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本基調報告書のテーマと構成

第１　デジタルプラットフォーマーによる市民の包括的把握
2010年，盛岡市で開催された第53回人権擁護大会第２分科会シンポジウムは，「デジタ

ル社会における便利さとプライバシー～税・社会保障共通番号制，ライフログ，電子マネー
～」というテーマだった。そこでは，私たちの行動の足跡がデジタル社会に残ってしまう
ライフログの実情に迫り，これを利用した行動ターゲティング広告が始まった時期にその
問題点を指摘し，また当時政府が創設を目指していた共通番号制度（現在のマイナンバー
制度）の問題点を明らかにしながら，デジタル社会における自己情報コントロール権の実
効的な保障を提言した。

それから12年が経過した。この間，インターネットへのアクセスは，ＰＣからよりスマー
トフォンからの方が多くなるなど，インターネット通信量の飛躍的な増大だけでなく，そ
の手段も変化している。ツイッター，フェイスブック，インスタグラムなどのＳＮＳが飛
躍的に普及したのも2010年代の際立った特徴である。

若い世代では，テレビ視聴よりユーチューブ等のインターネット利用の時間が上回ると
報道されている。企業が支出する宣伝広告費も，新聞やテレビに対するものより，インター
ネットに対するものの方が上回るようになった。行動ターゲティング広告の有効性が周知
のものとなり，営業活動を行う企業側からすると，３割ほど少ないコストで広報が図れる
ようになっている。

今や私たちは，デジタル社会の中に組み込まれた生活をしている。
もちろん，デジタル社会は私たちの生活に大きな利便性をもたらしている。しかし，他

方で，デジタル社会の基盤を提供しているデジタルプラットフォーマーは私たちのプライ
バシー情報を大量かつ容易に収集・分析・利用するため，検索キーワード，閲覧した記事
やユーチューブチャンネル，ＧＰＳをオンにしていることにより蓄積されていく移動履歴
など，当の本人は到底覚えておくことの不可能なはるか以前から現在に至るまでの記録を
保持し，そして近い将来の行動予測をしながら，収益を上げている。アメリカでは，フェ
イスブックにつけた「いいね！」の選択を分析するだけで，高い確率で人種，宗教，支持
政党を推測できると指摘されるようになった。分析対象となる「いいね！」の数が増える
と，同僚や友人，配偶者よりもその人の人格を正しく捕捉できるとされている。

私たちは，自分たちの思考過程まで推知可能なほどの膨大な情報の蓄積と利活用という，
利便性の裏側にある問題点をきちんと意識して生活できているだろうか。

第２　多様で，信頼性の高い情報にアクセスすることの困難さ
また，ＡＩに委ねた便利な生活の中で，私たち自身が意思決定を行うに際し，自律的な

判断ができるために必要な情報アクセスを確保するのが困難になっている。
2016年11月の米国大統領選挙で，勝者側が利用した選挙コンサルティング会社であるケ

ンブリッジ･アナリティカは，インターネット情報を基に個人の人格を分析し，特定の考
え方を支持する情報に誘導したり，特定の考え方を支持するグループにのみ強く投票行動
を促すなどの誘導により，選挙に影響を与えたのではないかとの疑問を突き付けられた。
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一度風変わりな意見の動画を見ると，次々とたくさんの人が同様の主張をする動画をお
勧めされ，「多数の人に支持されているのだ」と，偏った情報に取り囲まれる「エコーチェ
ンバー」現象，自分の好み以外の情報が自動的にはじかれ，アクセスできなくなる「フィ
ルターバブル」現象などにより，一種の洗脳に近い状態に追い込まれることもある。感情
を揺すぶり，アクセス回数を伸ばすことで収益を図ることを至上と設定したＡＩのアルゴ
リズム（計算式）に問題があるとの指摘がある。

コロナワクチンをめぐって，アメリカでは「マイクロチップが埋め込まれてしまう」，
日本では「遺伝子が書き換えられてしまう」とのエビデンスに基づかないワクチン反対方
向のフェイクニュースが席巻したことは記憶に新しい。米国では，2020年大統領選におい
て「票が盗まれた」との考えを支持する市民が相当程度存在するため，2022年の中間選挙
においても重要な争点となっている。

米国では，個人情報が民間事業者の中で自由に流通すること（data free flow）自体を
表現の自由であると捉え憲法上の地位を高く評価してきた。しかし，主権者の意思形成を
ゆがめ，表現の自由を侵害するおそれがあるとの認識に至り，プライバシー権に基づく情
報流通（アメリカ流「表現の自由」）の制限が必要であるとの価値観の転換が進んでいる。

我が国では，一人一人の主権者が，このような情報流通の問題に向き合い，自己決定で
きるための議論が尽くされているだろうか。

これらの問題点を探り，対策のための制度改革を考える必要がある。

第３　デジタル庁を中心とした日本のデジタル政策
デジタル改革関連法の成立により，2021年９月１日にデジタル庁が発足した。
官民を横断するデジタル社会の進展，データの利活用が図られようとしている。
しかしながら，民間事業者によるプライバシー情報の利活用が，主権者のコントロール

が利かないほどのプラットフォーマーの権力の肥大化につながったという問題点を考える
と，公権力主導で同様の仕組みを目指すという進め方自体も含め，検討されるべき問題点
は多い。

デジタル社会の実現に向けた重点計画（2021年６月15日，高度情報通信ネットワーク社
会推進戦略本部，官民データ活用推進戦略会議）によれば，デジタル社会の形成に向けた
基本的な施策の冒頭に「マイナンバーカードの普及，マイナンバーの利活用促進」が掲げ
られ，これが中心的な手段と位置付けられている。

マイナンバーカードについて，健康保険証や運転免許証との一体化，及び既存の健康保
険証の廃止という政策からは，医療機関を受診する可能性のある市民は，例外なくマイナ
ンバーカードを保有する以外に選択の余地がなくなるおそれがある。

マイナンバー制度は，当初の税･社会保障制度のための手段という位置付けから，行政
効率化の手段とされ，必ずしも税･社会保障と関連性のない国家行政事務にまで個人番号
の利用が政令への委任により開かれている。また，直接マイナンバーを媒介として情報を
連携するわけではないとしても，マイナンバーカードを通じた民間事業者におけるデータ
ベースの作成には制限がない。

これは，私たち主権者が自ら選択したデジタル社会の第一歩だろうか。
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また，その後に政府が想定している未来予想図は，私たち主権者が自ら望んでいる姿だ
ろうか。

また，マイナンバーカードには，指紋の1000倍と言われる高度な本人確認機能を有する
顔認証データの収集･利用が不可分一体とされている。健康保険証機能を活用する場合，
医療機関に導入されたカードリーダーで，受診者の個人番号カードのＩＣチップに埋め込
まれた顔画像データから生成される顔認証データと，本人の顔画像とを，カードリーダー
内蔵のカメラでチェックし，同一人であることを判断させる。

中国では，約６億台の顔認証機能付きの街頭監視カメラに基づき，住民全員の個人情報
データベースとの検索がなされている。街角で行った交通違反で減点され，直ちに罰金が
科されたり，政治犯が逮捕されたりしている。海外メディアの実証実験によれば，場所を
明らかにせずに公共空間に現れたターゲットを，当局が特定し臨場するまでに要した時間
はわずか７分であったという。

顔認証データが高度な本人確認機能を持つことから，ＧＤＰＲ９条１項は，顔認証デー
タを典型とする生体情報の原則収集禁止を掲げ，民間事業者の収集･利用にも議会による
法律制定が必要とされている。日弁連も，2012年，2016年に加え，2021年にも顔認証シス
テムの利用に対する制限立法を求める提言を繰り返しているが，今なお存在しない。

公権力による市民のプライバシー侵害の高度化は，今もなお，最大の警戒対象であり，
市民の自律性と民主主義社会の前提を破壊しないための対策が必要不可欠である。

第４　地方自治体における個人情報保護
2020年10月下旬，内閣府は全国の自治体に向けスーパーシティ構想への公募を開始した。
デジタル化を進める国家戦略特区の実験には，そこでプライバシー権を制限される住民

の意思や，住民代表者で構成される地方議会による慎重な検討が求められるところ，その
ような制限を設けない実験も可能とされている。

デジタル改革関連法には，個人情報保護法制の大改正も含まれており，国法である個人
情報保護法よりも住民のプライバシーを保護するために先に成立し，センシティブ情報の
収集制限など，住民のプライバシーを保護する規定も含まれていた条例が，そこでは国法
以上のプライバシー保護を抑制され，保護水準が切り下げられる懸念がある。

元々，住民基本台帳ネットワークシステムは，市区町村の基礎的地方自治体が保有して
いる，正確で最新の住民の居住状況を国家行政事務が可能な限り自由に捕捉するための制
度設計と，住民のプライバシー保護を図るために必要のない国家行政事務への提供を防止
するための制度設計がせめぎ合ったシステムであった。

利便性や行政の効率化を優先するデジタル社会においては，主権者のプライバシー保護
は絶えず後方に退く危険がある。自衛隊適齢者情報の提供に関する基礎自治体の慎重姿勢
が次々と変化している状況を考えると，デジタル改革関連法は，全体として住民のプライ
バシー保護機能を有する中間団体であった地方自治体のバリアを破壊して，国による住民
情報の直接の捕捉につながる懸念も否定できない。

これは，地方自治の破壊にもつながりかねない重大な問題である。
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第５　プライバシー権保障のための仕組みを
利便性・効率性の優先ではなく，あらかじめ必要なプライバシー保護措置を事前に組み

込んだ制度設計によるデジタル社会の設計図がなければ，その後の世界は，プライバシー
保護のない社会にならざるを得ない。仕組みが動き出す前に，設計図にプライバシー保護
のための必要な施策を全て事前に組み込まなければならない。

このような考え方を「プライバシー・バイ・デザイン」（設計図に組み込んだプライバシー
保護）」，「プライバシー・バイ・デフォルト」（初期設定で確保するプライバシー保護）と
呼び，ＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）25条が定めている。

デジタル改革関連法案には，このようなプライバシー保護に向けた具体的な仕組みは存
在するだろうか。

私たちが2010年の人権擁護大会決議で提言した，クッキー（市民のインターネット利用
履歴を統合する目印）規制は，日本では法制度として採用されなかった。その後，クッキー
は，サードパーティークッキーの開発により更に企業にとっての利便性を増したが，市民
は，自分のインターネット利用履歴が誰にどのように利用されているのかをほとんど理解
しないまま，情報利活用の「客体」のまま放置されてきた。

2022年通常国会に提出された電気通信事業法改正案の検討過程において，総務省の事務
局は，電気通信事業者に対し，クッキーに対する事前同意を求める案を検討していたが，
事業者らの強い反対により葬り去られた。

プライバシー権の著しい侵害状況，欧米の厳格なプライバシー保護強化という政策転換
に，経済活動を優先させがちだった省庁も重い腰を上げようとしている。

逆に言えば，総務省がわざわざ事業者の望まないプライバシー保護施策を検討せざるを
得ないほど，日本の法制度は国際水準から見て遅れている。早く民主主義国家とその市民
にふさわしい法制度が実現される必要がある。

第６　主権者の幸福に資するデジタル社会とは？
世界的に技術導入に重点が置かれがちで，住民自治の観点が切り捨てられがちなデジタ

ル化の中で，バルセロナは2015年に「スマートシティのインフラを民主化する」というゴー
ルを掲げ，市民が市政に参加するためのプラットフォーム「ディシディム」（カタルーニャ
語で「私たちが決める」の意味）作りから始めた。市の予算の一部に市民が提案する政策
に配分する「参加型予算」を設置し，市民の提案する政策に従い，市議会での議論を経て
配分されるように変化した。その結果，市内のビルの屋上に農園を作る政策など約1500も
の提案が市議会で採択されている。

また，ＥＵでは，デジタルプラットフォーマーへの対抗戦略として，2017年に欧州委員
会がデコード（Decentralized Citizens Owned Data Ecosystem：脱中央集権･市民所有型
データエコシステム）プロジェクトを始めた。これは，オンライン上で生成される個人情
報の蓄積・管理，運用に関して，市民自らが個人データの秘匿や共有をコントロールでき
るようにする仕組みである。例えば，自分の移動データについて，公共交通機関には開示
するが，保険会社や広告会社には非開示にするというように自分の意思によって選択でき
る。その際の大原則は，「個人データは企業や政府のものではなく，それを持つ人自身の
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ものである」という「データ主権」の思想であるとされる。
日本のデジタル化は，すべて政府が設計図を描き，市民はただその客体にすぎないかの

ような前提で着々と進んでいる。日本も民主主義国家であるのならば，ＥＵやバルセロナ
市のように，主権者自身が自らの「情報主権」に目覚め，公権力や民間事業者に対しても，
自らの移動履歴・行動履歴を誰には提供してもよいが，誰には提供したくない，という自
己情報の提供に関する自己決定権を行使できる，自己情報コントロール権の実現を組み込
んだデジタル社会を目指すべきではないだろうか。

その不可欠の前提として，まずその設計図の作成に主体的に参加できることを目指すべ
きではないだろうか。

第７　基調報告書の構成と目標
この基調報告書は，以上の第１ないし第６におおむね相当する各編において問題点を分

析し，対策を検討するものである。
当初は，全体で200頁に届くか，という雰囲気すらあったが，各班の熱心な調査活動に

より，逆にどうやって短くしたらよいかという悲鳴が上がるようになった。
特に，デジタル庁の政策は，沿革も含めて茫漠としており，検討は困難を極めた。これ

から具体化していく部分も大きく残されていると思われる。
興味があるテーマだけでも目を通していただければ，現在のデジタル社会の本質的な問

題の一端は理解できるのではないだろうか。
デジタル問題というと，ベテラン世代には身近に感じにくい課題かもしれない。しかし

ながら，デジタル社会のインフラは，一旦作り上げられれば，少なくとも今後数十年は私
たちの生活の基本構造を規定し，そのプライバシー保護レベルを一定水準に強制する可能
性が高い。

デジタル政策を検討すると，政府は，自らがデジタルプラットフォーマー代わりに情報
の利活用のセンターとなることを指向しているのではないかと感じざるを得ない。

専門家に任せることなく，私たち市民がＮＯという意思を示すのも自己決定であれば，
よく分からないから一任してしまうのも自己決定である。

一人一人の市民が主権者であり続けようとしているのか，民主主義社会の基盤を維持し
ようとしているのか，問われているのは私たち自身ではないだろうか。
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法令等索引

法令等索引

本書において、法令等名については、正式名称のほか、以下のとおりの略称を使用してい
る部分があります。

【法令】
個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律
独占禁止法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
デジタル社会基本法 デジタル社会形成基本法
デジタル社会形成整備法・整備法 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律
公金受取口座登録法 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯

金口座の登録等に関する法律
預貯金口座管理法 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金

口座の管理等に関する法律
標準化法 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
機構法 地方公共団体情報システム機構法
IT基本法 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
デジタル手続法 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図
るための行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律等の一部を改正する法律

行政機関個人情報保護法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等個人情報保護法 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
公的個人認証法 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律
住基法 住民基本台帳法
番号法・マイナンバー法 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律
公文書管理法 公文書等の管理に関する法律
秘密保護法 特定秘密の保護に関する法律
重要土地等調査規制法 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状

況の調査及び利用の規制等に関する法律
経済安全保障推進法 犯罪施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保

の推進に関する法律



法令等索引

次世代医療基盤法 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報
に関する法律

行政機関情報公開法 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
プロバイダ責任制限法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発

信者情報の開示に関する法律
GDPR General Data Protection Regulation（一般データ保護

規則）

【ガイドライン】
ガイドライン（通則編） 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（通則編）
ガイドライン（第三者提供編） 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（外国にある第三者への提供編）
ガイドライン（第三者提供記録編） 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（第三者提供時の確認・記録義務編）
ガイドライン（仮名・匿名情報編） 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（仮名加工情報・匿名加工情報編）
ガイドライン（行政編） 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（行政機関等編）

【固有名称】
住基ネット 住民基本台帳ネットワークシステム
J-LIS 地方公共団体情報システム機構
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第１編　2010年以後のデジタル社会の進展

第１章　はじめに

　2020年11月にNHKスペシャル取材班の著作により発行された『やばいデジタル“現実”
が飲み込まれる日』（講談社現代新書）は，大手IT企業が収集するスマートフォンの履歴
から，私たちの個人情報がどれほど丸裸にされてしまうかという実態を明らかにしている。
　同取材班は，個人データの解析・マーケティングを専門とするIT企業・ミソシル社の
協力を得て，匿名の一般人Ｘを被験者として，同意の上で次のような実験を実施した。す
なわち，Ｘが「グーグルテイクアウト」（グーグルが提供しているサービスで，ユーザー
本人がグーグルの利用履歴をダウンロードできる。利用履歴は，インターネットの閲覧履
歴（グーグル検索），本人の位置情報（グーグルマップ），動画の視聴履歴（ユーチューブ），
アップロードした写真や動画（グーグルフォト），電子メールのやり取り（Ｇメール），予
定表（グーグルカレンダー）など多岐にわたる。）から，同人のグーグルの利用履歴をダ
ウンロードし，そのデータだけから，（それ以外に何の情報も与えられていない）ミソシ
ル社が，どこまでＸの情報を推測できるかを実験したという。
　グーグルテイクアウトでダウンロードしたＸのデータは，９年間分で２.74GBであった
が，このデータから次のような詳細な個人情報を推測することができたという。
　Ｘの位置情報から，Ｘの自宅マンション（の居住フロアまで）を特定し，家族構成（独
身，あるいは単身赴任）や年収（約200万円），職業（バーの経営者），自動車を所有して
いないことを推測した。
　グーグルフォトにアップされた写真をAIに解析させ，Ｘ本人の画像を特定し，その画
像から，性別（男性），年齢（31歳）を推測した。
　検索履歴からも様々な情報が読み取れた。例えば，Ｘが「2018年７月頃に東京で脱サラ
し，10月頃から職業訓練校で観光について学んだ。しかし，2019年初頭に退校し，単身引
越しパックを使って大阪市に転居。物件を居抜きで借り上げ，４月頃にバーを開業した」
ことが分かった。バーの経営は軌道に乗っておらず，経済的に困っており，貯金はほぼゼ
ロという現在の経済状態も，ファーストフードばかり食べていて，自炊はほとんどしてい
ないという食生活も，歯の状態が悪くて抜歯したという病歴も分かった。好きなマンガや
作家，趣味等ももちろん判明した。結婚歴がないこと，女性との交際歴はあるものの，そ
の間にＸが浮気をし，この１年間（本人の記憶では２年間であったが，データから推測し
た１年間の方が正確であった。）は特定の交際相手がいないことまで分かった。
　更に驚くべきことに，検索履歴から，Ｘがバーの経営を続けながら，他のアルバイトを
始める可能性が非常に高いこと，また，体調を悪化させるという将来を予測し，まもなく，
その予測は的中したという。
　グーグルに蓄積されたデータを利用するだけでも，これだけのことが分かってしまう。
現代においては，日々生み出される私たちのデジタルデータが，グーグル以外にも，アマ
ゾンやフェイスブック等のデジタルプラットフォーマーを中心に，大量に蓄積され，様々
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な形で利用されている。
　本章では，報告書全体の導入として，まず2010年人権擁護大会で取り上げたテーマを振
り返り（第１節），それらの各テーマが，その後の10年間余りの情報通信技術の進展により，
どのように変容したのかを概観し（第２節），さらに，2010年当時主に想定していた分野
でのデジタル化にとどまらず，私たちの生活全体がデジタル化され，そのデータが利用さ
れようとしている状況について述べ（第３節），さらに，こうした情報通信技術の進化に
より，プライバシーのみならず，人格権が侵害され，ひいては民主主義までもがゆがめら
れている状況についても言及する（第４節）。その上で，こうした問題への対応（デジタ
ルプラットフォーマーによる自主規制であったり，法律による規制であったり）が様々な
形で始まっている様子（第５節）を概観することとする。

第１節　2010年人権擁護大会
　2010年10月に開催された第53回日弁連人権擁護大会シンポジウム「デジタル社会におけ
る便利さとプライバシー～税・社会保障共通番号制，ライフログ，電子マネー～」では，
情報通信技術が高度に進展しつつある状況において，個人のプライバシーや人格を守り発
展させる方策について検討した。
　その際，具体的な素材として取り上げたのは，次の４点であった。いずれも，当時，情
報通信技術の進展によって，プライバシー等が侵害される事態が懸念されるテーマであっ
た。
　すなわち，
①　インターネットの利用履歴がクッキー等を利用して事業者によって収集され，行動

ターゲティング広告等に利用されている状況
②　電子マネーを使った取引を通じて個人情報が収集され，利用されている状況
③　監視カメラ・顔認識システム，GPS等を利用した，人の移動履歴を用いた監視の状況
を取り上げて，私たちの生活・行動のほとんどが電子的に記録されるようになっている様
子を紹介した。
　そしてその上で，これらの電子データを特定の個人と結び付けるための確実な手段にも
なりかねないものとして，
④　税・社会保障共通番号制度の問題点
を取り上げた。

第２節　その後の情報通信技術の更なる進展
　その後10年余りを経て，情報通信技術は更に飛躍的な進化を遂げ，私たちの生活全般が
デジタル化される社会が到来しつつある。
第１項　ターゲティング広告の更なる進化
　ターゲティング広告は，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
収集・蓄積し，これらのデータから，当該ユーザーの関心や嗜好等を推測し，これに合わ
せて広告を表示する手法である。収集できるデータの種類や量が増えれば増えるほど精度
の高い推測が可能となり，より効果的な広告を表示させることが可能となる。
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　この10年間で，スマートフォンが一気に普及した。スマートフォンを保有している世帯
の割合は，2010年の9.7％から2020年の86.8％へと大幅に増加した1。
　それとともに，SNSの利用も急拡大している。SNSは，ソーシャル・ネットワーキング・
サービス（Social Networking Service）の略で，登録された利用者同士が交流できるウェ
ブサイトのサービスであり，フェイスブック，ツイッター，インスタグラムなどが代表例
である。SNSでは，友人や同じ趣味を持つ者が集まったりするなど，利用者間の密接なコ
ミュニケーションが可能になっている。個人におけるインターネットの利用目的のうち，
SNSへの参加が占める割合は，2010年には，パソコンからの利用者の5.8%，携帯電話から
の利用者の4.8%と，合計しても10%余りに過ぎなかったが，2020年には，SNSへの参加が，
インターネットの利用目的全体の73.8％（特に20代では，90.4％）を占めるに至ってい
る2。
　スマートフォンでSNSを利用することが一般化したことにより，インターネット上に
アップロードされるデータも激増した。例えば，2017年，フェイスブックには，月間20億
人のユーザーが，１日あたり３億5000万枚の写真をアップロードしたとされる。フェイス
ブックは，こうした大量の写真を使って，人工知能（AI）にディープラーニング（コンピュー
タに学習させる手法の一つで大量のデータを使用することにより精度を高めることができ
る）させることで，例えば，「自然の状態」の顔であれば，97.35%の正確さで対象者を認
証できるようになったと発表した。フェイスブックは，大量の写真でディープラーニング
させることにより，2018年までに，活動，関心，気分，視線，衣類，歩行，髪，姿勢まで
見分けることが可能になった3。こうして得られたデータは，より精度の高い行動ターゲ
ティング広告の手段等として利用されていく。さらには，消費者の購買意欲をかき立て，
購買行動を誘発することさえ行われている。
　このような大量のデータの収集・利用にはクッキーその他の識別子が利用されるが，大
量のデータが集積されることによって，特定の個人が識別され，ひいてはプライバシーが
侵害される事態が生じかねない。こうした認識は，今や世界共通になっていると言えよう。
　そこで，昨今では，事業者自身がクッキー等の利用を制限する技術を採用する動きや，
法律等により規制している国や地域も見られる。このような状況については，本編第２章
で紹介する。

第２項　電子マネーからキャッシュレス決済へ
第１　将来の危険性の指摘にとどまっていた
　2010年のシンポジウムの基調報告書では，当時日本で利用されていた主要な電子マネー

（Edy（ビットワレット株式会社），Nanaco（株式会社アイワイ・カード・サービス），
Suica（JR東日本）及び「おサイフケータイ」（フェリカネットワーク株式会社））を取り
上げ，調査した結果を報告している。

1 総務省「通信利用動向調査平成22年」・「通信利用動向調査令和２年」より

2 総務省「通信利用動向調査平成22年」・「通信利用動向調査令和２年」より

3 ショシャナ・ズボフ著（野中香方子訳）「監視資本主義」286-287頁（東洋経済新報社，2021年）
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　しかし，当時は，「・・・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。」，あるいは「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。」と分析されているとおり，多様な事業者間における取引履歴等個人情報の共
同利用等，位置情報とのリンク，官民の情報共用等については，今後行われるようになる
可能性を指摘していた段階であった。

第２　危惧の現実化
１　しかしその後2013年には，JR東日本のSuicaデータ提供問題が発生した。2010年人権

大会で懸念していた事態が，日本においても早くも現実のものとなった。
　　2013年６月，日立製作所が，JR東日本の交通系ICカード「Suica」の利用履歴をビッ

グデータ解析技術で活用し，駅エリアのマーケティング情報として企業に提供するサー
ビスを開始すると発表した。この発表によると，日立製作所は，JR東日本から個人情
報を含まない形でSuica履歴情報の提供を受けて分析し，JR東日本と私鉄各線の首都圏
1800駅を対象に，駅の利用者の性別・年代別構成や利用目的，乗降時間帯などを平日・
休日別に可視化したリポートを毎月定期的に提供する。企業は駅エリアの集客力や，最
寄駅とする居住者の構成などを把握でき，出店計画や広告宣伝計画などに活用できるな
どとされていた。

　　しかし，JR東日本は，提供するデータから氏名，電話番号等を除外していたものの，
それでも特定の個人が識別される可能性は否定できず，しかも，利用者に対して事前に
十分な説明をせずに提供していたことから，大きな批判を受けることになった。

　　この時JR東日本は，批判を受けて提供を中止した。しかし，電子マネーの利用履歴
を商業目的等のために利用する動きは，その後も続々と現れている。

２　現在，日本では，政府がキャッシュレス決済を強力に推進している。そして，キャッ
シュレス化を推進すべき理由の一つとして，データの活用を挙げている。

　　「未来投資戦略2017」（2017年６月９日）では，「今後10年間（2027年６月まで）に，キャッ
シュレス決済比率を倍増し，４割程度とすることを目指す。」との目標が掲げられ，

「FinTechの活用等を通じた消費データの更なる共有・利活用を促進するため，クレジッ
トカードデータ利用に係るAPI連携の促進や，レシートの電子化を進めるためのフォー
マットの統一化等の環境整備を本年度内に行う。」ものとされた。

　　これを受けて経済産業省は，「キャッシュレス・ビジョン」（2018年４月）を取りまと
めたが，キャッシュレスを推進すべき理由の一つとして，「世界に視野を広げると，支
払サービス事業者の中には，支払手数料やインフラコストを低廉化することで利用を増
やし，その結果として集まる支払情報を蓄積・分析することで新たなサービスを創造す
るビジネスモデルも誕生している。」ことを挙げている。そして，具体的な海外事例と
して，中国のアリペイや芝麻信用社を紹介し，日本のキャッシュレス推進の視点として
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有用であると評価している。
　　さらに，「キャッシュレス・ビジョン外伝　キャッシュレスから始めるデータ利活用」
（2020年３月）では，日本国内でのデータ利活用の事例として，「JCB消費NOW」（株式
会社ジェーシービー），「Custella」（三井住友カード株式会社），「PayPay」（PayPay株
式会社）など，購買データ等を分析することで新たなサービスを生み出しているものを
紹介している。

３　しかし，このような消費データの使い方によっては，プライバシーや人格権が著しく
侵害されかねない。

　　詳しくは本編第３章で述べるが，経済産業省が「キャッシュレス・ビジョン」で参考
例として挙げている中国では，中国IT企業の２大巨頭であるアリババグループとテン
セントが，消費データを含む大量の個人データを収集し，分析して，個人を格付けする
信用スコアが，社会に深く浸透している。そしてその結果，一旦低く格付けられた者は，
そこから抜け出すことが極めて困難となるなどの深刻な弊害も生まれている。

　　こうした問題点に十分な配慮をすることなく，キャッシュレス化や消費データの活用
を推し進めるのは極めて危険である。

第３項　監視カメラ・顔認証システム，位置情報
　監視カメラや顔認証システムは，2010年当時と比較して，格段に精度が向上している。
大量のデータの蓄積が可能となり，また，人工知能（AI）を用いたディープラーニング
を行うことにより，精度の高い照合を瞬時に行うことが可能となった。
　さらに顔認証以外の生体認証技術も進展しており，こうした技術を組み合わせることに
より，より高い精度での個人識別が可能となっている。例えば，警察は，サングラスやマ
スクによって顔が隠されていたり，撮影された顔が不鮮明である場合には，個人識別が困
難となる可能性があることから，身長，体型，歩容（歩幅，姿勢，腕の振り方等の歩行時
の身体運動の様子）等の特徴を複合して個人識別を可能とする技術開発も行っているとさ
れる4。
　こうした顔認証システムの利用は，官民問わず，広く普及している。
　警察による犯罪捜査のための利用のほか，例えば，スマートフォンやパソコンのアクセ
ス認証，書店等での万引き防止，スポーツイベントやコンサート会場での防犯対策，空港
等における出入国管理など，今では様々な場面で利用されるに至っている。
　しかし，顔認証システムは，同意なく利用されると，個人のプライバシーや人格権等を
侵害する。したがって，原則として禁止した上で法律による十分な規制がなされないまま，
その利用が野放図に拡大していくのは，大きな問題である。
　顔認証システムに関する規制の現状やあるべき方向性については，第２編第１章におい
て詳しく述べる。

4 警察庁「平成26年版警察白書」
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第４項　番号法の成立と利用範囲の拡大
　2010年当時に，税・社会保障共通番号制度として検討されていた制度は，その後，2013
年に番号法として成立した。
　それまでの住民票コードは，行政機関での内部利用を想定し，民間での利用が禁止され
ており，また，住民票コードを使用して行政機関間での情報連携を行うことも禁止されて
いた。これに対して番号法では，個人番号が民間で流通することを予定しており，また，
個人番号等を活用して，行政機関間での情報連携を行うことを目的としている。仮に将来，
個人番号が広い範囲で利用され，これを利用した情報連携が自由に行われるようになれば，
個人番号を利用した個人情報の一元管理やプロファイリングにつながりかねない。
　しかも，番号法は，利用範囲として社会保障・税・災害対策の３分野を挙げていたが，
もともと附則において施行後３年を目処に，利用範囲の拡大等を検討することとされてい
た。
　そしてまず，上記３分野の範囲内での利用範囲の拡大として，預貯金口座への付番，特
定健康診査情報等医療分野での利用拡充，戸籍情報とのひも付け等が次々に実現している。
さらに2021年に成立したデジタル改革関連法でも，国家資格に関する事務への個人番号の
利用，公金受取口座を個人番号とともに登録する制度の創設などが実現した。個人番号の
利用範囲は順調に拡大されているのである。
　これと並行して，個人番号カードの利用範囲も拡大している。個人番号カードは，番号
法上は単なる本人確認手段の一つにすぎないが，個人番号カードのICチップには公的個
人認証制度の電子証明書を記録できることになっており，この電子証明書を使うことに
よって，様々なサービス（例えば，マイナポータルへのログインの際に使用できるほか，
住民票や印鑑証明書などのコンビニ交付など）を利用できる。政府は，2022年度末までに，
全ての国民が個人番号カードを保有できるようにすることを目標に掲げ，様々な施策を講
じている。個人番号カードは，例えば，2021年10月からは健康保険証として利用できるよ
うになり（厚生労働省は，従来の健康保険証を原則として廃止し，個人番号カードに一元
化することまで打ち出している。），2024年度末までには運転免許証としても利用できるよ
うになる見込みである。また，個人番号カードの取得・利用にポイントを付与するなども
して，その普及に努めている。
　更に重大なことに，2021年12月に閣議決定された「デジタル社会の形成に関する重点計
画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画」では，個人番号制度を個人の
ID・認証基盤と位置付け，これをデジタル社会における社会基盤として利用することに
より，「行政の効率化，国民の利便性の向上，公平・公正な社会を実現する」ことを目指
すとされている。また，「マイナンバーの利用の拡大を図るとともに，継続的な発展に向
けて，マイナンバーカードによる認証を利用した行政サービスを民間が後押しするための
仕掛け，つまりはライフイベントにおいて，行政サービスと民間事業者のビジネスの恩恵
を，国民一人ひとりが官民システムの連携を通じて享受できる社会の実現を目指す」とも
されている。
　個人情報やプライバシーの保護が十分に図られないまま，個人番号や個人番号カードに
よる認証が社会基盤とされれば，個人情報の一元管理やプロファイリングにつながりかね
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ない。番号制度や，これを基盤としたデジタル社会の問題点については，第３編で詳述す
る。

第３節　生活全般のデジタル化
　以上述べたように，2010年人権擁護大会で取り上げた個々のテーマについては，いずれ
も飛躍的な進化を遂げ，私たちの生活に深く浸透していると言ってよい。
　それにとどまらず，この間，私たちの生活全般がデジタル化されるという事態が急速に
進行している。
第１項　モノのインターネット（IoT）
第１　IoTの進展
　まず，2010年代には，パソコンやスマートフォンだけでなく，家電製品や電子機器，自
動車，住宅・建物など，様々なモノがインターネットに接続されるようになった（IoT）。
　例えば，電気ポットがインターネットに接続されれば，これに電源を入れたり，給湯し
たとき，離れて暮らしている家族のスマートフォン等へ動作状況が伝達され，家族が遠く
から見守ることができる。ロボット掃除機がインターネットに接続されれば，外出先から
スマートフォン等で動作させることが可能となり，帰宅した時には，家の中がきれいになっ
ている。玄関のドアをインターネットに接続すれば，外出先からでも施錠し忘れがないか
を確認できるし，また，スマートフォン等で施錠や解錠もできる。
　現在では，センサーを組み込んだ衣類まで販売されている。グーグルは，ジーンズの老
舗リーバイ・ストラウス社と協力して，袖口にセンサーを組み込んだジャケットを販売し
ている。ジャケットのセンサーとスマートフォンをペアリングすることで，ジャケットの
袖口に触れるなどするだけで，スマートフォンを取り出さなくてもデジタル情報にアクセ
スできるという5。センサーが組み込まれた衣類が普及すれば，細かな身体の動きまでもが
デジタルデータ化され，利用されるようになるだろう。
　こうして，個人の日常生活全般がデジタルデータ化され，様々な目的で利活用される時
代が到来しようとしている。
　世界のIoTデバイス数は急増しており，2016年に173.2億台だったものが，2020年には
253.0億台に増加し，今後2023年には，340.9億台になると予測されている6。

第２　IoTの進展によるリスクの拡大
１　2016年１月22日に閣議決定された「科学技術基本計画」では，「ICTを最大限に活用し，

サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）とを融合させた取組により，人々に豊かさ
をもたらす『超スマート社会』を未来社会の姿として共有し，その実現に向けた一連の
取組を更に深化させつつ『Society 5.0』として強力に推進し，世界に先駆けて超スマー
ト社会を実現していく」ことが目標として掲げられている。

　　そして，内閣府のウェブサイトには，「Society 5.0で実現する社会は，IoT（Internet 

5 リーバイ・ストラウス・ジャパンウェブページ（https://www.levi.jp/2019aw_googlejacquard.html）

6 総務省「令和３年版情報通信白書」より
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of Things）で全ての人とモノがつながり，様々な知識や情報が共有され，今までにな
い新たな価値を生み出すことで，これらの課題や困難を克服します。」などと記載され
ている。

２　しかし，言うまでもなく，個人の生活全般がデータ化されると当然プライバシーに対
するリスクも増大する。
⑴　例えば，アイロボット社のロボット掃除機ルンバには，周囲の環境についての情報

を収集する機能を内蔵している製品がある。このルンバは，自らの動きに関する情報
を収集し，アクセスできる空間の位置マッピングを行う。ルンバが配置された家の間
取り図や家具の場所といった情報を収集できるのである。そしてその情報は，インター
ネットを通じてアイロボット社に送信され，デバイスの性能改善，ユーザー体験の向
上等のために使用される。また，顧客のニーズに合わせたキャンペーンなどにも利用
される。

　　さらに，スマートスピーカー（インターネット接続とAIアシスタントを搭載し，
音声操作が可能なスピーカー。例えば，アマゾン・アレクサ，グーグル・アシスタン
トなど。）とルンバを連携させれば，スマートスピーカーに「ルンバを使って掃除して」
と話しかけると，ルンバが部屋の掃除をしてくれる。そしてこの場合には，ルンバの
収集した間取り図などの情報はアマゾンやグーグルにも提供されることとなる。

　　以上のことは，アイロボット社のプライバシーポリシーにも記載されている7。
　　同社のプライバシーポリシーには，そうした情報の収集や共有を望まない顧客がと

り得る手段にも言及されている。すなわち，「お客様は，Wi-Fiパスワードを変更する
などして，アプリのWi-FiまたはBluetooth接続を解除することにより，ご登録済の
iRobotデバイスからの使用データの収集を管理または停止することができます。」。

　　しかし，その場合，外出先からスマートフォンで操作したり，スピーカーに話しか
けるだけで掃除をさせたりすることもできなくなる。ルンバを便利に使いたければ，
データを提供せざるを得ないのである。

⑵　インターネット接続可能なスマートテレビは，通常のテレビ番組を視聴できるだけ
でなく，映画やドラマをオンデマンドで視聴したり，ユーチューブなどのウェブ上の
コンテンツを視聴したりすることもできる。スマートフォンや他の家電製品と連携し
たりすることもできるだろう。

　　ビジオ社は，その製造，販売するスマートテレビを通じて，消費者の視聴履歴（ど
のような番組を観ているのかなどの情報）を収集し，広告業者などに販売していた。
しかも，そのことを隠し，単に「番組の提供や提案を可能にする」機能と説明してい
た。この件が発覚し，2017年，ビジオ社は，FTC（Federal Trade Commission，連
邦取引委員会）ほかからの苦情申立てを受けて，220万ドルの和解金を支払ってい
る8。

　　サムスン社のスマートテレビは，音声認識機能を有しており，話し掛けることで操

7 アイロボット社ウェブページ（https://www.irobot-jp.com/policy/）

8 前掲「監視資本主義」302頁
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作できる。ところが，2015年，同社のスマートテレビは，操作するための音声だけで
なく，テレビの近くでの会話の全てを録音し，音声認識システム等を提供している企
業に送信していたことが発覚した。当時のサムスン社のプライバシーポリシーには「あ
なたが話す内容に，個人情報やその他の機密情報が含まれている場合，その情報が音
声認識機能によってサードパーティに送られることにご注意してください」との記載
があり，ビジオ社のように偽って情報収集していたとまでは言えないが，テレビの操
作と無関係のあらゆる会話まで録音していたことについて批判の声が上がった9。その
後同社は，話し掛けられた時だけ音声を録音することにしたとされている。

⑶　スマートスピーカーと連携できるのは，ロボット掃除機ルンバだけではない。
　　例えば，アマゾンは，アレクサのプラットフォームを，照明システムから食洗機に

至るスマート家電のメーカーに公開して，アレクサで家中のシステムや家電をコント
ロールできるようにしようとしている。さらに，2018年には，住宅建設業者と契約し，
それらの業者が，アレクサを家中の天井に直接設置したり，アレクサで操作できるド
アロック，照明スイッチ，セキュリティシステム，玄関チャイム，サーモスタットな
どを設置できるようにした。こうしてアマゾンは，人々の生活習慣に関して，より包
括的なデータを取得することを目指している。そしてそれは，アマゾンに限ったこと
ではない。グーグルやサムスンといったライバル会社も同様の未来を目指している10。

３　ほかにも，家庭の電力消費量がデータ化されると，入浴時間等の生活時間や在・不在
の実態が読み取れてしまう可能性がある。自動車の走行データからは，移動履歴のほか，
ドライバーの技能や癖といった情報が読み取れてしまう。

　　このように，IoTにより収集されるデータには，個人の行動履歴等大量のデータが含
まれる。これらのデータはそれ自体もプライバシー性が高い上に，他のデータと照合等
することにより，さらにセンシティブな情報が得られる可能性もある。しかも，IoTが
進展し，デバイスが増加するということは，身の回りのセンサーの数が増大するという
ことを意味する。そうすると，本人が十分に認識しないままに，センサーによりデータ
を取得される可能性があり，また，意図してデータ取得を回避することが困難になって
しまう。

　　IoTを推し進める上では，実効性のあるプライバシー保護の仕組みが前提とされなけ
ればならない。

４　さらに，インターネットに接続する以上，IoT製品に適切なセキュリティ対策が施さ
れなければ，情報漏洩や外部からの不正操作などの被害が発生しかねない。独立行政法
人情報処理推進機構（IPA）が2018年３月に発行した「IoT製品・サービス脆弱性対応
ガイド」から具体例をいくつか紹介する。
⑴　カメラののぞき見サイト（2016年１月：米国・日本・各国）
　　ロシアのウェブサイトによりのぞき見できる監視カメラが世界中に多数存在してい

ることが露呈された。しかもその数が膨大で，映像を閲覧できる件数は，米国の監視

9 前掲「監視資本主義」300-301頁

10 前掲「監視資本主義」306-307頁
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カメラは5000件以上，日本の監視カメラは1800件以上（2017年11月時点）であった。
⑵　自動車の不正操作（2015年：米国）
　　セキュリティの専門家が，専用無線回線を通じて，外部から自動車のエンジンを切っ

たり，ワイパーを動かしたりする実験を成功させたため，開発企業は約140万台のリ
コールを実施した。今回，利用者への実害はなかったが，実験により脆弱性が発見で
きなければ，人命に影響した可能性があった。

⑶　医療機器の不正操作・障害（2017年８月：米国）
　　ネットワーク経由の攻撃により，ペースメーカーのバッテリ寿命を消耗させたり，

心拍数及び心拍リズムを変更したりすることができる脆弱性が発見され，開発企業は
パッチの作成で対応した。

⑷　ネットワークカメラが乗っ取られる可能性（2016年：日本）
　　ネットワークカメラに複数の脆弱性があることが発見された。この脆弱性は，条件

が整えば，当該機器を乗っ取り，任意で操作したり，踏み台として攻撃に加担させら
れたりする可能性がある（引用者注：ここにいう攻撃は主にDDoS攻撃（分散型サー
ビス拒否攻撃）が想定されている。DoS攻撃（サービス拒否攻撃）は，ウェブサービ
スを提供しているサーバーなどに大量のリクエストや巨大なデータを送り付けるなど
して，サービスを利用不能にする攻撃であるが，これを多数のマシンから，一つのサー
ビスに対して行うのが，DDoS攻撃である。その攻撃に参加する多数のマシンの１台
に組み込まれてしまう可能性がある。）。

　　IoTを推進する上では，セキュリティ対策に万全を期す必要があることも当然であ
る。

第２項　スマートシティ，スーパーシティ
第１　スマートシティ・海外の実例
　さらに，こうした技術を都市全体の規模まで拡大するスマートシティ，スーパーシティ
が推し進められている。
１　米国では，グーグル傘下のサイドウォーク・ラボ社が，「スマートシティ」を推進し

ている。2016年，米国運輸省は，同社とスマートシティ推進に関するパートナーシップ
を締結した。同社は，独自に開発したデータ解析プラットフォーム「フロー」により，様々
な交通状況のデータを収集・分析し，活用できるとしている。すなわち，フローは，グー
グルマップ，ストリートビュー撮影車などを活用して，ドライバーと公共スペースから
データを取り込み，分析する。そしてその結果から，人々の移動について予測し，それ
を基に，行政が交通の流れを改善する，とされている。

　　米国運輸省が実施したコンペでオハイオ州コロンバス市が選ばれ，同市とサイド
ウォーク・ラボ社による３年間の実証実験プロジェクトが行われることになった。この
実証実験では，例えば，駐車場を探しているドライバーの情報と駐車場の利用状況といっ
たデータをリアルタイムで取得し，最適な駐車場を案内したり，あるいは，公と民の駐
車場をオンライン市場で統合し，リアルタイムで駐車料金が変わるオン・デマンド方式
にすることによって，自治体の駐車場収入を増やすことができるなどの提案がされてい
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た。
　　これを実現するためには，サイドウォーク・ラボ社は，自らデータを収集するほか，

行政から，公共交通データだけでなく駐車情報と公共交通機関利用者情報の全てを，リ
アルタイムで提供される必要がある。そして同社は，こうしたデータをも活用すること
で，より正確なターゲティング広告等の商業利用が可能になるとしている11。

２　中国杭州市では，アリババグループがスマートシティを手掛けている（アリババグルー
プは，中国ネット通販の最大手である。本編第３章でも取り上げる。）。

　　同市では，街中に4000台以上の監視カメラが配置され，データを集めてAIで分析し
ている。サーバーの数も2000～3000台に及ぶ。事故や交通違反を500件まで検知できる
ほか，混雑状況に応じて信号の色を変えることで，走行時間が15％速まったところもあ
るとされる。緊急車両のためにも信号を調整し，救急車の到着にかかる時間も半減した
という12。

第２　日本でのスマートシティ，スーパーシティ構想
　日本でも，政府は，先に述べたSociety5.0の先行的な実現の場として「スマートシティ」
を推進することを掲げている。スマートシティでは，ICT等の新技術を活用して，地域の
抱える諸課題を解決するものとしている。
　さらに2020年５月には「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」（いわゆるスーパー
シティ法）が成立した。スマートシティでは，地域が持つ個別の社会課題の解決が中心だっ
たのに対し，スーパーシティでは，生活全般にまたがる複数分野の先端的なサービスの提
供，複数分野間でのデータ連携が重視されるようである。スーパーシティ国家戦略特別区
域を全国の自治体から公募し，キャッシュレス決済やクルマの自動運転，遠隔医療などの
最先端技術を暮らしに実装することなどが，検討されている13。
　スーパーシティ構想では，官民で共通する大規模なデータ連携基盤を用いて住民の多く
の個人情報を集約し，これをAIを使って分析したり，それぞれの住民個人ごとに一元管
理したりすることにより，行政手続，移動，医療，教育等の幅広い分野で先端的サービス
を提供するところをその基本としている。したがって，プライバシー侵害を防ぐための措
置が当然の前提として確保されている必要がある。この点，スーパーシティ型の国家戦略
特区に指定されている大阪府・大阪市共同とつくば市は，一応は，個人情報保護法等の遵
守をうたっているが，他方で特区指定されてスーパーシティを作っていくに際して必要と
なる規制緩和事項の中に，個人情報保護法の規制が挙げられている。そもそも，個人情報
保護法等を遵守していればプライバシー侵害にならない，というものではないが，現状の
スーパーシティ構想においては，むしろ個人情報保護法等の規制すら緩和してしまおうと
いうのである。
　個人情報の保護，プライバシーの保護を蔑ろにしたままスマートシティ，スーパーシティ

11 前掲「監視資本主義」260-263頁

12 福田直之「内側から見た『AI大国』中国」54頁（朝日新聞出版，2021年）

13 Wisdom（https://wisdom.nec.com/ja/feature/smartcity/2021011501/index.html）
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が推進されるならば，それはプライバシーに対する重大な脅威と言わざるを得ない。この
問題については，第４編第５章で更に詳しく述べる。

第４節　プライバシー，自己決定，民主主義の危機が現実化
第１項　消費行動を誘発する
　こうしてますます大量のデータが生み出されるようになり，対象者のデータをより詳細
に分析し，嗜好や行動パターンなどを把握することが可能となっている。例えば，ケンブ
リッジ大学のミハイル・コシンスキー氏とケンブリッジ大学サイコメトリクスセンター副
所長デイヴィド・スティルウェル氏らが2013年に行った研究では，フェイスブックの「い
いね」ボタンに関する情報から，「一般にプライベートな情報と見なされている幅広い個
人属性を，自動的に，かつ正確に，推定できる」ことが明らかになった。その属性には，
性的嗜好，民族性，宗教観，政治観，パーソナリティ特性，知性，幸福感，常習性薬物の
使用，両親の離婚，年齢，性別などが含まれるという14。
　さらに，AIを使って，顔の表情や声などから，喜び，興奮，驚き，難色，悲しみ，落胆，
混乱，嫉妬，無関心，退屈，怒り，憂鬱，苦痛などといった感情を，早くかつ正確に認識
することも可能となっている。これにより，顧客の反応までも把握できるようになってい
るのである15。
　こうしたデータを活用することで，より効果的で効率的な働き掛けを行うことが可能に
なり，ターゲットである消費者の購買意欲をかき立て，消費行動に出ることを促すことさ
えできるようになっている。データを利用することで，人の行動を予測するだけにとどま
らず，もはや本人も意識しないうちに人の行動を誘導し，修正することすら可能になって
いるのである。

第２項　大規模な人の移動を引き起こす
　データを利用して影響を与えることができるのは，人の消費行動だけではない。グーグ
ルから独立したベンチャー企業ナイアンティック社が開発したゲーム「ポケモンGO」は，
現実世界において大規模な人の移動を引き起こすことに成功した。ポケモンGOは，スマー
トフォンのGPS機能を使用しながら移動することでポケットモンスターのキャラクターを
探したり，捕まえたり，バトルさせたりすることができるゲームである。実際の風景にキャ
ラクターを重ねて表示するAR（拡張現実）の技術を使うことで，現実世界にいながら，
仮想キャラクターを扱うことができる。ゲーム内でアイテムを入手できる場所である「ポ
ケストップ」やキャラクター同士をバトルさせる場所である「ジム」は，現実世界では特
定の場所にある。ポケストップやジムに指定された場所には，自然と多くのプレイヤーが
立ち寄ることになる。店舗に集客したい企業が，ナイアンティックに広告料を支払うこと
で店舗をポケストップなどに指定してもらえれば，多くの集客が見込めるのである（しか
も，ポケモンGOをプレイする際には，スマートフォンのGPS機能をオンにする必要があ

14 前掲「監視資本主義」313頁

15 前掲「監視資本主義」330頁



第１章　はじめに

─ 15 ─

るので，運営者は，正確な位置情報をリアルタイムで収集することもできてしまう。）16。

第３項　選挙における投票行動まで操作する
　更にデータを活用すれば，選挙における投票行動に影響を与えることすら可能である。
有権者に対してマイクロターゲティングの手法を使った働き掛けを行うことは，米国大統
領選などの選挙活動で現実に行われている。2016年米国大統領選挙では，マイクロターゲ
ティングの手法を使って，フェイクニュースを効果的に拡散することすら行われ，これが
選挙結果に影響したとも言われている。
　また，フェイスブックは，表示させるメッセージによって有権者の投票行動に影響を与
えることができることを米国での実験により実証している。
　国政に関する重要な問題に関して，SNSを通じてフェイクニュースなどを拡散し，民意
をゆがめようとする働きかけは，日本でも既に発生している。例えば，2020年９月の日本
学術会議会員の任命問題（日本学術会議が推薦した会員候補のうち６人を，菅義偉総理大
臣（当時）が任命しなかった問題）では，その直後からフェイスブック上に「６人の教授
は，共産党の機関紙の常連や『安倍政権全否定団体』にいたりと『政治活動家』そのもの！！
公安監視団体と親密な人を拒否するのは当然！」などとする記事が投稿された。この記事
は広告（選挙又は政治に関連する広告）であり，2021年５月12日までに，123万円の広告
料が支払われている。なお，この広告が表示された人の年齢や性別，地域等も把握可能で
あり，そのようなデータを含めて，更に最適な相手に表示されるようになる。
　このように，進化した技術の使い方によっては，プライバシーが危機にさらされるのみ
ならず，人格の形成や自己決定，さらには民主主義までゆがめられかねない状況が生じて
いる。
　民主主義に与える影響については，世界に衝撃を与えたケンブリッジ・アナリティカ事
件を含めて，本編第５章で述べる。

第５節　デジタルプラットフォーマーに対する規制の必要性
第１項　デジタルプラットフォーマーへのデータの集中
　大量のデジタルデータを収集し，利用することによって莫大な利益を上げているのがデ
ジタルプラットフォーマー（DPF）である。
　DPFは，インターネット上のプラットフォームを通じて，オンライン・ショッピングモー
ルや検索サービス，コンテンツ（音楽，動画など）配信サービス，SNS，電子決済サービ
スなど，様々なサービスを提供するIT企業である。代表的なDPFは，グーグル（アルファ
ベット），アマゾン，フェイスブック（現メタ・プラットフォームズ），アップルの４社で，
頭文字をとってGAFAと呼ばれている。中国ではアリババグループやテンセント，日本で
いえば，ヤフーや楽天もDPFである。
　DPFは，サービスの提供を通じて大量のデータを収集し，そのデータを利用すること
によって，サービスを拡大し，また，新たなサービスを生み出す。そしてそこから新たに

16 前掲「監視資本主義」356-363頁
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大量のデータを収集し，利用している。
　例えば，グーグルは圧倒的なシェアを有する検索エンジンの検索データを利用し，フェ
イスブックやテンセントはSNSへの投稿や閲覧データ等を利用し，アマゾンやアリババグ
ループは，ネットショッピングの購買データを利用することで，それぞれサービスを拡大
してきた。これまで述べた技術の進化とプライバシー，民主主義の問題は，いずれもDPF
の成長とともに顕在化してきた問題であるとも言える。
　このようなDPFの提供するサービスは，その性質上，独占化・寡占化が進みやすいと
されている。
　公正取引委員会も「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者
との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（2019年12月17日，
2022年４月１日改正）において，次のように指摘している。すなわち，「複数の利用者層
が存在する多面的市場を担うデジタル・プラットフォーム事業者の提供するサービスは，
ネットワーク効果（引用者注：サービス等の利用者が増えれば増えるほど，サービス等の
価値が高まること。），低廉な限界費用，規模の経済等の特性を通じて拡大し，独占化・寡
占化が進みやすいとされている。また，ネットワーク効果，規模の経済等を通じてデータ
が集中することにより，利用者の効用が増加していくとともに，デジタル・プラットフォー
ム事業者にデータが集積・利活用され，データを基本とするビジネスモデルが構築される
と，それによってさらにデータの集積・利活用が進展するといった競争優位を維持・強化
する循環が生じるともされている」。
　巨大なDPFへのデータ，そして富の集中は世界的規模で進行しており，企業の世界時
価総額ランキング（2022年３月末時点）によると，前記のGAFAは，いずれも上位10位に
入っている（１位はアップル，４位はグーグル（アルファベット），５位はアマゾン・ドッ
ト・コム，９位はフェイスブック（現メタ・プラットフォームズ）。なお，２位はマイク
ロソフトである。）。

第２項　DPFに対する規制の状況
　利用者のプライバシー等を確保する上で鍵を握っているのがDPFであることは既に共
通認識となっている。そのため，DPFがどのようなプライバシーを保護するための取組
を行うのか，さらには，DPFに対して，どのような規制を及ぼすのが適切なのかが，世
界的に重要な課題となっている。
　そこで，詳細は，第５編に譲るが，ここでDPFに対する各国の規制の状況を概観して
おくことにする。
第１　海外の動向
１　米国

⑴　米国には，連邦レベルでの包括的なプライバシー保護法制はなく，連邦や州の個別
法（金融，子どものデータ，健康データなど）に個人情報に関する規定が設けられて
いる。

　　FTC（連邦取引委員会）は，「不公正若しくは欺瞞的な行為又は慣行を禁止」する
FTC５条に基づき，企業のプライバシーポリシー等に関しても規制を及ぼしている。
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⑵　カリフォルニア州（CCPA／CPRA）
　　州レベルでは，包括的なプライバシー保護法制を定める動きも見られる。
　　カリフォルニア州では，カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）が，

2020年１月から施行されたが，これが改定され，カリフォルニア州プライバシー権法
（CPRA）が成立している。

２　EU
　　EUでは，一般データ保護規則（GDPR）が2018年５月に施行され，主に同規則によ

りDPFに対する規制がなされている。
　　さらに，通信分野における特別法として，eプライバシー規則（案）の策定が進めら

れている。

第２　日本の状況
１　個人情報保護法及び電気通信事業GL
　　日本における規制の中心は個人情報保護法である。令和２年（2020年）改正では，違

法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならないこ
と，漏えい等事案の報告及び通知の義務化，個人関連情報の第三者提供規制，保有個人
データの開示方法や利用停止・消去等の請求権の要件緩和，仮名加工情報の新設，域外
適用の拡大等について改正がなされた。

　　電気通信事業法に通信の秘密が規定されており，2021年４月より，令和２年（2020年）
改正（域外適用）が施行され，海外のDPFに対しても規制を及ぼすことが可能となった。
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（電気通信事業GL）において，
電気通信事業分野の個人情報保護及び通信の秘密等について規定されている。

２　独占禁止法
　　その他，公正取引委員会も，前記「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等

を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
において，「デジタル・プラットフォーム事業者が，不公正な手段により個人情報等を
取得又は利用することにより，消費者に不利益を与えるとともに，公正かつ自由な競争
に悪影響を及ぼす場合には，独占禁止法上の問題が生じることになる」として，「デジ
タル・プラットフォーム事業者が提供するデジタル・プラットフォームにおける個人情
報等の取得又は当該取得した個人情報等の利用においてどのような行為が，優越的地位
の濫用として問題となるかについて整理」している。

３　研究会等
　　総務省は，プラットフォーム事業者の利用者情報の適切な取扱いの確保の在り方等に

ついて検討するため，2018年10月から「プラットフォームサービスに関する研究会」を
開催している。

　　同研究会は，2021年９月に中間とりまとめを公表し，利用者情報の保護の在り方につ
いて引き続き検討することを表明している。
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第３　DPFへの規制は喫緊の課題
　以上のように，海外では，EUがDPFにGDPRを適用して規制を図っているが，それも
2018年からである。日本も含めて，DPFに対する規制の在り方については，模索されて
いる最中であるというのが実情である。
　しかしその間にも，DPFは，ますます大量のデータを収集し，ますます寡占化・独占
化を進めている。DPFに対して適切な規制を及ぼすことは，喫緊の課題となっている。

第６節　小括
　以上，2010年人権擁護大会以降のデジタル化の進展とそれにより生じている問題や議論
状況について概観した。
　以下の章では，デジタル技術によるプライバシー，民主主義への影響という観点で，近
時特に問題となっている行動ターゲティング広告（第２章），信用スコア（第３章），犯罪
予測（第４章），選挙への介入（第５章）の各論点について，もう少し詳しく紹介してお
くこととする。
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第２章　行動ターゲティング広告とプライバシー

第１節　行動ターゲティング広告の動向
第１項　行動ターゲティング広告の仕組み
　行動ターゲティング広告は，オンライン上でのユーザーの属性情報や行動履歴に基づい
て，広告主が訴求したい属性のユーザーに対して広告を配信する技術であり，効率的なマー
ケティングを可能にするとともに，個々のユーザーにとっても自身が興味を持つ商品や
サービスを知ることができる可能性を高めるという利点がある。
　行動ターゲティング広告には，このような利点がある反面，こうした広告手法を可能と
するためには，膨大なユーザーデータの蓄積・利用が必要となる。行動ターゲティング広
告に利用されるユーザーの行動履歴には，ウェブサイトの訪問履歴，ECサイトでの購買
履歴，広告閲覧履歴，検索エンジンでの検索履歴等，インターネット上でのユーザーの行
動履歴でシステム的に収集可能なあらゆる履歴が含まれる。
　行動ターゲティング広告で利用される情報は，オンライン・トラッキングによって収集
されるオンライン上での行動履歴情報が主なものとなっている。広告配信者は，自己の運
営するウェブサイト上のユーザーの行動をトラッキングするが，自己の運営するウェブサ
イトを超えてそれ以外のサイトでのユーザーの行動をトラッキングして行動履歴情報を収
集することも，アドネットワークと呼ばれる事業者によって行われている。
　行動履歴を収集する仕組みとしては，クッキーを利用することが行われてきた。クッキー
は，ウェブサイトのサーバーによって，そのウェブサイトにアクセスしたユーザーのブラ
ウザに保存されるテキストデータをいう。ユーザーが閲覧しようとしたウェブサイトの
サーバーから発行されるファーストパーティークッキー17のみならず，ユーザが訪れたサ
イト以外のウェブサーバーから発行されるサードパーティークッキー18も利用されてい
る。アドネットワーク19は，サードパーティークッキーを利用することによって，ユーザー
の行動履歴情報を広く取得し，さらにはcookie Sync20の手法を用いて多数のクッキー情報
を統合することによって，ターゲティングの精度をより高めている（下図参照。なお，公

17 ユーザーがアクセスしたウェブサイトのウェブサーバーから発行されるクッキー情報をいう。アクセスし
たウェブサイトから送られたクッキー情報がユーザーの端末に保存され，ユーザーが再び同じウェブサイ
トにアクセスするとウェブサーバーからクッキー情報を参照してウェブサイトを表示するためのデータを
返すため，前回アクセスしたときの情報を前提としたデータを表示することができる。例えば改めてログ
インし直す手間を省いたり，カート内の商品を入れ直す手間を省いたりすることができる。

18 ユーザーがアクセスしたウェブサイト以外のウェブサーバー（例えば，当該ウェブサイトの掲載されてい
るデジタル広告の広告配信に関与するサーバー全般）から発行されるクッキー情報をいう。ファーストサー
バークッキーは，ユーザーデータを収集できる範囲が，ユーザーのアクセスした同一ドメインのウェブサ
イトに限られるのに対して，サードパーティークッキーは，複数のウェブサイトの掲載されるデジタル広
告のアドサーバー等を通じてユーザーデータを収集できるため，ユーザーデータを収集できる範囲は限定
されない。ユーザーは，アクセスしたつもりのないサードパーティのサーバーから，ブラウザを識別され
情報を把握されてしまうことになる。

19 複数の媒体サイトを広告配信対象としてネットワークを組んで広告の受注を請け負うサービス又はサービ
ス業者をいう。アドサーバーによって複数サイトへの広告の一括配信を行っている。

20 それぞれ別の管理者の複数のクッキーを同期させ，ユーザーに発行されたクッキーを連携させて，そのユー
ザーに発行されたクッキーの情報を統合させる技術。



第１編　2010年以後のデジタル社会の進展

─ 20 ─

正取引委員会「デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査（デジ
タル広告分野）について（最終報告）」96頁（2021年２月17日）より引用。）。

図 25 ファーストパーティクッキーのイメージ図 

図 26 サードパーティクッキーのイメージ図 

　クッキーやその他の識別子情報にひも付けて行動履歴情報を取得し，行動ターゲティン
グ広告の対象となるクラスタ分類に利用するのが一般である。行動履歴情報等を集積して
も，それ自体では特定の個人を識別できる情報とは直ちにならないため，個人情報とはな
らないが，それらの集積された情報も，他の情報と容易に照合することで特定の個人を識
別できることになれば個人情報に当たることになる。クッキー等によりひも付けられた情
報は，個人を特定できないが誰かの情報であることは識別できるので，個人のプライバシー
の観点からは情報が大量に蓄積されて個人が容易に推定可能となる可能性は無視できな
い。

第２項　行動ターゲティング広告への利用制限の動き
　近年，サードパーティークッキーは，複数のウェブサイトにまたがってユーザーデータ
を収集することができるため，ユーザのプライバシー保護の観点から，ウェブブラウザの
提供事業者による利用制限の動きが進んでいる。
　2020年１月にグーグルが，Chrome（クローム。グーグルが開発したウェブブラウザ）
のサードパーティークッキーのサポートの終了を表明したが，この影響に考慮してサード
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パーティークッキーに代わるPrivacy Sandboxの導入を進めることとしている。
　2020年にはアップルが，Safari（サファリ。アップルが開発したウェブブラウザ）に
ITP（Intelligent Tracking Prevention）を導入し，サードパーティークッキーは即時消
去されるようになった。
　クッキー情報の制限に対応して，逆にファーストパーティークッキーを収集することが
できるDPF事業者にユーザーの行動履歴等が集中することが考えられ，DPF事業者が，
サードパーティークッキーを用いない新たなトラッキングの仕組みを開発した場合には，
ユーザーデータを利用した特定のDPF事業者による寡占的利用が考えられる。他方で
DPF事業者への情報集中に対しては情報銀行の役割を期待できるとする考えもある。

第３項　サードパーティークッキーに代替する技術の利用
　ユーザートラッキングに利用される技術としては，ピクセルタグやブラウザフィンガー
プリンティングといった技術が用いられている。
　いずれにせよ，行動ターゲティング広告が，広告手法として大きな地位を占めている状
況が変化しない限りは，ユーザーの行動履歴情報といった個人のプライバシーに関わる情
報が集積され分析されること自体は変わらない。

第２節　日本における行動ターゲティング広告関連規制
　個人情報保護法において，クッキーや行動履歴情報は，単体では個人情報には当たらな
い。
　リクナビDMPフォロー事件では，クッキー情報等が第三者提供される場合には，提供
先で個人情報とひも付けられる可能性があるのであれば，個人情報保護法の第三者提供規
制の潜脱になるとも指摘された。
　行動ターゲティング広告に対しては，JIAA（一般社団法人日本インタラクティブ広告
協会）が「行動ターゲティング広告ガイドライン」21を定め，ユーザーへの「透明性の確保」

（データの取扱いについての分かりやすい説明）と「関与（オプトアウト）の機会の確保」
（データの取得又は利用の可否を容易に選択できる手段の提供）を原則としている。そし
てJIAAの「プライバシーポリシーガイドライン」22では，適用対象を個人情報に限定せず，
個人情報以外のユーザーに関する情報まで含めて「個人関連情報」と定義して，これにクッ
キーなども含ませた上で，公表や利用範囲，第三者提供についても遵守すべき事項を定め
ている。

第３節　海外におけるクッキー規制
第１項　EUにおける行動ターゲティング広告関連情報規制
　EUで施行されているGDPR（2016年制定）では個人データ（Personal Data）は，識別
された又は識別され得る自然人に関連するあらゆる情報であると定義されており，クッ

21 https://www.jiaa.org/wp-content/uploads/2019/11/JIAA_BTAguideline.pdf

22 https://www.jiaa.org/wp-content/uploads/2019/11/JIAA_PPguideline.pdf
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キーは，オンライン識別子として個人データに含まれ得る。
　また，ePrivacy Directive（eプライバシー指令，2002年制定）５条３項によれば，事業
者がユーザーの端末に情報を保存する場合及びユーザーの端末機器に既に保存された情報
にアクセスする場合には，ユーザーに対して明確かつ包括的な情報を与えた上で，ユーザー
から同意を取得しなければならないとする。そのため，クッキーの取得には，原則として
同意を要するものとされ，クッキーによる行動ターゲティング広告に一定の規制が加えら
れている。

第２項　米国における行動ターゲティング広告関連情報規制
　米国においては，連邦法のレベルでの消費者に関する個人情報保護については，FTC
法（Federal Trade Commission Act）５条（商取引における又は商取引に影響を及ぼす
不公正な競争方法，及び，商取引における又は商取引に影響を及ぼす不公正もしくは欺瞞
的な行為又は慣行は，本法による違法と宣言する）を根拠として，FTC（連邦取引委員会）
が消費者の個人情報やプライバシーに影響を及ぼし得る「不公正もしくは欺瞞的な行為や
慣行」を行っている企業に対する法執行を行っている。
　また，COPPA（Children‘s Online Privacy Protection Act）により，13歳未満の子ど
ものプライバシー保護を目的とする連邦法がある。子ども向けのオンラインサービスを提
供する事業者や，子どもの個人情報を収集していることを現に認識している事業者は，子
どもから個人情報を取得するに際して保護者の同意を得なければならないとしている。
COPPAにおける個人情報には，IPアドレス（インターネット上でコンピュータ等の機器
を特定するために割り当てられる番号の列）やクッキーも含まれている。
　カリフォルニア州においては，CalOPPA（California Online Privacy Protection Act）
により行動ターゲティングについての規制がある。CalOPPAはウェブサイトを運営する
事業者等に適用される法律で，プライバシーポリシーにおける一定事項の公表を求めるカ
リフォルニア州法である。ウェブサイトを運営する事業者に対し，当該ウェブサイトを利
用するユーザーを第三者がオンライントラッキングできるか否かを公表しなければならな
いものとした上で，ユーザーからDo Not Trackのオプトアウトの要求があった場合の対
応方法も公表すべきものとしている。
　同州では，さらにCCPA（California Consumer Privacy Act）が施行されている。2020
年１月１日施行の包括的プライバシー保護法であり，消費者の権利をも規定している。行
動ターゲティング広告との関係では，オプトアウト権を認めており，消費者は事業者に対
し，自らの個人情報を販売することを中止するよう請求することができる。そして，
CCPAにおいては，オンライン識別子のほか，閲覧履歴・検索履歴等のオンライン上の行
動履歴は個人情報に該当し得るものとして列挙されてもいる。行動ターゲティング広告の
配信，特にRTBの仕組みを用いて配信する場合は，関係者間において閲覧履歴等のやり
取りが必然的に発生する。CCPAの販売規制の外延は定かではないが，2019年に自主規制
団体であるIAB（Interactive Advertising Bureau）が公表したCCPAの販売規制に関する
フ レ ー ム ワ ー ク（IAB CCPA Compliance Framework for Publishers＆Technology 
Companies）においては，パブリッシャー（ウェブサイト内の広告スペースを広告主等に
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販売する事業者）が自身のウェブサイト等から収集した個人情報をアドテク企業（インター
ネット広告を提供している企業）に対して販売する場合，又はユーザーがそのような販売
に対してオプトアウト権を行使した場合に，パブリッシャーとアドテク企業の双方が遵守
すべきルールを定めている。

第４節　ユーザーを追跡しないコンテキスト広告
　以上のように行動ターゲティング広告は，ユーザーの行動履歴情報等をトラッキングす
ることで，その趣味・嗜好等を推測し，それに合わせた広告を表示させている。このよう
な手法に対しては，プライバシー保護の必要性から，規制が加えられようとしているのは，
先に見たとおりである。
　これに対して，ユーザーの履歴に着目するのではなく，表示されているウェブページの
文脈（コンテキスト）に着目して広告を表示させる手法が注目されている。コンテキスト
広告である。
　コンテキスト広告は，ウェブページのキーワード，文意，画像などをAIが自動で解析し，
文脈に合った広告を配信する手法である。この手法では，ユーザーが現に閲覧しているウェ
ブサイトのコンテンツや文脈，画像を元に広告が配信されることから，当該ユーザーの興
味を引きやすく，より親和性のある広告を配信することができるとされている。例えば，
観光地の紹介をしているウェブページを閲覧中のユーザーについては，旅行することを検
討中である可能性が高いと判断して，旅行代理店の広告を表示させる，というような手法
である。
　コンテキスト広告は，ユーザーの履歴をトラッキングする必要がないことから，サード
パーティークッキーを使用する必要がなく，サードパーティークッキー規制の流れに合致
しており，プライバシー保護の観点で優れた手法である。
　また，行動ターゲティング広告は，（ユーザーの行動履歴から推測される趣味・嗜好等
には適合していても）現在ユーザーが閲覧しているウェブページとは関連性の薄い広告が
表示されるといったこともあったが，コンテキスト広告は，現在ユーザーが閲覧している
ウェブページのコンテンツに関連した広告を表示するので，現在のユーザーの興味・関心
により適した広告を表示できるとも考えられている。
　このようなことから，今後はデジタル広告のトレンドがコンテキスト広告に移行すると
予測する事業者もいる。

第５節　小括
　以上のように，行動ターゲティング広告に一定の制限を及ぼす必要性があること自体は
既に共通認識となっており，事業者自らクッキー等の利用を制限する新しい技術を採用し
ているし，あるいは，日本を含めた各国で法律等による規制が行われている。もっとも，
規制の状況は国により異なっており，プライバシー保護を十分にするために，どのような
技術や規制を採用すべきであるかが問われていると言うべきである。
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第３章　信用スコア・バーチャルスラム

第１節　AIによる信用スコアリングの現状・・・中国の状況から
第１項　中国での信用スコアの利用状況
　従来から，金融機関が融資を行う際になされる与信審査において，融資希望者の「信用
力」に点数（クレジットスコア）が付けられるスコアリングが実施されてきたが，近年に
おいては，AI（人工知能）技術の発展に伴い，AIによるスコアリングがなされるように
なりつつある23。
　スコアリングサービスについては，中国・アリババグループ傘下のアントフィナンシャ
ルグループの芝麻信用社（Zhima Credit）が提供している信用スコアがよく知られている。
　ここで，芝麻信用社の信用スコアを紹介する前提として，中国における電子商取引やモ
バイル決済の現状に言及しておく。中国では近年，電子商取引（EC）が爆発的に拡大し
ている。2020年の世界全体のBtoC－EC市場規模は，約4.28兆USドルとされているが，１
位は中国の２兆2970億USドル，２位が米国の7945億USドル，３位がイギリスの1804億US
ドル，日本は1413億USドルで４位である24。中国のBtoC－EC市場規模は，世界全体の半分
以上を占めており，２位の米国に３倍以上もの差を付けて圧倒的な世界一なのである。そ
の中国ECの最大手がアリババグループである。
　そして，中国ECの拡大を支え，それと共に普及してきたのが，モバイル決済である。
中国のモバイル決済は，アリババグループのアリペイと大手IT企業テンセントのウィー
チャットペイが２強で，両者のシェアを合計すると92％に達するとされる。
　アリペイは，元々はEC向けの決済システムだったが，その後，実店舗での支払いにも
使えるようになり，広く普及している。また，テンセントのアプリ「ウィーチャット」は，
スマホ用のメッセージアプリであり，2020年９月時点で月間アクティブユーザーは12億人
を超えると言われている。ウィーチャットには，ウィーチャットペイと呼ばれる決済機能
があり，ネットサービスの支払いに利用できるのはもちろん，実店舗での支払いにも広く
利用されるようになっている。
　一般社団法人キャッシュレス推進協議会の「キャッシュレス・ロードマップ2021」によ
れば，2018年の中国のキャッシュレス決済比率は，77.３％に達しているとされる（因み
に日本は24.２％）。そのほとんどがアリペイとウィーチャットペイによるものである。
　こうして，アリババグループとテンセントは，商取引に関して生み出される膨大なデー
タを収集し，利用することが可能となったのである。
　しかも，両社のアプリは，様々なアプリのハブとなる「スーパーアプリ」とも呼ばれて
いる。したがって，モバイル決済の情報に加えて，こうしたスーパーアプリの利用を通じ
て収集されたコミュニケーションに関する情報や，様々なサービスの利用状況に至るまで，
極めて膨大な情報も，併せて両社に集中することになる。
　芝麻信用社は，アリババグループのネットショッピングの取引情報やアプリの利用を通

23 日弁連情報問題対策委員会編「Ｑ＆Ａ個人情報取扱実務全書」277頁（民事法研究会，2020年）

24 経済産業省「令和２年度産業経済研究委託事業（電子商取引に関する市場調査）報告書」
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じて得られた情報に加え，政府から提供される学歴情報や公共料金の支払記録等の大量の
データを収集し，個人の信用スコアをAIで自動算出しているのである。この信用スコア
を活用することで，社会生活における消費者の「待ち時間」や「担保」等のコストが削減
でき，同時に，信用スコア提供先の事業者において，消費者の個別の特性に応じた付加価
値あるサービスの提供や顧客基盤を拡大することが可能になるとされている（前記キャッ
シュレス・ビジョン）。

第２項　中国の「社会信用」システム
第１　「社会信用」システムとは
　中国におけるこのような信用スコアは，より大きな視点で見れば，政府が主導して計画
している，包括的な「社会信用」システムと呼ぶべきものの重要な一部として位置付けら
れる。
　この社会信用システムの目的は，「市民の行動を改善するために，・・・爆発的に増える
個人データを活用することであり，個人と企業は，行動のさまざまな側面－どこに行くか，
何を買うか，誰が知っているか－に基づいてスコアリングされる。そのスコアは，包括的
なデータベースに統合され，政府が集めたデータだけでなく，民間企業が集めたデータと
もリンクする」とされている。
　このシステムは，さまざまな経済活動や社会的活動における「良い」行動と「悪い」行
動を追跡し，罰則と報酬を自動的に割り当てることで，経済的，社会的，政治的生活にお
いて「誠実さを構築する」行動を形成していく。「目的は，公的および私的ソースからのデー
タを編集し，すべての中国国民を追跡するようにすることだ。・・・個人のデータは指紋
や生体情報の特性によって検索できる。」とされる。
　この社会信用システムの核心を成すのは，「判決不履行者リスト」すなわち，債務者や
過去に裁判所の命令に従わなかった者を列挙したリストであると言われている。このリス
トに載っている人は，飛行機，新幹線等のチケットを購入できない。家の売買，建築もで
きず，学費の高い学校に子どもを入学させることもできない。党や軍隊への加入，昇進，
名誉や称号を受けることも制限されるという。そうした人物との社会的接触によって，リ
ストに載っていない者のスコアが下がることから，周囲の者とのつながりも断たれてしま
う25。

第２　社会信用システムを支える顔認証技術と信用スコア
　社会信用システムが「市民の行動を改善する」目的を達成する上で，大きな役割を果た
しているのが，顔認証技術と信用スコアである。
１　顔認証技術は，今や中国では，学校や空港を含めた建物の出入口，コンビニなどでの

決済，スマホによる鍵開け，防犯カメラ，犯罪捜査などに広く使われている。顔認証技
術を搭載した監視カメラが近年大量に配備されている。調査会社IHSマークイットの
2019年のリポートによると，世界には７億7000万台の監視カメラがあり，そのうち54％

25 前掲「監視資本主義」444-451頁
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が中国にある（すなわち，４億1580万台ということになる）。世界の監視カメラの台数
は2021年末に10億台を超え，その半分強を引き続き中国が占めると予想されている26。
2018年には，赤信号無視をした歩行者は即時に特定され，すぐそばのディスプレイで，
顔と名前がしばらくの時間，さらされるという運用がなされていた。

　　監視カメラが大量配備された結果，中国人の行動パターンは変容しつつあると言われ
ている。例えば，タクシーは制限速度を守り，歩行者は信号を守り，街に散乱していた
ゴミは消えた。ルール違反は監視カメラによって捕捉され，顔認証技術によって，個人
が特定されてしまうからである。これにより，逃亡犯の多数が逮捕され，防犯に大きく
貢献しているとも言われている27。他方で，中国では犯罪とされる政府批判を行った者
が顔認証機能付き監視カメラで特定・検挙されており，公共の場において政府批判の言
動をとることは抑制されていると考えられる。

２　前記のとおり信用スコアは，購買歴のような商取引に関するもの以外の情報，すなわ
ち，SNSでの発信履歴，友人関係，ルール違反や犯罪歴などを含めてポイント化する。
したがって，例えば，高い信用スコアが，大学の試験での不正行為といった，消費行動
とは無関係の理由で，突然急落する可能性もある。ポイントが高いと融資や担保などで
優遇措置が受けられるが，低いと鉄道や航空機のチケットさえ買えない。

　　例えば，前記した芝麻信用社の信用スコアでは，学歴や職業などの「身分特質」，支
払い能力の「履行能力」，クレジット履歴などの「信用歴史」，交友関係などの「人脈関
係」，消費の嗜好を表す「行為偏好」を独自のアルゴリズムで350点から950点の範囲で
点数化する。場合によっては男女の交際や結婚相手の判断にも使われるという28。

第３　スコアリングを回避する術はない
　中国では，社会信用システムにより，身分証や戸籍情報，宗教・民族，学歴・職歴，口
座情報，納税・保険情報，顔認証を中心とした生体情報，位置・移動情報，SNSを通じた
発信履歴や交友関係，購買履歴，閲覧履歴などがひも付けられる。
　中国では，モバイル決済の普及で，ただでさえ，スマホを持っていなければ，社会生活
上様々な不便を強いられるに至っている。しかも，信用スコアは，政府が進める社会信用
システムの重要な一部として位置付けられているのである。そうした社会にあっては，信
用スコアによる評価を回避することは，極めて困難である。
　次に述べるように，AIによるスコアリングには，様々な問題点が指摘されている。し
かし，中国では，もはやスコアリングを回避する術もないと思われる。

第２節　AIによるスコアリングの問題点
　従前から用いられているアルゴリズムと比べると，AIによる機械学習アルゴリズムは
精度が向上しており，人間が発見することができない複雑な関係を表現することも視野に

26 前掲「内側から見た『AI大国』中国」76頁

27 倉澤治雄「中国，科学技術覇権への野望」136-140頁（中央公論新社，2020年）

28 前掲「中国，科学技術覇権への野望」140-143頁
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入れることができるとされている29。
第１項　評価基準たるアルゴリズムの不明確性とバーチャル・スラム
　中国においては，芝麻信用社の信用スコアが官民のさまざまな機関で「第二の身分証」
のように使われており，スコアが高い人は住宅ローンを低金利で組めたり，家を借りる時
に敷金が要らなかったり，外国ビザを取得する手続を一部免除されたりする。
　その一方で，スコアが低い人は，社会の至るところで差別的な扱いを受ける。芝麻信用
社のスコアを考慮する多くの企業によって採用を拒否されたり，芝麻信用社と連携する婚
活サイトで不当な扱いを受けたり，ロースコアの人は飛行機などのチケットが買えず，移
動すら不自由になるという。
　このように，信用スコアが大きな影響力を及ぼしているにもかかわらず，スコアの評価
基準の大部分は「ブラックボックス化」しており，一度低いスコアを付けられると自分で
改善を図ることが難しい構造となっている。この点を捉えて，慶應義塾大学の山本龍彦教
授は，信用スコアがロースコアの人は社会の下層で固定されてしまう，｢バーチャル・ス
ラム｣ 現象が生じることを危惧する30。

第２項　基礎となるデータの誤差に基づくスコアリング精度の低下
　また，アルゴリズムに起因するのではなく，アルゴリズムが基礎とするデータの誤差に
より，スコアリングの精度が低下するという問題もある。
　偏ったデータと偏ったアルゴリズムが，低所得者や少数派の人々に不利な形で自動意思
決定をゆがめることは既に知られているところである。例えば，銀行がクレジットカード
の借金を返すかどうかを予測するために使用するソフトウェアは，通常，裕福な白人の申
請者を優遇する。多くの研究者や多くの新興企業が，こうしたアルゴリズムをより公正な
ものにすることで，この問題を解決しようとしており31，AIによるスコアリングはその有
効な是正手段になることが期待されていた。しかし，現実は期待どおりには運んでいない
ようである。
　スタンフォード大学ビジネススクールのローラ・ブラットナー助教授は，シカゴ大学ビ
ジネススクールのスコット・ネルソン教授と共同で，実際の住宅ローンデータを用いた過
去最大の研究を実施した32。
　同教授らは，クレジットスコアのアルゴリズム自体が，不利な借り手に対して偏ってい

29 荒川研一「AIを活用した信用評価手法の現状とこれから」（日本銀行金融高度化センターワークショップ「AI
を活用した金融の高度化に関するワークショップ」第３回資料）

 （https://www.boj.or.jp/announcements/release_2019/data/rel190215d2.pdf）

30 山本龍彦「スーパーシティとバーチャル・スラム：信用スコアの光と影」（黒鳥社，2018年）（https://
note.com/blkswn_tokyo/n/ne07ef0661006），尾原和啓・山本龍彦「ＡＩ時代のバーチャル・スラムとは。
テクノロジーは格差を拡大するか是正するか」〔山本龍彦発言〕（Business Insider Japan，2019年）（https://
www.businessinsider.jp/post-182696），山本龍彦「ＡＩが人を評価する時代...気鋭の憲法学者が抱く危機と
希望」（日刊工業新聞社，2020年）（https://newswitch.jp/p/21991）

31 Will Douglas Heaven（2021) 「Bias isn’t the only problem with credit scores—and no, AI can’t help」
(https://www.technologyreview.com/2021/06/17/1026519/racial-bias-noisy-data-credit-scores-mortgage-
loans-fairness-machine-learning/)

32 Laura Blattner，Scott Nelson「How Costly is Noise? Data and Disparities in Consumer Credit」（2021）
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るというよりも，むしろ，そのような借り手はクレジットヒストリーが少ないため，基礎
となるデータの信用度を予測する精度が低いことを指摘する。「薄い」クレジットヒスト
リーはそれだけでその人のスコアを低下させる。しかし，過去に何年も支払いを延滞して
いたなど，一つや二つの小さな傷が，その人のスコアに大きなダメージを与える可能性が
あることも意味しているのである33。
　同教授らは，差別抑止のために民族，性別，人種などの要素をモデルに組み込むことを
禁じられていることが，金融機関がグループ間の差異を認識するのを妨げ，かえってアル
ゴリズム上差別的な結果を招く可能性を踏まえて，マイノリティや低所得の借り手向けに
微調整したスコアリング・モデルを作成したが，それらのグループのスコアの精度は低い
ままだった。つまり，アルゴリズムよりも，データ誤差が問題だというのである。
　このようなデータ誤差は，単に予測モデルを改善するだけで解決するのは困難であり，
信用スコアリングシステムの範囲外での介入を必要とする。ノースウエスタン大学の弁護
士兼研究者のラシダ・リチャードソン助教は，こうした結果を是正・防止するため，不平
等な構造条件を生み出し，人種隔離のように個人と集団の差別的扱いに寄与する制度的・
社会的慣行の解決に取り組まなければならないと指摘する34。

第３節　日本における信用スコアの状況と問題
第１項　日本における信用スコアサービス
　日本でも信用スコアを提供する企業は徐々に増えている。代表的なものを以下に紹介す
る。
第１　J.Score（ジェイ・スコア）35

　みずほ銀行とソフトバンクが共同出資して設立したJ.Scoreの提供するAIスコアは，誕
生年や学歴といった属性に関する情報，年収等の仕事に関する情報，生活や住まい，借り
入れ状況に関する情報を元にAIを活用して1000点満点で算出されるものであり，その後，
利用者の必要に応じて，任意で情報を追加入力することで，分析精度を高める仕組みとなっ
ている。
　同社における2020年２月末時点でのスコア取得者は約115万件であり，個人の属性や肩
書にとらわれずスコアに応じた条件で借り入れを行ったり，スコアランクを提携企業に対
して提供する代わりに特典を受けたりすることができるようになっている36。

33 Edmund L. Andrews（2021)「How Flawed Data Aggravates Inequality in Credit Stanford Institute for 
Human-Centered Artificial Intelligence」

 (https://hai.stanford.edu/news/how-flawed-data-aggravates-inequality-credit)

34 Rashida Richardson（2021）「Racial Segregation and the Data-Driven Society: How Our Failure to 
Reckon with Root Causes Perpetuates Separate and Unequal Realities」（Berkeley Technology Law 
Journal， Vol.36，No.3，2022）

35 J.Scoreウェブサイト（https://www.jscore.co.jp）

36 総務省「令和２年情報通信白書」237頁，J.Scoreウェブサイト「AIスコア・リワードとは」
 (https://www.jscore.co.jp/reward/about/)脚注１
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第２　SXスコア37

　新生銀行グループのセカンドサイト社の提供するサービスである（2018年４月サービス
提供開始）。新生銀行グループを始めとする提供企業の実績データ（すなわち，ローンの
貸付けや延滞情報，生命保険やクレジットカード，投資信託等の金融商品の購買に関する
情報などを含んでいる。）に外部統計情報等を加えて，統計解析やAI技術を用いて，様々
な業界・分野で利活用可能なスコアを提供するとされている。

第３　LINEスコア（ラインスコア）38

　SNSサービスを提供するLINEは，決済・送金ができる「LINE Pay」を始めとして，「LINE
証券」「LINEポケットマネー」といった金融サービスを提供している。同社が提供する

「LINEスコア」は，LINEの利用履歴のデータのほか，質問に答えることで得られる追加
の情報を基にAIがスコアを算出し，最適なキャンペーンや特典などのベネフィットを提
供するとされている（2019年６月サービス提供開始）。「LINEポケットマネー」でもLINE
スコアが活用されている。

第４　ドコモスコアリング39

　NTTドコモの幅広いビジネス展開によって得られた各種サービスの利用状況などの
ビッグデータを解析し，自動的に算出した顧客ごとの信用スコアを金融機関の審査に活用
できるサービスである（2019年８月）。金融機関は，この信用スコアを活用した審査を行
うことで，個々人の状況に合わせた適切な金利・貸出枠を設定することが可能になるとさ
れている。

第５　小括
　以上のように，日本でも近年，信用スコアを提供する企業が徐々に増えてはいるものの，
サービスが乱立気味で，今のところ利用もそれほど広がってはおらず，現状では，中国の
ような状況にはほど遠い。
　しかし，そのような日本においても，ウェブの閲覧履歴等から個人がいわばランク付け
され，それによって不利益な取扱いをされる可能性があることを示す事件が発生し，大き
な話題となった。いわゆるリクナビ事件である。この事件については，項を改めて紹介す
る。

第２項　リクナビ事件
　2019年に発覚したリクナビ事件は，リクルートキャリア社が提供する大手就職情報サイ
ト「リクナビ」において，リクナビ上での学生の閲覧履歴等を基に，同社が作成したアル
ゴリズムに基づいて学生の内定辞退率をスコアリングし，顧客企業に対して学生ごとの内

37 セカンドサイトアナリティカウェブサイト（https://www.sxi.co.jp/aiproduct）

38 LINE Financialウェブサイト（https://linefinancialcorp.com/ja/services/business）

39 NTTdocomoウェブサイト（https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2019/08/29_00.html）
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定辞退率スコアを提供していたという事件である。提供元であるリクルートキャリア社で
は，内定辞退率と個々の学生を結び付けるデータを有していなかったが，提供先である顧
客企業においては応募者管理IDの突合により，提供された内定辞退率スコアを特定の個
人とひも付けることが可能となっており，リクナビを利用する学生にとっては極めて不利
益の大きい方法でデータの取扱いがなされていた。
　この事件を受けて，個人情報保護委員会は，リクルートキャリア社とその親会社であっ
たリクルート社（現在においてはリクルート社がリクルートキャリア社を吸収合併してい
る40。）に対し，勧告及び指導を行った41。この事件の影響は大きく，2020年の個人情報保
護法の改正にまで及んだことは記憶に新しい。
　本件では，第三者提供の同意の取得漏れがあったことや，同意を取得するに当たっての
説明が不明確であったこと等が問題視された。
　しかし，そもそも，学生に対して，「リクナビ上での行動履歴等が分析され，自身が選
考を受けている企業に内定辞退率スコアとして提供されること」が十分想起できる説明が
行われていたとしたら，およそ学生は同意を望まないであろう。ところが現状では，就職
活動をする学生にとって，リクナビはもはや必要不可欠なサービスになっている。仮に内
定辞退率スコアの提供に同意しなければ，リクナビに登録できない，あるいは登録できて
も十分なサービスを受けられない，というのであれば，学生は就職活動のためには同意し
てリクナビを使うほかなく，そのような同意は真摯な同意とは評価できない。
　したがって本件により，本人の同意（形式的な同意）があるからといって，プロファイ
リングをすることが許容されるとは限らないことが明らかになったと言うべきであろ
う42。
　さらに言えば，仮に将来，信用スコアが広く普及し，これを利用しなければ，就職活動
の場面のみならず，通常の社会生活を送ることが困難な社会が到来することがあるとすれ
ば，信用スコアリングを回避することは事実上不可能になってしまうであろう。

第４節　個人情報保護法制の向かう方向
　いささか極端な形の「仮定」であるとの留保は付されているものの，AIスコアリング
が広く普及してバーチャル・スラムが顕現した場合に新たに貧困に陥りうる「デジタル貧
困」とでも呼ぶべき層は，Ｇ20では3.4億人以上（最大では5.4億人）であるという試算も

40 リクルート社ウェブサイト「当社の組織再編に関するお知らせ」
 （https://www.recruit.co.jp/newsroom/notification/2021/0105_18937.html）

41 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律第42条第１項の規定に基づく勧告等について」（2019
年８月26日）（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf），

 同「個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について」（2019年12月４日）
 （https://www.ppc.go.jp/files/pdf/191204_houdou.pdf）

42 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会編「令和２年改正個人情報保護法の実務対応」第３章事
例10（新日本法規，2021年）。なお，職業安定法の観点からこの点を指摘するのが，厚生労働省「募集情
報等提供事業等の適正な運営について」第３及び第４（2019年９月６日職発0906）。
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なされており43，是正策が必要である。
　山本龍彦教授は，信用スコアリングのブラックボックス化に関連し，信用スコアの算出
基準が見えないことに伴う萎縮効果によって，社会の多様性や創造性が失われることを懸
念する。他方で，同教授は，アルゴリズムの公開により評価を受ける側が算出基準に見合っ
た行動をとるようになるため，本当の信用力が測れなくなる「ゲーミング」問題が生じる
ことを指摘し，企業に公開のインセンティブが働きにくい構造を指摘する。
　その上で，同教授は，予測精度が著しく下がらない程度にできる限り説明すべきである
との立場から，個人の自由や自己決定の確保の観点から，特にスコアを上げる具体的な方
法など一定の行動指針は提示する必要があると指摘し，何よりもAIの評価は絶対ではな
いと認識した上で，人が最終的に評価の責任を持つべきであると指摘する44。

43 矢守亜夕美＝石井麻梨「AI時代の新たな貧困－『バーチャル・スラム』とは」
 （https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/articles/cbs/ai-era-virtual-slum.html）

44 前掲「AIが人を評価する時代」
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第４章　犯罪予測・再犯予測

第１節　犯罪予測システム
　19世紀における最新の科学的知見であったダーウィニズムを踏まえ，ロンブローゾ

（1836-1909）は一定の身体的特徴を持った者は当然に犯罪に陥るとの生来的犯罪者論を唱
えた45。生来的犯罪者論は廃れたが，その後も犯罪や犯罪者を予測できるとの発想が消え
ては生まれてきている。
　近年，ＡＩ技術の発展をベースに，新たな犯罪予測システムが米国を中心に実行されて
いる。
　しかし，そもそもの正確性に疑問が呈されているだけではなく，差別など人権問題を惹
起するとの指摘もなされている。生来的犯罪者論のような時代の仇花として終わるのか，
それとも今後の司法システムにおける基盤として永続的に発展し続けるのか，予想は困難
であるが，当面は日本も含め世界各国で一定の広がりを見せそうな気配である。
　以下，このようなシステムが先進的に導入されている米国を中心として事例を紹介する。

第２節　警察が利用する犯罪予測システム
第１項　米国の警察が利用する犯罪予測システム
　Predictive Policing（犯罪予測システム。以下では，「犯罪予測システム」と記載する。）
はアメリカ国中に広がっている。コンサルタント会社による2016年の報告によると，大き
い50の警察のうち20の警察が既に使っているし，残り30の警察の36％がこの技術について
探っている46。これらは主にアメリカで使われているが，ヨーロッパでもイギリスのケン
ト警察のPredPol（プレドポル。以下「プレドポル」という。）のような導入事例があ
る47。
　それらは犯罪抑止や予算削減対策，黒人への警察による暴力対策のために導入されてき
た。米国ではプライバシー保護の法的規制が弱く，それが米国における犯罪予測システム
の配置を容易にした。そのようなシステムは犯罪の時間や場所，どのような人が被害者や
実行者となるのかを予測する48。
　犯罪予測システムのサービスは，全てが犯罪のパターンを学び，予想するために情報を
集めることに注力し，データで動かされている49。

第２項　プレドポル
　プレドポルはアメリカのプレドポル株式会社によって提供されたソフトウェアで，最初

45 団藤重光「刑法綱要総論　増補」21-22頁（創文社，1988年）

46 Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 492頁，Chapter 24（The Cambridge 
Handbook of Policing in the United States，2019年）

47 Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣
（Cambridge University Press，2021年）

48 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣

49 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 492頁，Chapter 24
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はロサンゼルス警察によりテスト的に使われ，次第にシカゴやイギリスのケント郡で使わ
れるようになった。これはリアルタイムに，正確に犯罪の発生時刻や場所を予測するため
のシステムだ。これは地震学で使われているのと同じ統計モデルを使って犯罪のホットス
ポットを予測する50。研究結果は，強盗のような財産犯はウイルスや伝染病のように，余
震のように，ある犯罪が発生したのと同じ場所や時間で発生する傾向があることを示して
いる。プレドポルのアルゴリズムは，財産犯についての予測のためにこの知見を活かして
いる51。
　プレドポルの唯一のインプットは，事件歴，犯罪のタイプ，時と場所だけである。これ
はノイズを少なくするためのアプローチである。プレドポルは逮捕情報をインプットとし
て使わない。逮捕は警察の疑いという評価的要素を含むからだ。これらのインプットはデー
タとして分析され，ホットスポットが日々のタイムラインにおいて予測される52。
　ロスアンジェルスでは，犯罪分析者は犯罪の2.1％を予測し，アルゴリズムは4.7％を予
測した。ロスアンジェルスでは，プレドポルモデルは，それがない場合に比べ2.2倍の正
確さを示したともされる53。ペンシルベニア州レディングでは，2013年にプレドポル導入
で住居侵入の件数が23％減少した54。
　プレドポルはパトロール管理に使われる。プレドポルは，警察に，予測された犯罪につ
いての地図を提供する。これらは犯罪リスクの上昇がある地域（500×500フィート）を予
測し，警察に可能ならばこの範囲をパトロールするようにとアドバイスする55。
　他方，実際にはプレドポルは従来多く犯罪が発生した地域において犯罪が発生すると予
測しているにとどまり，犯罪減少に役立っているとは言いにくいとの指摘もある56。

第３項　パランティア
　パランティア（Plantir）の犯罪リスク予測システムは，カリフォルニアのパランティア
技術株式会社が特許を持っており，この装置はロスアンジェルス，ニューヨーク，ニュー
オーリンズで使われているが，契約はしばしば秘密のままとされている。この装置での予
測は，例えば250メートル四方中での犯罪リスクを予測するものである。データは日付，
タイプ，場所などで特定された犯罪史，天気，近隣でのパトロールや個人救急車サービス
などの犯罪と直接関係しない情報，逮捕などのデータを含む。被害者や身柄拘束された者
のプライバシーが保護されているのか，きちんとデータにおいて被害者が匿名化され続け

50 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣

51 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 494頁，Chapter 24

52 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 494頁，Chapter 24

53 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 495頁，Chapter 24

54 キャシー・オニール著（久保尚子訳）｢あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデータの罠｣ 131頁（イ
ンターシフト，2018年）

55 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 494頁，Chapter 24

56 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣
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ているのかが疑問として指摘されている57。

第４項　ハンチラブ
　ハンチラブ（HunchLab）は犯罪リスクのある地域を予測し，それらのリスクに対応す
る警察の戦術を提案する。他のシステムと同じく，このモデルは犯罪のデータとそのデー
タを整理するアルゴリズムから始まる。それに加え，一時的なサイクルやイベントのよう
な非犯罪情報もデータセットに加わる（季節，平日や休日，スポーツイベントなど）58。
　ハンチラブ社の「ハンチラブ市民ガイド」２～３頁（2017年）は，この点，「コンピュー
ターは，近隣で報告された犯罪の歴史を知っている。それは，それがどの程度バーやバス
停に近いかなどの場所柄も知っている。そこは犯罪者が逃げやすい高速道路への進入路近
くではないか，それはバーが閉まった直後の金曜日ではないか，学校は今日やっているか
というような時間についての情報も持っている。コンピューターはこれらの情報をハイリ
スク状況とローリスク状況を区別するのに使う。ハンチラブはフェイスブックやツイッ
ターに投稿した内容のような特定個人に関する情報は予測のために使わない。使っている
データは実際に極めて簡素で公に入手できるものだけだ。」としている。
　ハンチラブ市民ガイド15，16頁は，ハンチラブがどのように使われるのか，以下のよう
に説明している。
　「警察官はラップトップ，タブレット，スマートフォン上のウェブブラウザからハンチ
ラブにアクセスする。カーアイコンが装置のGPSチップに基づきあなたの現在の位置を示
す。あなたが緊急電話に対応し終わると，あなたは強盗に着目すべき区域を示すオレンジ
ボックスで示されるミッション区域に行く必要がある。あなたがそこにつくと，アプリは
あなたに戦術の選択をさせる。そしてあなたは高い視認性のある車によるパトロールを選
択する。」
　「アプリはそれからあなたがこの場所でどの程度の時間を過ごしたかを把握できるよう
にタイマーを始める。あなたは目立つようにミッションエリアの道を自動車でぐるぐるす
る。10分後，あなたはミッションを完了させるためにクリックをする。システムは推奨を
改善するフィードバックを提供する調査のための質問に回答するよう促す。あなたのシフ
トの間，あなたは他の活動の合間にミッション地域を訪れながらこの過程を繰り返す。」
　ハンチラブ市民ガイド27頁は，「これまでのところ，私たちの製品を十分長く使ってい
る警察では犯罪の減少を確認しているが，それは各警察によって違っている。」，｢ノース
カロライナのGreensboro PDはハンチラブが警察の最近の実務に適合しているか，予測が
正確かを研究した。その結果，ハンチラブは全体として最近の分析ツールより正確で，全
体的に犯罪の率を減少させることが分かった。」と説明している。
　他方，ハンチラブはシカゴとフィラデルフィアで犯罪減少効果を示したが，知見が査読
誌で公表されたことはないとの指摘もある59。

57 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣

58 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 496頁，Chapter 24

59 前掲Andrew Guthrie Ferguson ｢PREDICTIVE POLICING THEORY｣ 497頁，Chapter 24
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第５項　パタナイザー
　2016年12月，ニューヨーク市警は，パタナイザー（Patternizr）と呼ばれる，犯罪予測
システムツールを使い始めた60。
　開発者は偏見を最小化するために人種や性別のような機微な疑いのある情報を見えなく
し，犯罪と機微な属性との関係付けを避けるために機微な情報の代理となる情報を極端に
荒くすることを主張した61。
　パタナイザーは，新しい犯罪の報告を特定された被疑者のケースの報告と結び付ける能
力を持っている。それは捜査官が，過去の犯罪の中から，合致する癖を持つ１人の被疑者
を絞り込むことを可能にする。ニューヨーク市警は，二つの離れた地域で発生した，皮下
針で従業員を脅すという金物屋からのドリル窃盗事件の間の類似性を，パタナイザーを
使って識別したという事例を引用する62。
　他の犯罪予測システムツールは場所や人の反復に注目するが，パタナイザーは犯罪のや
り方に注目する。パタナイザーは，多くの犯罪が連続犯により犯されるという推測に基づ
いている63。
　パタナイザーについては，他の犯罪予測システムと同じように，データに含まれる人種
差別を再現し，悪化させることについて脆弱だとも指摘される64。

第６項　日本での犯罪予測システム
　日本では京都府警などが予測型犯罪防御システムという犯罪予測システムを導入してい
る。
　導入理由について，担当者は，「開発コンセプトは，被害者が被害に遭う前に犯罪を防
ぐことができないかという思い」と述べている65。
　同システムは，「予測型犯罪防御システム＝犯罪発生情報等のデータを犯罪学の理論や
データ解析技術を用いて分析し，将来の犯罪発生の可能性の高い時間と場所を予測して，
先制的な警察活動を現場警察官が行うことを支援するシステム」として説明されている66。
　京都府警はプレドポルの導入も検討したが，「プレドポルについては，インターネット

60 Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 44頁
（Fordham Urb. L.J，2019年）

61 前掲Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 
70頁

62 前掲Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 
60-61頁

63 前掲Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 
65頁

64 前掲Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 
65頁

65 警察政策学会資料第106号　フォーラム　AI時代と市民安全：その光と影　人間知能（警察技術指導官PI）
vs人工知能（AI）の資料「『予測型犯罪防御システム』について」20頁（京都府警察本部刑事部刑事企画
課捜査支援分析センター　上田幸則，2019年）

66 前掲「『予測型犯罪防御システム』について」20頁
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で警察情報をやり取りする問題，システムをカスタマイズしていくところの話し合いなど，
いろいろな問題があって，京都府警で独自開発する道を選んだ」とされる67。
　予測型犯罪防御システムのアルゴリズムについては，「予測型犯罪防御システムは，ホッ
トスポット理論，近接反復被害理論を基に京都府警独自のアルゴリズムの開発に至った。
ホットスポット分析は，過去の一定期間における犯罪の集積地帯をそのまま将来の犯罪発
生の可能性が高い地域と考える予測手法。それぞれの罪種ごとに計算して，高い地点を選
別してこれを出していく。京都府下を150メートルのメッシュに切って，そのメッシュの
中でどれだけ犯罪発生が起こるリスクが高いかを見る。期間はだいたい１年以上の期間を
とっている」と説明される68。
　システムの使い方については，｢犯罪発生があったらシステムによりサーバーに入力す
る。この入力した情報に基づいて，警察官が警邏に出る前に，端末を叩いて予測計算をす
る。ホットスポット分析と近接反復被害理論で出た上位の部分を重ねて表示する。交番，
警察署，駐在所，カーロケーターシステム（パトカーに積んでいるカーナビのようなもの）
で表示できる。予測画面に基づきボランティア用の防犯パトロールの地図を作成してい
る。」，「警察官は現場でパソコンを開き，自分の管内を選び，管内の犯罪発生表示させる
罪種，表示期間を選択する。対象エリアの最近１か月までの発生状況を表示することがで
き，さらに交通事故の発生状況も表示可能となっている。」，「過去３日以内に発生したも
のはエクストラメーションマークを付ける。犯罪予測の画面は罪種，予測日・時間を選択
して実行する。多くの警察官が罪種は全ての罪種という形で選択している。時間帯は，９
時～17時，17時から翌１時，１時から９時という３段階の出し方と，指定時間から２時間
という形で予測できるようにしている。罪種の違いが色の違いで現れる。」，「この予測に
基づいてパトロールルートを決めていくのですが，１番，２番，３番という形で地点を選
んでいきます。実際の地域警察官がこれを使っているかというと，自分の知っている管内
なので，余り使っていないのではないかと思います。防犯ボランティアとパトロールする
際には，パトロールを徒歩でやるのか，自転車を使うのか，車を使うのかによって，１の
地点から２の地点まではどのくらいの距離があり，どのくらいの時間がかかるのかが分か
るので，ボランティアの方とパトロールをする際，計画を立てるのに使われます」とされ
る69。

第７項　誰が犯罪者となるかを予測する犯罪予測システム
　キャシー・オニール著（久保尚子訳）「あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデー
タの罠」（インターシフト，2018年）は，イリノイ工科大学の医用画像研究所長マイルズ・
ワーニックのチームによる，誰が犯罪者となるかを予測する犯罪予測システムについて紹
介している70。

67 前掲「『予測型犯罪防御システム』について」22-23頁

68 前掲「『予測型犯罪防御システム』について」23頁

69 前掲「『予測型犯罪防御システム』について」24-25頁

70 前掲「あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデータの罠」156-157頁
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　これは「暴力犯罪を起こす可能性が高そうな人物約400人を選び出してリスト化し，殺
人に関わる可能性の高さでランク付けした」ものである（156～157頁）。例えば，22歳の
ロバート・マクダニエルは，2013年，ある夏の日，来訪した警察官から，「警察はあなた
を監視しているので，気を付けるように」と告げられた。マクダニエルは，SNSにおいて
犯罪者とつながっていたため，危険人物とみなされ，警察の監視下に置かれている71。
　なお，ヒューマンライツウオッチの「中国の抑圧アルゴリズム」（2019年）72は，政府が
IJOPというアプリを通じて住民の個人情報を大量に収集し，公務員が同アプリの指示に
従い住民を拘束等している実態を明らかにしている。これは一見前記システムと類似する
ように見える。しかし，同アプリについて，ビッグデータを使ったアルゴリズムがどの程
度使われているのかが明らかではないとされている（19頁）。よって，同システムについ
ての究明はいずれ必要とは思われるが，AIによる犯罪予測システムについて取り上げる
本章においては取り上げない。

第８項　警察の使う犯罪予測システムの問題性
　犯罪予測システムのアルゴリズムは，人間と同じく，ミスとバイアスが付きまとってい
る。
　アルゴリズムを使った道具が，政府機関による十分な透明性，説明責任なしに導入され
ると，市民の権利が危険にさらされる。データベースにあるデータが意思決定システムを
トレーニングするのに使われ，データにある偏見がシステムにそのまま持ち込まれる73。
しかし，実際には，なぜ特定の決定が出たか，何がその結論の要因となっているかの説明
は常に可能なわけではない。このようなケースはブラックボックスアルゴリズムと言われ，
特別の注意を要する74。
　例えば，アメリカでは検挙において差別があり，これまで検挙された人の多くが黒人や
ヒスパニックで白人が少ないため，検挙というデータを使うと，汚染されたデータが差別
的な予測を生み出す。警察が多く捜査すると多くの犯罪報告につながるので，結果的にア
ルゴリズムは黒人をリスクの高い人々とみなし，フィードバックループを生み，差別的な
警察活動を補強することになる75。
　「モデルで人種を区別していなくても，結果は偏ることになる。人種ごとの棲み分けが
はっきりしている都市では，区画データは人種の代理データとして高い精度で機能する。
区画を特定すれば，人種を特定したのとほぼ同等の意味を持つのだ」との指摘もなされて

71 前掲「あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデータの罠」157-158頁

72 ヒューマンライツウオッチウェブサイト（https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-
repression/reverse-engineering-xinjiang-police-mass）（閲覧日：2022年5月27日）

73 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣ 
７頁

74 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣ 
11頁

75 前掲Celine Castets-Renard ｢Human Rights and Algorithmic Impact Assessment for Predictive Policing｣ 
7-8頁
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いる76。
　報告頻度における偏りもある。低収入で少数派の人は犯罪を警察に申告しない傾向にあ
る。これらの低報告の理由は本国送還へのおそれ，警察不信，単に警察への報告への必要
性の欠如が原因かもしれない。例えば，強盗の被害に遭ったとき，警察が財産を取り戻す
ことは期待できないが，警察の報告書が保険会社への請求を可能にする。仮に低収入のた
め保険に未加入だと，警察を巻き込む理由が余りないことになる77。
　データのエラーはデータの収集，入力，管理の過程でも生じ得る78。
　人間が作った報告よりコンピューターが作った報告の方が信じられやすいという自動化
バイアスについての警告もある。このような偏見は捜査過程をゆがませ，人間によるプロ
セスよりエラーがチェックされにくいようにする79。

第９項　日本での導入の利点と課題
　工藤郁子（大阪大学）「行政におけるAIの活用と信頼」２頁（2021年度人口知能学会全
国大会（第35回）論文集，2021年）は，日本で犯罪予測システムを導入する利点について，

「本ケース（京都府警のケース－引用者注）は，新人警察官や，新しく配属されたため担
当区域に慣れていない警察官の技能の底上げという点で有意義である」としている。
　また，工藤前掲書２頁は，AIを活用した場合の透明性欠如の問題について，「特筆すべ
きは，京都府警のシステムでは，利用するデータやアルゴリズムをあえて限定することで，
いわゆる『ブラックボックス』問題を回避し，解釈性や透明性に配慮している点である」
として，京都府警のシステムについて透明性の高さを評価する。
　ただし，工藤前掲書２頁は，「刑法犯認知件数の絶対数が少ない日本において，予測結
果の精度向上ができるかどうかは，検討の余地がある」として，システムの精度について
の問題点を指摘している。

第３節　裁判でも使われる犯罪予測システム
　犯罪予測は裁判でも使われている。
　もっとも有名なシステムはコンパスだ。
　ジュリア・アングウィンらが2016年５月23日に公表した「Machine Bias80」によると，
アリゾナ，コロラド，デラウェア，ケンタッキー，ルイジアナ，オクラホマ，ヴァージニ
ア，ワシントン，ウィスコンシンの諸州でこのような再犯予測ソフトが利用されている。
このようなシステムは，保釈金額や量刑，仮出獄時の判断に使われている。裁判官は，例

76 前掲 「あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデータの罠」134頁

77 ハンチラブ社「ハンチラブ市民ガイドブック」25-26頁（2017年）

78 前掲Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 
53頁

79 前掲Molly Griffard ｢A Bias-Free Predictive Policing Tool？：An Evaluation of the NYPDs Patternizr｣ 
54頁

80 Julia Angwin ｢Machine Bias｣（PROPUBLICA，2016年）（https://www.propublica.org/article/machine-
bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing）（閲覧日：2022年５月27日）
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えば，「○はコンパスで社会に対し高いリスクを持っているとされており，懲役○年に処
する」という判決を言い渡したりする。
　犯罪予測ソフトについては不透明性自体も問題である。ハル・アベルソンほか著（尼丁
千津子訳）「教養としてのデジタル」（日経BP，2021年）441頁は，コンパスについて「こ
のプログラム自体が，ブラックボックスなのだ。私たちが見ることができるのは入力と出
力だけで，中で何が起きているかは分からない」，同442頁は「不明瞭さは，深層学習に基
づいた意思決定システムの基本的な特徴だ。こうしたシステムは経験から学習し，それに
よって独自の決定規則を編み出す。そして大抵の場合，出した結論にどうやってたどり着
いたのかを説明する仕組みを持っていない」とその不透明性を指摘する。
　オニール前掲書41～42頁は，「『再犯モデル』は，複雑な数理モデルである。こうしたモ
デルには，多くの『前提』が埋め込まれており，中には，偏見に満ちた前提も混じり込ん
でいるだろう。あるウォルター・キジャーノの証言は，裁判記録として文字に起こされて
いるので，後から読み返すことも，法廷で異議を唱えることもできる。だが，同じことが
再犯モデルの内部で起きた場合，その記録はアルゴリズムの中にしまい込まれているため，
判読できるのは一握りのエリートに限られる」と指摘し，不透明性のゆえに弁護人らが異
議申立てをしにくくなるとしている。
　このシステムの精度には疑問があり，また，人種差別的な効果があるとも指摘されてい
る81。
　ジュリア・アングウィンらは，フロリダ州ブロワード郡で2013年，2014年に逮捕された
7000人以上の人のスコアと２年間における再犯数を検討した。その結果，暴力犯罪につい
ては，再犯を予測された人の20％のみが再犯に至っていた。また，黒人は白人の倍近く誤っ
て再犯可能性が高いと予測されている。白人は黒人に比べより多く誤って再犯可能性が低
いと予測されているとされる。点数を予測するもととなる質問項目には人種に関するもの
は含まれていない。代わりに親が刑務所に行ったことがあるかなどの質問が含まれてい
る82。
　これらの情報が，事実上特定の人種と深く結び付き，人種を代理する効果を生んでいる
可能性はあるだろう83。
　判決によるこのような人種差別的結果が実際に一定のグループの再犯可能性を高めると
も指摘される。つまり，偏りのある判決により長期間刑務所に受刑などすることになり，
その結果犯罪仲間に囲まれるなどして再犯の危険性が高まるということだ84。
　それでは，人種などを代理する情報を排除すれば事足りるのだろうか。この点コンパス
の開発者の１人であるブレナンは，人種と関係する要素を排除すると予測の正答率が下が
ると述べている85。犯罪予測ソフトと人種的バイアスはある程度不可分である。

81 前掲Julia Angwin ｢Machine Bias｣

82 前掲Julia Angwin ｢Machine Bias｣

83 前掲「あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデータの罠」42-43頁

84 前掲「あなたを支配し，社会を破壊する，AI・ビッグデータの罠」44頁

85 前掲Julia Angwin ｢Machine Bias｣



第１編　2010年以後のデジタル社会の進展

─ 40 ─

　なお，差別の問題については，そもそも犯罪予測ソフト出現前から存在したという指摘
も可能だろう。
　オニール前掲書41頁は「だからこそ，データに基づいて答えを導くコンピューター化さ
れたリスク評価モデルを導入すれば，偏見によって判決が左右される可能性は低くなり，
より公平な待遇が望めるようになる，と考える人もいる。現にそうなることを願って，米
国の24州で，いわゆる『再犯モデル』が導入された。裁判官は，このモデルの力を借りて，
各受刑者の危険性を評価することになる。モデルの導入により，多くの面が改善される。
判決内容は，裁判官の気分や偏見に左右されにくくなり，一貫性が向上する。刑期の平均
が押し下げられるので，経費の削減にもなる（受刑者１人の収容にかかる費用は年間で平
均３万1000ドル。コネチカット州やニューヨーク州のように高くつく州ではこの２倍の費
用がかかる。）」との紹介も行う。
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第５章　民主主義への影響と規制の動向

第１節　選挙への介入～ケンブリッジアナリティカ事件
　こうした技術の進化により，選挙の結果までもが不正にゆがめられる事態まで発生し，
民主主義が危機に瀕していることが明らかになった。
第１項　マイクロターゲティング
　「マイクロターゲティング」とは，消費行動などのビックデータを利用することが可能
になったことにより，従来のターゲティングよりも，より個人の属性に特化して，ターゲッ
トを定める手法である。
　アメリカ大統領選挙では，オバマ陣営が初めて，有権者に関するビックデータを分析し，
この手法を利用した。
　アメリカでは，有権者の氏名，住所，選挙投票記録及び銃の所有などのデータが公開さ
れているため，各政党は，これらの公開データ，戸別訪問で蓄積したデータ，及び民間業
者から購入した消費者データ（クレジットカード利用履歴，ネット上の購買記録，ネット
の使用頻度やサイトの訪問記録，スマホの使用状況，SNSへの参加など）を統合すること
で，有権者のプロフィールを作成することができる86。
　それらのプロフィールデータを細かく分析し，自陣営の候補者を支持する可能性の低い
有権者に対して働きかけるのではなく，支持者でありながらも投票に行かない有権者や投
票するが支持者ではない有権者に対して，重点して，選挙活動を行っていく。ただし，こ
の中でも投票する可能性が著しく低い有権者や，支持者になる可能性が著しく低い有権者
は，選挙活動を行う意味がないとして，外されることとなる。
　またその選挙活動の方法も，各有権者（ターゲット）に画一的なメッセージを送付する
のではなく，ターゲットに対して効果的なメッセージを選び出し，特定のメッセージを送
るというものである。そのため，受け取るメッセージは人により異なることとなり，その
人の興味のある分野に関するメッセージを送ることで，無駄を省いた効率の良い選挙活動
を行うことができる。
　これについて，福田直子著の「デジタル・ポピュリズム　操作される世論と民主主義」（集
英社新書，2018年）56頁において，リベラル系のニュースサイト「マザージョーンズ」に
よる，オバマ陣営がどうやって有権者のデータを集めたかについての解説として，以下の
例が紹介されている。
　「例えば，ジェーンという民主党支持の有権者がいるとする。ジェーンのツイッターには，
オバマのウェブサイトへ誘導を促すリンクが送られる。ジェーンが自発的に名前，住所，
郵便番号に相当する５桁の”ZipCode“などの基本データを入力するとジェーンのコン
ピューターには『クッキー』が送られ，ジェーンがどのようなサイトを見ているかなどの
情報が集積される。ジェーンは，オバマの選挙キャンペーンサイトを始め，健康や環境に
関するサイトをよく閲覧しているという結果から，ジェーンの関心事が浮き彫りにされる。
また，キャンペーン本部は，ジェーンが若く，スペイン語を話す看護師であることなど，

86 国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会課佐藤令「選挙におけるソーシャルメディアの活用」（2020年）
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大体のプロフィールを把握。ネット購入に加え，クレジットカード会社の購入記録から，
どのような雑誌を購読し，どのような車を所有し，どのスポーツクラブに所属しているか
など，消費活動もモニターする。それを過去の民主党への投票記録と照らし合わせ，献金
リストと見比べ，さらにフェイスブックでどういうことに対して『いいね！』ボタンを押
しているかを分析し，ジェーンが今回もオバマに投票するための選挙活動をどのように進
めるべきか，検討される。そうして，オバマの選挙本部は，分析結果を基に，ジェーンに，
オバマ大統領が家族計画を重視していること強調し，『対立候補が当選すると女性の選択
の余地が狭められるおそれがある』というメッセージをメールで送るのだ。」
　この方法では，ジェーンは，ジェーンのためのメッセージを受け取り，ジェーンの配偶
者は，同じ家に住んでいても，異なるメッセージを受け取ることとなる。
　このマイクロターゲティングは，画期的な方法ではあるが，本来，選挙においては，そ
の候補者がどのような主張をしているのかを有権者が知ることが非常に重要なことであ
る。街頭演説で誰もが皆同じメッセージを受け取ることで，その候補者がふさわしいか否
かなどを他者と議論できるのであり，個別化したメッセージしか受け取らなければ，議論
をするにも公開討論をするにもその材料がない。また，個別化が過剰になれば，候補者は
各ターゲットに対して，そのターゲットに耳触りの良い約束をばらばらにしてしまうこと
になりかねない。そうなるとその約束を守っているのかどうかも，皆が知らなければ，確
認すらできず，守っていないことの政治責任が問えなくなる。
　是非はともかく，オバマ陣営のこの特定の有権者に対して特定のメッセージを直接届け
るマイクロターゲティングの手法は，その後の，アメリカの選挙活動を大きく変貌させた。
　そして，このマイクロターゲティングを更に発展させ，トランプ大統領の誕生に大きく
貢献したと言われているのが，後述するケンブリッジ・アナリティカ社（CA社）である。

第２項　フェイスブックによる投票実験
　世界で最大の利用者がいるSNSの代表格フェイスブックは，選挙活動に利用されるだけ
でなく，自ら積極的に投票に関する実験を行っている。米カリフォルニア大学サンディエ
ゴ校の教授とフェイスブックの研究者らが2012年に発表した論文「A 61-million-person 
experiment in social influence and political mobilization」によると，フェイスブックは次
のような投票に関する大規模な実験を行った。
　2010年11月２日，フェイスブックにアクセスしたアメリカ国内の18歳以上の市民を無作
為に三つに分類し，次の操作を行った。

①　約6000万人の「ソーシャルメッセージグループ」には，「ニュースフィード」のトッ
プに「Today is Election Day」というメッセージと，投票所情報のリンク，「I 
Voted」ボタンを押して投票したことを友人たちに知らせましょうというメッセージ，
既にボタンを押した友人の写真が最大６枚まで表示される。

②　約60万人の「インフォメーションメッセージグループ」には，「ソーシャルメッセー
グループ」の画面と同じ表示がなされるが，友人の写真は表示されない。

③　約60万人の「コントロールグループ」には，これらの一切の表示がされない。
　ユーザーの個人情報と投票所の公式記録を照合すると，「ソーシャルメッセージグルー
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プ」は他のグループと比較して投票率が0.39％高いという結果が得られた。
　この実験結果は大きな反響を呼び，フェイスブックは，アルゴリズムを利用して選挙結
果も動かせるのではないかとの懸念も生まれた。選挙に強い関心を持っているフェイス
ブックがCA事件での当事者の１人となったのは偶然とは考え難い。

第３項　ケンブリッジ・アナリティカ事件
第１　ケンブリッジ・アナリティカ社
　ケンブリッジ・アナリティカ社（CA社）は，イギリス国防省や北大西洋条約機構軍な
どもクライアントとする，行動学を基にした軍での心理作戦を得意とするコンサルティン
グ会社SCLの子会社である。2013年に選挙コンサルティングに特化した会社として，米国
のデラウェア州法に基づき設立された。トランプの後援者であり，ヘッジファンドで巨万
の富を築いた大富豪ロバート・マーサが筆頭株主を務めており，同人により，大金がCA
社に投じられている87。
　CA社は，近年の選挙で，少数票が決定的な票差として勝敗を左右することから，マイ
クロターゲティングの重要性を掲げ，「行動学的マイクロターゲティング戦略」により，
同業他社よりも有権者に対してより効果的な選挙メッセージを送ることができることを売
りにしていた。
　この「行動学的マイクロターゲティング戦略」とは，CA社の説明によると，地理的，
統計学的な情報を分析し，米国人有権者の政治・消費行動，ライフスタイル及び個人の心
理を分析する五つの要素「ビックファイブ」を用いた個人データを総合分析することで，
一人一人が関心を持っているテーマを細かく知ることができ，その人にどのようなメッ
セージを送ればよいのかかが分かるというものである。
　CA社は，米国大統領選挙でトランプ陣営側に関与し，結果，誰もが知っているとおり，
泡沫候補とみられていたトランプは，旋風を引き起こし，劇的な勝利を飾った。
　しかし，2018年３月，CA社が，マイクロターゲティングの基礎となる個人データを不
正に収集していたことが，内部告発により明らかとなる。その不正に収集されたデータが
類を見ないほどの数でありかつプライバシーに関わる重要な情報であること，その不正行
為が選挙の結果に影響を及ぼした疑いがあること，米国大統領選挙のみならず，イギリス
のEU離脱を問う国民選挙にも関与していた疑いなどから，イギリスの情報コミッショナー
事務局（ICO）や米国の連邦取引委員会（FTC）などにより捜査・調査が行われ，大きな
社会問題となった。
　米国大統領選挙及びイギリスのEU離脱という世界情勢に大きな影響を与える選挙に関
する不正事件であり，ロシアなど他の国からもデータへのアクセスが認められたことから，
世界中の注目を集めるも，国境を越えた多数の利害が複雑に絡んだ問題であること等から，
調査は難航し，今も真相不明な点が多く残されている。

87 ジェイミー・バーレット「操られる民主主義」79頁（草思社，2018年）
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第２　米国大統領選挙への関与
　CA社は，イギリスのケンブリッジ大学の心理学者であるアレクサンダー・コーガン氏
と結託し，約27万人のフェイスブックユーザーに対して，回答することで少額の報酬をも
らえる「GSRApp（グローバルサイエンスリサーチアプリ）」をダウンロードさせた。
　GSRAppは，フェイスブックからのデータ収集の許諾条件に「あなたの名前その他の識
別可能情報はダウンロードしません」という文言を掲げていた。
　しかし，実際には個人にひも付けられる利用者のフェイスブックID及び利用者自身の，
性別，生年月日，位置，タグ付けされている写真，タイムライン・ニュースフィードへの
投稿内容，eメールアドレス，公表されているフェイスブックページへの「いいね！」及
びフェイスブック上のメッセージが収集された。また，利用者本人のみならず，その「友
達」のフェイスブック利用者ID，氏名，性別，生年月日，位置，「友達」がタグ付けされ
ている写真及び公表されているフェイスブックページへの「いいね！」が収集された88。
　CA社がこの方法により得たフェイスブック上のデータは，最大で8700万人分にも上る
と言われている。
　フェイスブック上のデータは，個人データを調査・分析する資料として，非常に有効な
ものとされている。フェイスブック上のユーザーが押した「いいね！」ボタンは，その人
の自然な人間行動を示すデータが詰まっており，300個の「いいね！」ボタンを分析する
だけで，その人の配偶者よりも，人間行動を予測できるようになるとの研究結果がある。
　CA社は，GSRAppにより得た個人の特性に関する情報とフェイスブック上のデータ収
集により，より精度の高いマイクロターゲティングを行うことができることとなった。
　そして，これを米国大統領選挙で利用し，トランプ大統領の誕生に貢献したと言われて
いる。

第３　イギリス国民投票への関与
　CA社の内部告発者からは，イギリスの国民投票にもCA社もしくはグループ会社がEU
離脱派の陣営側で関与し，米国大統領選挙と同様に，不正に入手した個人データを基にマ
イクロターゲティングやフェイクニュースの投稿を行ったと言われている89。
　しかし，３年にわたってCA社の調査を行ったICOは，2020年，CA社が，ブレグジット
国民投票に影響を与えるために，個人データを直接悪用してはいなかったと結論付けた。
もっとも，ICOの担当者は，CA社のデータ保護慣行は効果的なセキュリティ対策につい
てほとんど考えられておらず，CA社の活動は政治に対するテクノロジーの影響について
より広い懸念を引き起こしたと警告している。

第４　フェイクニュース
　CA社は，個人情報の不正収集及び利用だけでなく，このアプリから得た個人の特性に

88 国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務課長川西昌大「SNSにおける個人情報の不正利用－ケンブ
リッジ・アナリティカ事件－」（2020年）

89 クリストファー・ワイリー「マインドハッキング」241頁（新潮社，2020年）
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関する情報とフェイスブックから得られた個人情報を組み合わせて，有権者それぞれの嗜
好や政治的方向性を把握した上で，トランプ候補に有利な情報，対立候補のクリントン氏
にとっては不利な情報，いわゆるフェイクニュースを流したとも言われている。
　その方法も，フェイスブックの機能を巧妙に利用している。フェイスブックでは，ニュー
スサイト上で記事の「シェア」ボタンを押すと，フェイスブックの友人に記事を読ませる
ことができるという機能や，レコメンデーションエンジン（ウェブサイトやモバイルアプ
リの利用者等に対して，適切なオファーや製品，コンテンツを特定し，顧客体験をパーソ
ナライズするためのソフトウェア）により，既に似たようなコンテンツに「いいね！」し
ている有権者のニュースフィード上に記事を表示させることができる機能があるが，これ
らの機能を利用しているのである。CA社は，この方法により，ネット上で多くのフェイ
クニュースを拡散したと考えられている。

第２節　フェイスブック等のプラットフォーム（DPF）の改革と選挙・国際紛
争関連の動き

　こうした事態を背景に，フェイスブック（現在の会社名はメタ・プラットフォームズ）
やツイッターなどのDPFは政治上，安全保障上の重要性から近年内部的な改革を行い，
大幅な増員を行い，国家安全保障のエキスパートやインテリジェントオフィサーを雇い入
れるなどの措置を講じている90。
　このようにフェイスブック等の代表的なDPFが選挙や安全保障上の問題についての対
応を強化したのは，選挙・国際紛争においてフェイスブックがプロパガンダの手段として
利用され，不正な選挙，あるいは暴力拡大の一因となったことが原因である。
　DPFの問題は不正確な情報の流布によるプロパガンダのほかに，閉鎖的な空間におい
て自らと同じ考えを持つユーザーの意見に取り囲まれることにより自己の偏見が肯定・助
長されるエコーチェンバー現象，またはSNSのアルゴリズムにより自己を肯定する情報に
取り囲まれるフィルターバブル現象などがある。これらの現象はアメリカ議事堂襲撃事件
や反ワクチン運動にも影響していると言われている。
第１項　選挙問題
　フェイスブックの選挙問題については，先に紹介したケンブリッジアナリティカ事件が
著名である。フェイスブックは国際的な選挙問題のオペレーションセンターを2018年に立
ち上げ，選挙に関する公正なプラットフォーム運営の努力を各地（インドネシア，オース
トラリア，タイ，インド等）で行っていると言われている91。
　ツイッターも2021年１月６日のアメリカ議事堂襲撃事件の後，QAnonに関連する７万
件以上のアカウントを停止し，さらにトランプ前大統領のアカウントも停止した92。

90 Chachko Elena著「National Security by Platform」 (December 1，2021).（Stanford Technology Law 
Review，Vol.25，（2021）71－73頁），Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3975752

91 前掲「National Security by Platform」79頁

92 前掲「National Security by Platform」83頁
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第２項　暴力拡大問題
　ミャンマーにおいては，フェイスブックによるプロパガンダや扇動が広まった際，対応
が遅れ，大規模な宗派間・宗教間暴力の一因となり，少数民族ロヒンギャに対する大規模
な残虐行為にフェイスブックが加担していると非難する声が多く上がった。このため，フェ
イスブックは紛争地域における暴力の激化に取り組むための戦略的対応チームを設立し
た。
　また，2021年５月のイスラエルとガザの衝突やイスラエル国内の宗派間暴力の際に，フェ
イスブックはグローバルアフェアーズとパブリックポリシーのトップを派遣して，イスラ
エルとパレスチナの当局者と会談した。これは，フェイスブックがプラットフォームを通
じた暴力の拡散を抑制するために十分なことをしていないという批判に対応するためで
あった。
　また，同プラットフォームは，選挙の状況から「ウォー・ルーム」モデルを採用し，状
況を監視し，偽情報，暴力扇動，暴力の連携に対する執行をリアルタイムで改善するため
に「特別作戦センター」を結成した93。

第３項　フェイスブックに対する内部告発
　前記のように，フェイスブックをはじめとした巨大DPFは内部的な改革を行っている
とされているが，これらの改革が十分でないことを指摘する内部告発が2021年に行われた。
　フェイスブックでデータサイエンティストとして勤務していたFrances Haugen（フラ
ンシス・ホーゲン）氏は，大量の内部文書を持ち出し，フェイスブックは一貫して自社の
プラットフォームに安全策を講じるよりも成長を最大化することを選んでいたと議会にお
いて証言をした94。
　また，ホーゲン氏は，2018年にフェイスブックがアルゴリズムを変化させてからより多
くの怒りや偽りの情報が拡散しやすくなったと指摘し，情報開示のための立法が必要であ
ると主張をしている95。
　なお，メタ社側はホーゲン氏の主張を否定している。

第４項　エコーチェンバー・フィルターバブル問題
　プラットフォームの問題に関連して，エコーチェンバー，フィルターバブルの問題が存
する。エコーチェンバーとは，ソーシャルメディアを利用する際，自分と似た興味・関心
を持つユーザーをフォローする結果，意見をSNSで発信すると自分と似た意見が帰ってく
るという状況を，閉じた小部屋で音が反響することに例えた表現である。フィルターバブ
ルは，アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析学習することで，

93 前掲「National Security by Platform」80-81頁  

94 Bobby Allyn 「Here are 4 key points from the Facebook whistleblower’s testimony on Capitol Hill」
（October ５，2021）

 （https://www.npr.org/2021/10/05/1043377310/facebook-whistleblower-frances-haugen-congress）

95 DAISUKE IGARASHI/ Correspondent 「INTERVIEW/ Facebook whistleblower urges legislation for 
transparency」（May 20，2022）（https://www.asahi.com/ajw/articles/14602409）
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個々のユーザーにとっては望むと望まないとにかかわらず見たい情報が優先的に表示さ
れ，利用者の観点に合わない情報からは隔離され，自身の考え方や価値観の「バブル（泡）
の」中に孤立するという情報環境を指す96。
　エコーチェンバーは，自らが主体的にユーザーをフォローした結果生じる現象ではある
が，プラットフォームのアルゴリズムによって特定のユーザーのフォローを薦めることに
よって加速する面は存するし，フィルターバブルはプラットフォームのアルゴリズムの問
題そのものである。
　このように，プラットフォームのアルゴリズムがSNS利用者の意思決定に与える影響は
かなり大きく，DPFの不透明さが党派を超えて問題視されていることには，こうした問
題状況・背景も影響していると推測できる。

第３節　プラットフォーム規制についてのせめぎ合い・・米国の例
　前節で紹介したとおり，DPF自身も改革を打ち出しているが，それでは不十分である
として，立法等による規制も模索されている。しかし，DPFに対する法規制の強化に対
しては抵抗もあって，そう簡単には進んでいない。例として米国の状況を紹介したい。
第１項　連邦法
　米国において，プラットフォームの様々な側面を直接的又は間接的に支配する制限的な
連邦法及び州法は，数多く存在する。例えば，商標法及び著作権法，プライバシー法，デー
タ処理に関する法，会社法，独占禁止法，刑法，及びその他の国内法体系は当然に全てプ
ラットフォーム運用会社に適用される97。
　しかし，その反面でプラットフォーム特有の問題について直接規制する連邦法はいまだ
存在しない。

第２項　米国通信品位法230条
　米国の通信品位法230条（Section 230 of the Communications Decency Act）は，プロ
バイダ（SNS等のプラットフォームサービス及びISP）は，第三者が発信する情報につい
て原則として責任を負わず，また，有害なコンテンツに対する削除等の対応（アクセスを
制限するため誠実かつ任意に採った措置）に関し，責任を問われないというもの，すなわ
ちDPFの責任を免責するものである98。通信品位法230条は，インターネットにおける言論
の自由を保護する重要な法律であるとされつつも，その内容については，民主党・共和党
の双方から疑問が呈されてきた。
　トランプ大統領は，自らTwitter（ツイッター）を積極的に活用しつつも，在任中に大

96 エコーチャンバーとフィルターバブルの定義については，総務省作成資料の「第１部　特集　進化するデ
ジタル経済とその先にあるSociety 5.0 　第４節　デジタル経済の中でのコミュニケーションとメディア

（1）インターネット上での情報流通の特徴と言われているもの」（2019）（下記ＵＲＬ）参照
 （https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114210.html）

97 前掲「National Security by Platform」95頁参照

98 株式会社三菱総合研究所「インターネット上の違法・有害情報を巡る米国の動向」（2021年）
 （https://www.soumu.go.jp/main_content/000739937.pdf）
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統領令によってオンライン検閲を強化する試みを行った（「オンラインの検閲の防止に係
る 大 統 領 令 」”Executive Order 13925 of May 28，2020 （Preventing Online Censor-
ship”99））。
　大統領令は大統領令によって覆せるため，「オンラインの検閲の防止に係る大統領令」
は政権交代後バイデン大統領によって取り消された100が，バイデン大統領もプラット
フォームについての規制は検討中である。
　また，トランプ元大統領は2021年７月７日に，フェイスブック，ツイッター，グーグル
及びそれらのCEOに対して訴訟を提起したと表明した。その訴訟の中でトランプ元大統
領は，フェイスブックが政治的見解を理由として十分な説明なくトランプやその他のアカ
ウントを削除した等を主張している101。また，その訴状では，フェイスブックはState 
Actor，すなわち憲法上の権利侵害の主体となるという主張や通信品位法230条が違憲で
あるという主張，ザッカーバーグがファウチと共謀して，プラットフォーム上の言論を抑
制したという主張等がされている。
　こうしたトランプ元大統領の主張はともかくとして，巨大DPFの恣意性や，不透明さ
は現状の課題となっている。
　巨大DPFはtransparency report（透明性レポート）を作成・提供しているものの，こ
うした透明性レポートは標準化されておらず，かつ詳細な内容が記載不足なため，DPF
が一貫して利用規約を適用しているかどうか，及び影響を受けるソーシャルメディアユー
ザーに不利な決定の通知と異議を申し立てる機会を提供する方法でそれを行っているかど
うかについて，評価することは困難であることが指摘されている102。

第３項　米国における通信品位法230条修正の試み
　こうして，通信品位法230条が，DPFに広範な免責を与えることから，これを修正しよ
うとする試みが行われることになる。
第１　連邦法の法案提出
１　Disincentivizing Internet Service Censorship of Online Users and Restrictions on 

Speech and Expression Act，S. 2228，117th Cong.（2021)（仮に「インターネットサー
ビスにおけるオンラインユーザーへの検閲及び言論と表現に対する抑止を妨げる法」と訳
す。）

　　これはMarco Rubio（マルコ・ルビオ）上院議員（共和党）が提出した法案である。
この法案は①特定の言論の自由／憲法修正１条の価値を促進するために，プラット

99 https://www.federalregister.gov/documents/2020/06/02/2020-12030/preventing-online-censorship

100 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/14/executive-order-on-the- 
revocation-of-certain-presidential-actions-and-technical-amendment/

101 https://www.courtlistener.com/docket/60041057/trump-v-facebook-inc/

102 Nunziato Dawn Carla著「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media 
Platforms」（Hastings L. J.，GWU Legal Studies Research Paper No.2022-14，GWU Law School Public 
Law Research Paper No. 2022-14，25-26 (2022)）

 Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4069380  25-26頁
 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4069380
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フォームが（人によるモデリングやアルゴリズムによる）視点差別（viewpoint 
discrimination，表現の内容に着目し，特定の意見や観点を特別扱いすること）に関与
することを禁止し，②プラットフォームに透明性と情報開示の要件を課すことで，特定
のデュープロセスの価値を向上させる。また，本法案は，通信品位法230条（CDA230）
を改正し，プラットフォームが本法の条件を遵守しない限り，CDA230の責任制限を適
用しないことを明記する103。

２　21st Century Free Speech Act，S.1384，117th Cong.（2021)（仮に「21世紀自由言
論法」と訳す。）

　　これはBill Hagerty（ビル・ハガティ）上院議員（共和党）が提出した法案である。
この法案では支配的なプラットフォームが特定の個人，階級，政治的又は宗教的な集団，
地域に対して，不当または不合理な優遇や便宜を図ることを禁止し，コンテンツ管理，
モハガティデレーション，プロモーション，アカウントに関する正確な資料を開示する
ことを要求している104。

３　Platform Accountability and Consumer Transparency Act，S. 797，117th Cong. §３
⑷（2021)（仮に「プラットフォームの説明責任と消費者の透明性に関する法律」と訳す。）

　　これはJohn Thune（ジョン・スーン）上院議員（共和党），Brian Schatz（ブライアン・
シャーツ）上院議員（民主党）が法案を提出した。この法案は透明性やその他のデュー
プロセスの要件を強化するものである105。

　　また，これらの他にも連邦法の立法により通信品位法230条の修正を図る試みが近年
行われている。

第２　州法
　プラットフォームを規制する法案が，50州全てで提出され，これらの法案の多くは，「Stop 
Social Media Censorship Act（SSMCA)」と題されており，特にフロリダ州とテキサス
州では，このような取組が活発である106。
　フロリダ州は，SSMCAを2021年５月24日施行した。同法は，支配的なプラットフォー
ムを「新しい公共の広場（new public town square）」とみなしてプラットフォームに様々
な透明性とデュープロセスの要件を課し，ジャーナリストや立候補者を検閲することを禁
止している。しかし，この法律はNet Choice（ネット・チョイス）とComputer and 
Communications Industry Association（コンピューター・アンド・コミュニケーションズ・
インダストリー・アソシエーション）を原告とした訴訟により差し止められた。裁判所に
よると，この法律は修正１条違反の可能性があり，かつこの法律は連邦法である通信品位
法230条と矛盾するものとした107。

103 前掲「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms」30-32頁

104 前掲「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms」33-34頁

105 前掲「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms」34-35頁

106 前掲「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms」37頁

107 前掲「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms」37-39頁
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　テキサス州においてもフロリダ州と似た立法がなされ，プラットフォームが検閲するこ
とを禁止した法律が施行されたが，テキサスの連邦裁判所によって修正１条違反との判断
がされ，差し止められている108。
　このように，通信品位法230条改正をめぐる主な動きは共和党議員や共和党の州におい
て活発であるが，バイデン政権も通信品位法230条については見直しを検討していると報
じられているため，法改正をめぐっては超党派的な動きがあると言える。

第４項　小括
　以上のように，米国では，DPFに法的規制を及ぼすために，広範な免責を与える通信
品位法230条を修正しようとする動きなどがあるものの，事は憲法問題であるだけに，解
決を見ていないのが実情である。

108 前掲「Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms」39-41頁
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第２編　�顔認証システム，AIによる情報処理，フェイク
ニュース

第１編では2010年以後のデジタル社会の進展を概観したが，本編では，各論的に三つの
テーマを取り上げて検討する。

2019年頃から，EU加盟国や米国の行政機関や法曹団体と日弁連が会議を持った際に，
日本での「AIと人権」に対する日弁連の考え方を問われることが複数回あった。日弁連
では，監視カメラの規制に関連した肖像権，プライバシー権等の人権を保障するための提
言から派生した問題として，AIを活用した効率的な監視システムである顔認証システム
について調査を行ったことはあった。しかし，それ以外には，そのような問いに対する明
確な立場を示せる検討を行ったことは特になかった。

そのため，本編では，これまでの日弁連で検討の蓄積もある顔認証システムに対する検
討状況を紹介の上，AIによる情報処理全般の問題を検討する。さらに，デジタルプラッ
トフォーマーが活用するAIによる情報処理の弊害と考えられるフェイクニュースの問題
を検討する。新型コロナワクチンをめぐって，米国では ｢マイクロチップが埋め込まれて
しまう｣，日本では「遺伝子が書き換えられてしまう」とのエビデンスに基づかないワク
チン反対方向のフェイクニュースが席巻し，家族や社会の分断に至る事例が生じたことは
記憶に新しい。エコーチェンバー現象により，科学的根拠に乏しい誤った情報に取り込ま
れてしまうことなく，市民が多様で信頼できる情報にアクセスできるようにするための制
度を考察する。

第１章　顔認証システム

第１節　概要
コロナ禍でデジタル化が進み，サイバーセキュリティの重要性がより増している。その

ような中，スマートフォンやパソコンへのアクセスや，フィンテック決済に迅速に対応で
き，より安全に感じられる本人確認の手法として顔認証技術の需要もますます高まってい
る。

スタンフォード大学の研究によれば，2019年の世界のAI投資のうち，１位は自動運転，
２位は製薬・がん研究・治療法に振り向けられ，３位に挙がってきたのが47億ドルに近い
投資がなされた顔認証システムとのことである1。

一般に顔認証システムとは，不特定多数の人の顔画像データを収集し，個々人を特定す
るための特徴点を数値化したもの（以下「顔認証データ」という。）を生成し，これらのデー
タとあらかじめ生成している特定人の顔認証データで構成されているデータベース（以下

「顔認証データベース」という。）との一致を検索して，被疑者等の同一性を照合する制度

1 スタンフォード大学の「人間中心のAI研究所」（Human-Centered AI Institute）による “Artificial 
Intelligence Index 2019 Annual Report”（人工知能インデックス 2019年報告書）６頁

 （https://hai.stanford.edu/sites/default/files/ai_index_2019_report.pdf）
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（以下「顔認証システム」という。）である。日本では，2002年の日韓ワールドカップの際
にフーリガン対策として関西空港と成田空港の税関に設置，運用されたのが始まりだとい
う。

なお，スマートフォンやPCのログインなど本人同意に基づく場合を「顔認証」，特定の
顔写真をデータベースと照合する場合を「顔照合」，公共空間で不特定多数を対象として
行う場合を「顔識別」とそれぞれ称し，これらを総称して「顔認識」とする用語例もある
が，本報告書では，本人同意に基づくか否かにかかわらず，前記の意味で「顔認証」「顔
認証データ」等の用語を用いる2。

日本もオブザーバーを務める欧州評議会が1980年に採択した個人情報の自動処理に係る
個人の保護に関する条約（条約第108号）の諮問委員会3においても，顔認証（face 
recognition）とは，「顔のテンプレートを使って個人を識別（identification）し，照合

（verification）するための，個人の顔を含むデジタルイメージの自動処理」とされる4。さ
らに，EUの顔認証システムに関する2021年９月公表の報告書5によれば，顔認証技術とは，
探知（detection），識別（identification），照合（verification），分類（classification）の
四つの段階から構成されるシステムであると説明されている。

このような顔認証システムの広がる現状に対し，日弁連では，2012年には，顔認証シス
テムに限らず監視カメラについてであるが，「監視カメラに対する法的規制に関する意見
書」を公表し，監視カメラの設置や運用に関し，プライバシー権，移動の自由，表現の自
由，思想信条の自由等の侵害のおそれがあり，基準や要件を定めた法律による規制の必要
性があること，官民を問わずデータベースとの自動照合による個人識別機能を原則として
禁止すべき旨などを提言している6。2016年には，特に警察による顔認証システム利用によ
る権利侵害の可能性の高さから法律上の根拠と権利保護の必要性について意見書を公表
し7，さらに，2021年９月16日付けで，官民の顔認証システムの利用について，法律等によ
る規制の必要性に関して改めて意見書を公表している8。

しかし，顔認証システムに関しては，いまだに法律上の規制や権利保護のための施策は

2 日弁連「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」（2016年９月15日）
 （https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160915_2.pdf）

3 条約第108号には，その適用や改訂等につき提案を行う目的で諮問委員会が設置されており，日本の個人
情報保護委員会も，2017年以降オブザーバー参加している（2021年６月公表の顔認証ガイドライン）。　

 （https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf）

4 “Facial recognition is the automatic processing of digital images containing individuals’ faces for 
identification or verification of those individuals by using face templates.”

5 European Parliamentary Research Service（欧州議会調査サービス）のメンバーであるタンビアマ・マディ
エガ及びヘンドリック・ミルドブラス（Tambiama Madiega及びHendrik Mildebrath）作成の “Regulating 
facial recognition in the EU”（EUにおける顔認証規制）（2021年９月）

 （https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf）

6 日弁連「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」（2012年１月19日）
 （https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2012/120119_3.html）

7 前掲「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」

8 日弁連「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」（2021年９月16日）
（https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2021/210916.pdf）



第１章　顔認証システム

─ 55 ─

実現せず，その間に特に民間での利活用は進み，警察や行政についても利用が広がってい
るのが実情である。

第２節　顔認証の技術について
第１項　認識の形態

認識の形態には，１対１照合型と１対Ｎ照合型の２タイプがあるとされ，顔認証でもこ
の分類が使われる。
【１対１型】
１対１照合（verification）は，二つの顔のテンプレートが同じ個人のものかを比較する

形態である。例えばパスポートや社員証と本人の顔を照合するように，ある人の顔のテン
プレートを使って本人かどうかを照合するもので，顔認証の技術が利用されていることを
本人が認識していることが多い。
【１対Ｎ（多数）型】
これに対し，ある顔テンプレートを他のテンプレートと比較して，データベースの中に

同じ顔の画像があるかどうかを確認するのが，１対多数の識別（identification）である。
例えば，入場ゲートや駅構内の防犯カメラのように不特定多数人のデータを集めてデータ
ベースとし，そこから特定の顔をあぶり出す，多数のテンプレートを使ってある人の顔を
特定するものである。

第２項　ビデオカメラ型の監視カメラとの対比
顔認証システムは，旧来のビデオカメラ型の監視カメラにはなかった機能である。旧来

型は単に映像を記録するだけで，画像を引き延ばすと個人が特定できないことも多かった
が，顔認証システムを備えた監視カメラは，個人の特定のために顔の特徴をデータ化して
記録し，特徴データを他の顔のテンプレートとの照合に用いて自動処理する。

旧来のビデオカメラの時代には，大容量のメモリーが高価だったこともあって，記録で
きるデータの量や質にもおのずと限界があった。しかし，その後に技術が格段に進歩した
ことにより，最近では，大容量のメモリーに，人の顔の特徴，性別，人種や位置情報といっ
た情報をデータの形に加工し，安価にかつ大量に蓄積できるようになっている。

このような大量のデータ蓄積が可能となったことから，人工知能（AI）技術を使って
コンピューターが自ら学習し，さらにディープラーニングしていくことが可能となった。
その結果，大量の顔テンプレートの中から，対象者の顔を検索し識別し不断に分類してい
くことで，特定の顔テンプレートとのより精度の高い照合を瞬時に行うことが可能となっ
た。

したがって，顔認証システム搭載の監視カメラは，ビデオカメラ型時代の監視カメラと
は，情報の精度やボリュームの次元が全く異なる。

第３項　生体認証との関係
顔認証システムは，顔に着目した生体認証の一種である。
生体認証とは，人の外的な特徴や行動から個人を識別し，照合して確認する技術などと
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説明されており，代表的には以下のように整理することができる。
１　生体認証の種類

⑴　生体的特徴によるもの
生体的特徴によるものには，①指紋や手の形，指，静脈パターン，眼（虹彩）や顔

の形などの外形によるもの，②DNA型，血液型，唾液，尿といった生物学的分析に
よるものとがある。

⑵　行動的特徴によるもの
行動的特徴によるものとしては，③声紋，筆跡（ペンを動かすスピードや筆圧，傾

け方）や歩容（姿勢や歩き方）によるものが知られる。
２　顔認証システムとの関係
　　生体認証技術は，基本的に特有のデータ同士を照合し認証していくものである。中で

も顔認証システムとは，顔の外形的な特徴をデータとして記録し蓄積し分類し，複数人
のデータを突き合わせて，対象者を他の人の顔の中から検索し照合できるようにしたシ
ステムということができる。

第４項　顔認証技術とは
顔認証システムは，1990年代に登場し，AIを利用したディープラーニングの技術によっ

て飛躍的に進化したもので，顔認証に使われる顔認証技術は，顔を検知（detection）し，
そこから個人を識別し，照合し，分類する技術が組み合わされた技術である。

１対１照合（verification）では，二つの顔のテンプレートが同じ個人のものかを比較し
照合するが，１対多数では，ある顔テンプレートを他のテンプレートと比較して，データ
ベースの中に同じ顔の画像があるかどうか識別（identification）することになる。

顔認証技術では，まず個人の顔の外的な特徴をそれぞれデータ化していく。複数の特徴
を組み合わせることにより，ジェンダー，人種，民族といった分類や，顔から年齢を評価
して割り出して分類することが可能となる。さらに，最近では表情を分析して，「笑顔」
かどうかや「幸せ，悲しみ，怒り」といった人の感情を分類することができるソフトもあ
る。

第３節　利活用の実態
第１項　主体ごとの利活用実態

顔認証システムは，企業や消費者，政府機関など様々な主体が利用している。
１　消費者が利用するアプリ
　　顔認証システムは，スマートフォン，コンピューター，扉の錠などに搭載され，アク

セス認証として利用されている。この分野では，成人や青少年さらには子どもの顔やそ
の外的特徴も認証の対象となるため，問題となることが少なくない。

２　支払いアプリ
　　フィンテック分野では，より安全に本人確認を可能にして支払いをする需要から，専

用アプリへのアクセスに顔認証システムが利用されている。インターネットバンキング
サービスなど銀行口座へのアクセスなどにも広く顔認証システムが利用されている。
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３　防犯・捜索目的
　　空路・海路での入国規制やパスポートコントロール，スポーツイベントやコンサート

など不特定多数の人が集まる場所で，多数人の顔の特徴をデータ化し照合することで，
非接触かつウォークスルーの本人確認が実施され，混雑解消には大きく貢献している。

　　さらに，出欠確認など職場や教育の現場でも，利活用が試されている。
４　その他
　　その他，選挙の際の投票者や患者の本人確認にも利用されるに至っている。
　　最近では，顔データから感情を識別することも可能であるため，顧客行動分析や政治

的性向の分析にも利用されている。

第２項　海外での利活用実態
顔認証システムは，海外でも公的機関や民間で広く利用されている。

１　公的機関
⑴　米国，ハワイ州の主要５空港

コロナ禍で傷んだ観光とビジネス回復のため，非接触かつウォークスルーでの体温
測定を実施して，異常値の対象者について管理者に通知するもので，混雑緩和には威
力を発揮している。異常値の対象者は，検温や検査を行う。

⑵　イギリスの空港（入国管理）
例えば，ロンドン・ヒースロー空港のe-Gateによる顔認証での入国審査が挙げられ

る。イギリス，EEA，スイスに加え，2019年５月からオーストラリア，カナダ，日本，
ニュージーランド，シンガポール，韓国，米国でも顔認証入国審査が行われており，
審査時間が大幅に短縮されたとのことである。

⑶　ロンドン警視庁
公共イベントや不特定多数人が行き交う混雑した場所において，ライブの顔認証の

実証実験を実施した実績がある。 
⑷　ドイツ内務省

国内の鉄道駅や空港で顔認証システムの利用を計画しているが，新政権樹立により
とん挫の可能性も報道されている。

⑸　スウェーデン自治体9

スウェーデンの学校で出席確認のために顔認証の実証実験が実施された。これがス
ウェーデンの個人情報保護監督当局（DPA）により問題視され，当局は2019年８月
22日，自治体に20万スウェーデン・クローナ （約２万ユーロ，約218万円）の制裁金
を科すことを決定した。ただし実証実験であり，限られた時間のみで１クラスにすぎ
なかったことから，制裁金の金額は限定的であったと報道されている。

スウェーデン当局のプレスリリースによれば，当局の見解は大要以下のとおりであ
る。

9 EDPB（欧州データ保護会議）による2019年８月22日のプレスリリース“Facial recognition in school 
renders Sweden’s first GDPR fine”（学校での顔認証に対し，スウェーデンのGDPRの初制裁金）（https://
edpb.europa.eu/news/national-news/2019/facial-recognition-school-renders-swedens-first-gdpr-fine_sv）
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「顔認証技術はまだ初期段階だが，開発は急速に進んでいるので，全ての人に何が
適用されるかを明確にすることが非常に必要と考えている。…顔認証に使用されるバ
イオメトリクスデータは，取扱いに特別な保護と明示的な同意が必要な機微な個人情
報である。スウェーデンの高等教育委員会は，出席確認に顔認証を使用することにつ
いて児童生徒の同意を得たとしているが，生徒たちは理事会に依存する関係にある。
したがって，理事会は同意を用いることができない。顔認証には日常的な環境におけ
る生徒のカメラ監視が含まれており，プライバシーの侵害と結論付け，出席確認は他
のプライバシー侵害の少ない方法で行うことができる。」

スウェーデンはEU加盟国であり，生体情報の取得には明示的同意といったGDPR
９条２項に基づく法的根拠が必要である。特に生体情報については「明示的な」同意
が必要であり，GDPR上は「同意」が厳格に解されているところ，現地当局としては，
生徒たちの同意は，形式的には同意であっても法的には同意とは言えないと評価した
ものと思われる。

⑹　米国の空港の保安検査場
IDカードを提示せずとも，生体認証（指紋，虹彩，顔）で本人確認が実施されて

いる。 
⑺　ニューヨーク市警察（米国）

ニューヨーク市警察（NYPD）は顔識別ユニット（Facial Identification Section）
で顔認証を行っている。

２　民間による利活用
⑴　中国の小売店

一般の小売店で，アリペイやウィーチャットペイによる代金決済が多用されており，
その際の本人確認に顔認証システムが利用されている。

⑵　イギリスのカジノ
イギリスのカジノでは，ギャンブル依存症対策として，「自己除外リスト」に自ら

登録したギャンブル依存症患者のため，入口に設置した監視カメラ映像で顔認証が行
われている。該当者に対しては，入店拒否が実施される。

⑶　米国のCLEARVIEW社
米国のClearview AIは，フェイスブックやグーグル，ユーチューブなどのウェブ

サイトを通じて取得した30億以上の顔画像のデータベースを使って，警察などの顧客
から送信された被疑者の顔画像と照合し，一致した場合にはリンク情報を提供するア
プリを提供しているという。

同社顧客には，FBIやイギリス国家犯罪対策庁など各国の600以上の法執行機関が
含まれているとのことであり，さらに，民間企業・学校・銀行などもこれを利用して
いるという。

同社に関しては批判も多く，例えば，イギリスでは違法なデータ収集があったとし
て 課 徴 金 を 課 さ れ た と の 報 道 も 出 て い る（https://www.bbc.co.uk/news/
technology-61550776）。フランスの個人情報保護当局CNILも，ネット上の写真デー
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タを再利用したデータについて消去命令を出している10。米国では和解決着した例も
あるとのことである。

⑷　航空会社グループ：スターアライアンス
スターアライアンスのルフトハンザとスイス航空は，空港内外で顔認証サービスを

実施している。専用モバイルアプリで顔画像とパスポート情報を事前に登録すれば，
保安検査場や搭乗ゲートを非接触で通過可能となる。

第３項　国内での利活用実態
国内でも顔認証システムは，公的機関，これに準ずる機関や民間で広く利用されている。

１　公的機関（準ずるものを含む）
　　日本では，2002年の日韓ワールドカップの際にフーリガン対策として関西空港と成田

空港の税関に設置，運用されたのが公的機関による顔認証システムの使用の始まりとさ
れる。
⑴　警察

ア　実験・導入
2014年２月28日付け毎日新聞記事によれば，2014年度，全国５都県警察（警視庁，

茨城県警察，群馬県警察，岐阜県警察及び福岡県警察）は，顔認証システムを実施
する装置（以下「顔認証装置」という。）を実験的に導入している。従来，8148万
人の運転免許証データが，画像として捜査に事実上自由に利用されてきたとの元警
察幹部のコメントも紹介されている。

なお，福岡県警察の説明によれば，監視カメラは具体的な組織犯罪が疑われた場
合に限定して使用することとしている。組織犯罪捜査に使用目的を限定しており，
暴力団対策部（他の県警察における組織犯罪対策課）で使用しているとのことだが，
実際に顔認証装置を組織犯罪にしか使用しないと限定した法律，規則があるわけで
はなく，警察の裁量に委ねることになり，強制処分法定主義，法の支配の観点から
非常に問題である。

イ　ハロウィーン事件
2019年３月１日付けAERA（アエラ）記事によれば，前年10月のハロウィーン直

前に，東京都渋谷区のセンター街で軽トラックを横転させ，４人が逮捕され10人が
書類送検された事件は，顔認証システムが決め手となったと報道されている。渋谷
ハロウィーン事件で使われた顔認証システム利用の様子は概要以下のとおりであ
る。捜査員は，まず事件現場とその周辺の動画を集め，コンビニや警察の防犯カメ
ラを確認し，被疑者の画像を切り取り，警察の持っている犯罪歴データや免許証デー
タとこれを照合。警視庁には，防犯カメラ画像の解析や顔照合などを行う「SSBC」
と呼ばれる専門部隊が置かれており，大型コンピューターを使っての照合は容易で，

10 CNILウェブページ「“Facial recognition: the CNIL orders CLEARVIEW AI to stop reusing photographs 
available on the Internet”（顔認証：CNILが，CLEARVIEW AIに対し，インターネット上で収集可能な
写 真 の 再 使 用 に 停 止 命 令 ）」（https://www.cnil.fr/en/facial-recognition-cnil-orders-clearview-ai-stop-
reusing-photographs-available-internet）
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一旦身元を特定した後は，自宅までの経路にある防犯カメラ映像を追って当日の足
取りをつなぎ合わせるだけで，被疑者のその日の行動が特定できるとのことである。
この捜査支援分析システムは，警視庁だけではなく全国の警察に広がりつつあり，
犯罪を企図する者の方で防犯カメラを避けるよう研究したり，都会を避けるように
なっている点も報道されている。

ウ　全国での運用開始
2020年９月12日付けロイター電子版の記事によれば，全国の警察で2020年３月か

ら顔認証の運用が開始されていた旨が報道されている11。
⑵　大阪ステーションシティ

2014年３月11日，情報通信研究機構（NICT）が，「大阪ステーションシティ」で
2014年４月から２年間実施予定であった「ICT技術の利用実証実験」の実施計画の延
期を発表した。

JR大阪駅一帯の商業ビルや公共空間において，監視カメラの画像データと顔認証
技術を基に人流解析を行う実証実験が予定されていた。しかし，市民から懸念の声が
寄せられていたため，延期したものである。

⑶　札幌市
札幌市は，「札幌市ICT活用戦略」の先行事業として，2016年度から2018年度にか

けてICT活用実証実験事業として顔認証カメラ，人感センサー，デジタルサイネージ
等のICT機器の設置による人の流れや属性情報等を収集・蓄積・提供する実証実験を
検討していたが，市民の不安が高まったことからこれを見送った。

⑷　入国審査
ア　外国人の入国審査

2016年10月15日付け毎日新聞記事によれば，テロリストの入国防止目的で，外国
人の入国審査に顔認証システムが採用された。

イ　日本人の出入国審査
2017年７月４日付け毎日新聞電子版の記事によれば，2017年10月から日本人の出

入国審査にも採用されている。
⑸　マイナンバーカード

ア　顔画像データ
2016年に交付が開始された個人番号カード（マイナンバーカード）では，顔認証

データを生成可能な顔画像データがICチップに登載されており，自治体において
は，申請者の顔画像データが顔認証可能な精度であることを確認した後にしかカー
ドが交付されない。

さらに，今後本格運用される予定の個人番号カードと健康保険証の一体化におい
て，厚生労働省は，顔認証機能付きカードリーダーを全額国負担で医療機関に普及
するとしている。医療機関の窓口のカードリーダーにマイナンバーカードを置かせ

11 ロイター電子版「捜査に顔認証，全国の警察で」
 （https://jp.reuters.com/article/idJP2020091201001899）
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て，カードリーダー内蔵のカメラで捉えた患者の顔と，カードのICチップの顔画
像データから生成された顔認証データとの一致をチェックすることとなっている。
しかも，こうしたマイナンバーカードの健康保険証としての利用について，国は，
｢将来的に保険証の発行を不要としてマイナンバーカードのみの運用への移行を目
指していく｣（厚生労働省「オンライン資格確認等システムに関する運用等の整理
案（概要）（令和元年６月版）」）として，紙の保険証を廃止することを示唆している。
また，2022年５月25日，厚生労働省は，健康保険証をマイナンバーカードに一体化
させる「マイナ保険証」の普及策を議論する社会保障審議会（厚労相の諮問機関）
の部会を開いた。同審議会ではマイナ保険証に対応するための機器の整備を2023年
４月から全国の医療機関などに義務付け，将来的には，従来の保険証の「原則廃止」
を目指す方針が提案された。今後，部会の意見を踏まえて，政府が具体的な方針を
検討することとされている。

イ　運転免許証との一体化
2020年12月，菅義偉首相（当時）は，2024年度末をめどに運転免許証と個人番号

カードを一体化すると表明した12。これを受けて，2022年４月19日，運転免許証と
個人番号カードの一体化等を定めた道路交通法一部改正案が国会での審議を経て可
決成立した（同月27日に公布）13。改正法のうち，一体化に関する規定は公布から３
年以内に施行される。

なお，一体化はあくまでも申請に基づいて希望者に対してのみ行われる。具体的
には，希望者は個人番号カードの区分部分に運転免許に係る一定の情報を記録する
ことを申請できる。

この流れを受けて警察庁は，運転免許証と個人番号カード（マイナンバーカード）
の一体化を実現すべく必要な検討を進めており，2024年度末からの運用開始が予定
されているとのことである14。

なお，運転免許証には，2007年から，表面に表示されている顔画像のデータを内
蔵したICチップが登載されている。

⑹　天皇在位30周年行事
2019年２月24日に行われた平成天皇在位30年記念式典（政府主催）で，事前にスマー

トフォンなどで登録した顔写真と参列者を自動照合する顔認証システムが導入され
た。政府説明では，入場時の本人確認のための時間の短縮と，なりすまし侵入者を防
ぐテロ対策が目的であると報道されている。

２　民間による利活用
⑴　USJ年間パスポート

12 日本経済新聞電子版　2020年12月11日付け「免許証とマイナカード統合　24年度末に前倒し」
 （https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE115EP0R11C20A2000000/）

13 参議院HP議案情報第208回国会（常会）「道路交通法の一部を改正する法律案」
 （https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/meisai/m208080208052.htm）

14 令和３年度警察白書　特集３　新型コロナウイルス感染症をめぐる警察の取組　３⑵
 （https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/honbun/html/xf313000.html）
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2007年11月１日，USJ（ユニバーサルスタジオジャパン）が，年間パスポートの入
場確認で顔認証システムを導入した。

⑵　万引き防止・監視システム販売開始
2014年２月14日，顔認証を利用した万引き防止・監視システム「LYKAON（リカ

オン）」の販売が開始される（朝日新聞電子版）。
⑶　ジュンク堂書店

2015年11月20日付け日本経済新聞電子版の記事によれば，ジュンク堂書店は万引き
防止のため，入店を顔認証システムで検知している。

具体的には，池袋店では2014年６月に本格導入済みで，来店客を防犯カメラで撮影
し，その画像からサーバーに装備された「顔認証エンジン」が数値化した「顔認証デー
タ」を作成してサーバー内に格納し，万引き常習犯のデータベースと照合して，怪し
い人物が来店した場合に現場保安員にデータを送信する仕組みという。

⑷　コンサート会場
2017年頃から，高額で入手困難なチケットについて，コンサート会場等への入場時

に顔認証の仕組みが本格的に導入されるようになった。多くの場合，事前に入場者か
ら顔情報を提供してもらい，これを会場等で照合するという手法がとられている。こ
の措置は，チケット不正転売禁止法15 ５条１項が「興行主等は，特定興行入場券の不
正転売を防止するため，興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の
者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす
る」と定めることにより適法化されたように見える。しかし，顔認証以外での入場を
一切許さない仕組みの場合，EUでは明文で原則禁止とされている違法なプライバシー
侵害であり，日本の判例理論でも不法行為が成立する可能性がある。

⑸　宿泊施設
2017年頃から，非接触で本人確認の上，入室が可能となる顔認証入室システムがホ

テル等に導入されている。その後も系列で取り入れる施設が増えている等の報道がな
されている。

⑹　オリエンタルランド
オリエンタルランドは，テーマパークに改修工事を行い，2019年７月から，年間パ

スポート取得者について，あらかじめ登録することにより，AI検知によるウォーク
スルー入場を実現した。

⑺　渋谷駅周辺の３書店による万引対策共同プロジェクト
渋谷駅周辺の３書店は，2019年７月30日以降，書店内の万引き，盗撮，器物損壊，

暴行・傷害，公然わいせつ等の犯罪防止を目的として，個人情報保護法の「共同利用」
に基づき，参加店舗間で，過去に万引き等を実行した対象者等に関する情報を共有し
ているという。

⑻　医療法人三州会 大勝病院
2020年10月のプレスリリースによれば，医療法人三州会 大勝病院は，登録者の顔

15 正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」。



第１章　顔認証システム

─ 63 ─

情報を識別するシステムを導入した。エントランスに近づくと，その情報が医療スタッ
フに通知され，いち早く患者の動向が把握できる仕組みで，本人や家族の同意を前提
とする。

⑼　スーパーなど
2021年３月24日付け日経新聞電子版は，民間大手の顔認証システムが，スーパーや

書店を始め全国約1000店舗で導入済みであると報道した。
⑽　JR東日本

2021年７月のJR東日本のプレスリリースによれば，東京オリンピック・パラリン
ピックのセキュリティ向上を目的として，首都圏の一部の駅に，刑務所からの出所者
等を検知する顔認証技術を搭載した防犯カメラが導入された。第５節第２項第２で述
べるとおり，このカメラ導入に対し，日弁連は同年11月25日，市民のプライバシー権
の侵害の程度が大きいため，中止を求める旨の会長声明を公表した。

第４節� 企業の技術開発の現状
顔認証技術は極めて広く普及し，およそ本人の管理が及ばない。このこと自体，懸念材

料である。それというのも，例えば自分のスマートフォンの本人確認情報であれば，修正
が可能なところ，インターネットやSNS，監視カメラなどを通じて収集される顔の特徴デー
タは，本人の認識しないところや遠隔で収集されてしまう。不特定多数の者が行き来する
公共の場所で本人の同意を得た上でデータを収集しようと思っても，実際には非常な困難
が伴う。

ディープラーニング技術の格段の向上もさることながら，メモリーの進化や高速化に
よって，信じられないほどの速度で人の顔や容姿といったセンシティブ情報を大量かつ安
価に集積し得る結果が生じている。そのため，本人がその全てを確認したくても，そうす
ることがおよそ不可能な量の顔認証データが，様々な事業者等により蓄積されているとい
える。

また，大量にセンシティブデータが集積し保有され続ければ，漏えいや流失，悪用のリ
スクも当然大きくなる。

さらに，データがより鮮明でより正確だからこそ，誤謬（エラー）・間違いのリスクの
高さも指摘される。実証実験によれば，顔認証システムの技術の信頼性はまだ限定的だと
いうことである。通常，顔認証のソフトウェアは，偽陰性と偽陽性という２種類の誤謬（エ
ラー）の可能性を含んでおり，偽陰性とは画像にあるのにこれを発見できないエラーを，
偽陽性とは顔でない構造を顔と識別してしまうエラーを指すなどと言われている。また一
般に，誤謬の確率は，低解像画像だと，光や影，背景，ポーズや表現によって高くなり，
また年齢差に幅があるとエラーが出やすいという（例えば，ある人の画像とその10年後と
の比較など。）。学習未熟なデータもアルゴリズム的にバイアスがかかりやすくなることが
指摘されており，その分，人権侵害のリスクも高くなる。いかに精度が上がろうと人が扱
う以上は誤謬（エラー）・間違いのリスクはつきものであり，完全になくなることはない。
むしろ万人から見て精度が高いものだからこそ，エラーの代償も大きいのであり，より慎
重な人権への配慮が求められるというべきである。
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人権侵害のリスクの高さから，世界を見渡すと，顔認証市場から撤退する企業も数多く
出ていることには着目すべきである。例えば，米国の警察用カメラのサプライヤー大手
AXONは，人権侵害の恐れと技術的限界から，顔認証技術の商業化を取りやめる旨宣言
した16。ほかにも，マイクロソフトやアマゾンが顔認証技術に関する製品の延期を発表し，
IBMが顔認証技術ビジネスからの撤退を表明するなどしている17。

第５節　法的問題点の検討（海外，日本）
第１項　諸外国の法的規制の動向
第１　GDPR，EDPBのガイドライン

EUのGDPRにおいて，顔データなどの生体情報はセンシティブ情報に該当し，法的根
拠なしに収集し利用することは許されない。したがって，GDPR９条２項に基づき，明白
な同意がある場合，生命身体の保護の必要がある場合，上回る公益保護理由がある場合に
該当しない限り，原則として適法に当該個人情報を取り扱うことができない。

同様の指摘は，EDPB（EU域内での個人情報保護規則の統一的な運用に資し，EU内の
個人情報保護当局間の協力を促進する欧州の独立機関たる欧州データ保護会議のこと）が
公表している，ビデオデバイスによる個人情報の処理に関するガイドライン（2019年３
月）18においても繰り返されている。

このガイドラインは，主に監視カメラによる個人情報の利用を想定している。監視カメ
ラによって単に画像を録画する場合と，個人を特定することができる顔認証などの生体
データを集める場合とを明確に区別し，後者の場合には，取得時から本人の明白な同意な
どの法的根拠なしには取り扱うことができないことを，多くの事例を交えて説明している。

例えば，空港で利便性向上のため，本人確認作業を顔認証システムで代替しようとする
ならば，個人に対し，いかなる個人情報が収集されるのか事前に情報提供し明白な同意を
取得した上でなければ，顔認証システムを使うことはできない。また，顔認証システムを
希望しない人のために，顔認証システム以外の方法（顔認証システムを利用しないルート
等）を準備しておかなければならない。

ビルの入館管理に顔認証システムを利用する事例では，顔認証システムによるレコー
ディングがされるより前に本人から明白な同意を得なければならないので，確実にそうす
べく，本人自身にシステムの開始ボタンを押させるといった工夫が考えられる，と指摘し
ている。また，ビルの管理者は，顔認証システムによらない方法での入館方法を準備する

16 AXON社 ウ ェ ブ ペ ー ジ「“AXON COMMITTED TO LISTENING AND LEARNING SO THAT WE 
CAN FULFILL OUR MISSION TO PROTECT LIFE, TOGETHER”（AXONは，命を守るという使命を
果たすため，耳を傾け，学び，ともに歩んで参ります）」（https://www.axon.com/news/technology/axon-
committed-to-listening-and-learning）

17 ABCニュース電子版“States push back against use of facial recognition by police”（警察による顔認証の
使用に反発する各州）（https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/states-push-back-facial-recognition-
police-77510175）

18 “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”（監視カメラによる個人情報の
処理に関するガイドライン３/2019）

 （https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_en_0.pdf）
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義務を負う。
コンサートホールのセキュリティゲートに顔認証システムを導入したい場合にも，顔認

証用のゲートと，これとは別にチケットをスキャンするといった旧来型の個人を特定しな
いゲートを，選択しやすい分かりやすい別々な形で用意しなければならない。

このように，GDPRの下では，顔認証システムによって生体認証情報などを取得された
くない個人から同意が得られない場合に備えて，生体情報を提供しない別の方法が用意さ
れない限り，適法に顔認証システムを導入することは困難ということになる。

また，日本もオブザーバーを務める条約第108号（個人データの自動処理に係る個人の
保護に関する条約）の諮問委員会が2021年６月に公表した顔認証ガイドライン19によれば，
生体認証を導入するには，①どのように使用するのかを詳細に示し，かつその目的を明示
すること，②使用されるアルゴリズムについて最低限の信頼性や正確性が確保されている
こと，③画像が利用される期間，④これらの基準について（後日）監査できること，⑤処
理（利用）のトレーサビリティ，⑥安全管理措置といった点について，法的なフレームワー
クがあることが求められている。そのほか，民主的手段によって，個人情報の利用の一部
又は全部を禁じることが可能でなければならないといった指摘や，特にストリーミング（リ
アルタイムでの顔認証システムの利用）については，人権や自由権への侵害のおそれが高
く，民主的に議論し状況を分析するまでの間はデータ収集（利活用）をしない期間（猶予
期間）が認められるべきといった指摘がなされている。このほか，人の性格や内心，メン
タルヘルスや，会社への帰属意識（エンゲージメント等）など顔の表情・感情を読み取る
技術については，個人・社会的の両面で更なる懸念があり，特に雇用，保険，教育へのア
クセスの各方面で感情と顔認証システムをひも付けて用いることは禁じられるべきである
とも指摘されている。

第２　米国の禁止法（地方政府レベル）
2019年５月，米国サンフランシスコ市は，警察やこれに準ずる公的機関における顔認証

システムの使用を禁止した。ほどなく，これに続く自治体が出始め，カリフォルニア州も
これに続く可能性があると報道され20，同年９月，カリフォルニア州の議会は，顔認証技
術を利用したボディカメラを州警察が利用することを一時的に禁止する法律を成立さ
せ21，同年10月に知事が署名して施行された22。ただしこの州法のうち，当局に対する顔認
証システムの使用の禁止に関する部分は，2023年１月１日までの時限立法となっている。

19 “Guidelines on facial recognition (2021)”（顔認証ガイドライン（2021））
 （https://edoc.coe.int/en/artificial-intelligence/9753-guidelines-on-facial-recognition.html）

20 ニューヨークタイムズ電子版「“San Francisco Banned Facial Recognition. Will California Follow?”（フ
ランスシスコが顔認証を禁止。カリフォルニア州も追随か？）」

 （https://www.nytimes.com/2019/07/01/us/facial-recognition-san-francisco.html）

21 CNN電子版「“California lawmakers ban facial-recognition software from police body cams”（カリフォ
ルニア州議会が警察のボディカムにおける顔認証ソフトウェアの使用を禁止）」

 （https://edition.cnn.com/2019/09/12/tech/california-body-cam-facial-recognition-ban/index.html）

22 該当する法案はABNo.1215といい，次のURLで条文を参照できる。
 （https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB1215）
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このように2019年から2021年の間は，正確性とプライバシー権侵害への懸念から，米国
の多くの州政府，市政府において，当局による顔認証システムの活用を禁ずる法律が成立
した。

しかし，その後揺り戻しが起きている。2022年５月の別の記事によれば，犯罪の増加や
顔認証技術の精度の向上に伴い，再び顔認証システム利用の動きが高まっていると報道さ
れている23。

カリフォルニア州については，当局によるボディカメラ等の使用禁止に関する時限立法
の期限が2022年一杯までであるため，延長するべきかどうかが州議会で議論され，一度は
上院でこれを恒久法とする延長法案も提出されたが採択には至っていない24。

第２項　あるべき法的措置（日本）
第１　顔認証システムに関する法的措置
１　検討すべき法的措置

⑴　法的根拠の必要性
個人情報，プライバシー，差別の禁止という観点から，人権を保護するため，顔認

証システムについては，法的な根拠なく無制限に利活用すべきでなく，法律等により
しっかり規制した上で利用すべきである。

顔認証システムにおいては，データ識別の前段階で，必ず何らかの形で顔の特徴と
いった個人の情報について自動処理が行われる。つまり，まず監視カメラによって個
人の顔の特徴を記録し，これをデータに自動処理し，集積する。これがデータベース
となり，これと特定個人のデータが照合されて，特定個人が識別される。データベー
スに蓄積された情報には，個人情報の集合体が蓄積されることになる。そこには個人
の行動や動態がつぶさに集積されることから，性癖，個人の心情や考え方といった，
一般に秘匿したい情報が容易に観察できてしまう。それゆえ，これらを許可なく利用
できるとすれば人権への侵害になりかねない。したがって，法的な根拠のない安易な
顔認証データの利用は許されるべきでない。

⑵　比例原則
また，これらのデータを収集し活用することが人権の侵害に該当するのだとすれば，

当然，必要最小限かつ比例原則に従うものでなければならない。
この点，EUのGDPRにおいては，個人情報を利用すればそれには人権侵害が伴う

と考えられているところ，例えばハンブルグの個人情報当局は，現地警察による顔認
証システムの利活用について，法的根拠が不十分であり，侵害が必要最小限ではなく

23 ロイター電子版“U.S. cities are backing off banning facial recognition as crime rises”（犯罪の増加に伴っ
て，顔認証の禁止を撤回する米国各都市）（https://www.reuters.com/world/us/us-cities-are-backing-off-
banning-facial-recognition-crime-rises-2022-05-12/）

24 カリフォルニア上院議案SB1038（https://trackbill.com/bill/california-senate-bill-1038-law-enforcement-
facial-recognition-and-other-biometric-surveillance/2227854/）
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比例原則違反であると断じている25。
⑶　透明性

プライバシー権，個人情報尊重の観点から，顔認証システムによる顔の特徴データ
の取得や使用その他の処理の内容や，どの程度の処理がなされるかについては，情報
を取得される個人に対し十分な情報が提供され，透明性が確保されることが望ましい。

したがって，顔認証システムを導入する場合には，いかなる顔認証システムである
かを何らかの形で事前に情報提供する必要がある。逆に言えば，個人情報を提供する
側となる市民各人には，相応の説明を受ける権利が付与されるべきと考えられる。

⑷　公平性
個人情報を利用（処理）する者と，個人情報を提供することになる個人との間には，

通常大きな情報の格差がある。したがって，このバランスを公平なレベルまで引き戻
す必要がある。

２　監視カメラの問題点
顔認証システムが利用されるサービスの中でも，特に不特定多数人を対象とする監視

カメラは問題であるといえる。
かつての精度が低く，メモリー容量が小さく，一定時間を超えると上書きされる程度

の監視カメラとは異なり，現代の顔認証システム付き監視カメラには，大量のメモリー
が備えられ，膨大な質と量の情報が蓄積される。ディープラーニングも可能となると，
蓄積されたデータは自動処理され学習され，人の顔は，特徴を持つ対象者ごとに分類さ
れていき，分類の精度も学習によって上がっていくことになる。イタリアの個人情報保
護当局は，このような状況を「無差別な大量監視」と評している。

監視カメラの多くは，不特定多数の者が自由に出入りする場所に設置されているが，
だからといって，映った個人がプライバシー権を黙示に放棄していると捉えていいので
あろうか。顔認証システムが搭載された監視カメラには，通常個人が想定する範囲をは
るかに超える質と量の情報が，蓄積される結果となってしまっている。本人はどのよう
な情報なのか知る機会も与えられない。

特に無数に設置されるようになっている現在では，監視カメラ情報は，人を定点観測
するだけでなく，線となり面となって観測することが可能になる。そして，対象者がど
んな人か，その生態や行動履歴など，本人が覚えていないような詳細に至るまで正確か
つ赤裸々に記録され，蓄積されてしまう。

ある公共交通機関に設置された無数の監視カメラで状況を想定してみよう。「ある人」
がどの駅から乗車したか，毎朝どの電車に乗るのか，特定の曜日に乗車しているのか，
その服装は同じか違うか，乗車中何をしていたか，どの駅で降りたか，毎日何時ごろ帰
宅したか，誰といたかといった情報はもちろん，駅のトイレに寄った回数やその滞在時
間といった個人的な情報まで集まってしまう。その結果，その人の住む地域や職場，体

25 前掲European Parliamentary Research Service（欧州議会調査サービス）のメンバーであるタンビアマ・
マディエガ及びヘンドリック・ミルドブラス（Tambiama Madiega及びHendrik Mildebrath）作成の 

“Regulating facial recognition in the EU”（EUにおける顔認証規制）
 （https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf）
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質や性格，その日の体調といった個人的な情報までが赤裸々にされてしまう。それは監
視カメラを設置した者が必要としていた情報をはるかにしのぐ質や量の情報である。こ
れが駅の監視カメラに大量に蓄積され，無期限に廃棄されないとなると，事態は深刻で，
もはや（プライバシー権に敏感な者でなくても）大衆の大量監視（mass surveillance）
が実施されているのではないかと疑いたくなってくる。

また，公共交通機関や大規模小売店といった，不特定多数者が出入りする場所に設置
される監視カメラ情報が，犯罪という緊急事態を口実に，軽々と「警察」や「マスコミ」
に提供されるケースが多いことも懸念材料である。

しかし，多くの個人は，監視カメラから大量の個人データが流出したり，悪用された
りするような事態が生じない限り，監視カメラが蓄積する情報への関心が低く，監視カ
メラが置いてあるだけでは「監視」されているとは感じない。むしろ監視カメラのおか
げで犯人の足取りが追跡されているのを見て，恩恵を実感している人の方が多いかもし
れない。このような無関心の中で，無言かつ無限に，大量監視が進行し，気付いたとき
には手遅れというレベルになってしまいかねない。

顔認証システムも完全ではなく誤謬を含む。また利用するのが結局は「人」である以
上，間違いは避けられない。そうであるのにモニタリングが継続されるとなると，自由
に表現することや，自由に集まること，思想信条や信教の自由などへの萎縮効果は計り
知れない。しかも，民間が設置している監視カメラからの情報は「任意」に提出されて，
あっという間に当局の手に渡ってしまう。この現状を考えると，監視カメラの設置や運
用には官民を通じてルールが必要と考えられる。

顔認証技術の向上で，情報がより精緻で正確に見えることはやっかいである。多くの
人にとって，これこそが実際に起きた事実であると受け取られかねないとすると，防犯
や水際対策に名を借りて利用されたときには，これを覆すことは容易でない。したがっ
てこれが間違いだった場合には，より深刻なえん罪を生む結果になりかねない。

また，個人を安易・容易に大量に監視・観察することが放置されれば，いつの間にか
不当に人を分類し差別していく動きにもつながりかねない点も看過しがたい。

第２　日弁連の意見
１　2012年1月19日付け「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」
　　日弁連では，2012年１月19日付けで，監視カメラがプライバシー権等の保障の観点か

ら看過できないとして，「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」を公表した。
この意見書にも記載されているが，そもそも監視カメラが犯罪予防に有効との立証はな
されていない。それにもかかわらず，公権力が主体となって，不特定多数の通行人がい
る場所での監視カメラの設置を推奨するような政策が推進されていることに警鐘を鳴ら
すものである。また，設置基準について，移動の自由，表現の自由，思想・良心の自由
を侵害するような設置を禁止すること，運用基準について，画像の収集利用の事実や利
用目的を明示させること，顔認証システムでの分析を原則禁止し不要画像は直ちに消去
すべきこと，また権限を有する領域の犯罪に関する画像以外は令状なく任意に警察に提
供すべきでないこと等も指摘している。さらに，捜査で利用する場合についても，現実
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に発生した犯罪の捜査及び裁判への利用に限り，収集証拠は弁護人側の開示請求に応じ，
その余の情報を速やかに消去すべきと指摘する。また，監視カメラを監督する権限ある
第三者機関の設置を求めている。

２　2016年９月15日付け「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」
　　その後日弁連は，顔認証システムを搭載した監視カメラが犯罪捜査に利用される実態

を踏まえ，2016年９月15日付けで，警察による監視カメラの利用について規制が適切に
行われていない現状に対して「顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」を公
表している。この中で日弁連は，犯罪捜査のための顔画像データの収集については裁判
官が発する令状によるべきであり，不要データは削除すべきこと，被疑者・前科者等の
顔画像データから顔認証データが生成できるのは重大組織犯罪の前科者に限定するこ
と，そのデータも期間限定として経過後直ちに消去すること，顔認証データベースの照
合は重大組織犯罪に対する具体的な捜査への必要性がある場合に限定し，照合方法も法
定すること，また個人情報保護委員会によって利用状況をチェックさせるべきであるこ
と，顔認証システムの仕組みや検索精度について定期的に公表すべきこと，被疑者・被
告人側もアリバイ立証のために顔認証システム照合の利用が許されるべきこと，誤登録
されている者には開示や抹消の請求権を認めるべきこと等の意見を述べている。

３　2021年９月16日付け「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に
関する意見書」

　　官民問わず広く顔認証カメラが多用されるようになって，高度のプライバシー権侵害
に配慮が必要であるにもかかわらず，相変わらず法律制定がなされない事態を受けて，
2021年９月16日には「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に
関する意見書」を公表した。この中で日弁連は，官民の不特定多数者に対する顔認証シ
ステムの利用について，市民のプライバシー権が不当に侵害されないよう，国は，①明
示の同意のない顔認証データベース等の作成及び顔認証システムの利用を原則禁止する
こと，②例外的に行政機関や民間事業者が顔認証データベース等を作成し顔認証システ
ムを利用できる場合の厳格な条件を定めること，③個人情報保護委員会による実効的な
監督，④顔認証システムに関する基本情報を公表すること，⑤誤登録されている可能性
のある対象者の権利保護などを盛り込んだ法律を制定して厳格に規制すべきこと，との
意見を表明した。また，特定人に対する顔認証システムについても，①根拠となる法律
の必要性，②不同意の者にはシステムが適用されないこと，③同意に任意性があり同意
しない場合には他の代替手段が用意され不利益を受けないこと，④設置者による個人情
報保護委員会への届け出を提唱した。そして，中止すべき施策として，①重大組織犯罪
捜査以外の捜査に法律を定めずに実施される警察の顔認証システムを利用した捜査，②
医療機関受付での個人番号カードを用いた顔認証システムの利用，③個人番号カードを
健康保険証や運転免許証とひも付けて顔認証システムの利用範囲を拡大することを挙げ
ている。

４　2021年11月25日付け「鉄道事業者における顔認証システムの利用中止を求める会長声
明」

　　鉄道事業者が駅構内で数千を超えるカメラを使って個人の顔情報を自動照合している
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事態に対しては，2021年11月25日に「鉄道事業者における顔認証システムの利用中止を
求める会長声明」を公表した。JR東日本が，①過去にJR東日本の駅構内などで重大犯
罪を犯し，服役した後の出所者や仮出所者，②指名手配中の被疑者，③うろつくなどの
不審な行動をとった人の顔情報をデータベース化して，主要110駅や変電所に設置され
ネットワーク化された8350台のカメラに一部でも映った不特定多数の人の顔情報を自動
照合し，対象者を検知した際は，警備員が顔を確認した上で警察に通報したり手荷物検
査したりしていることを問題視し，市民のプライバシー権の侵害の程度が大きく問題で
あるとの意見を表明している。

５　小括
　　以上のとおりであり，特に不特定多数者に対する顔認証システムを搭載した監視カメ

ラについては，官民を問わずその利用を原則禁止とした上で，法律によって利用できる
場合を規制すべきである。その上で厳格な設置・運用条件を設定し，第三者機関による
監督の下でのみ運用すべきである。顔認証システムが搭載されていない監視カメラで
あっても，どのような情報を取得するのか，また利用目的について明示した場合のみ利
活用を許容すべきである。現状のように，誰も必要としていない顔認証データが，もの
すごいスピードで大量かつ安価に無期限に蓄積していくような現状は不健全極まりな
く，早急にルール作りを実現すべきである。

　　特に警察のような公権力による顔認証システムの利用には慎重であるべきである。そ
もそも顔認証システムによる犯罪抑止効果の科学的根拠は不確かであり，たとえ効果が
あるとしても，顔認証システムやこれを利用する人間の不完全さを前提とすると，厳格
なルールなく利用させることは差別やえん罪につながりかねない。

　　また，（2016年９月15日付け日弁連の「顔認証システムに対する法的規制に関する意
見書」に指摘されているとおり）個人情報保護委員会などの第三者機関による監督につ
いても検討すべきである。
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第２章　AIによる情報流通，意思決定のゆがみ（国内の現状と問題点の
検討）

第１節　AIブームの変遷
AIとは，Artificial Intelligenceの略称。Artificialは「人工的な」，Intelligenceは「知能

／知性」という意味である。AIブームには，以下の第一次，第二次，第三次の３段階が
ある。
１　第一次ブーム
　　1950年代後半から1960年代の第一次ブームでは，コンピューターによる「推論」と「探

索」が可能になり，特定の問題に対して解答を導き出せるようになった。この当時の
AIが対応できたのは，明確なルールや定義付けがある問題に限られていたため，現実
社会で起こっている様々な要因が複雑に絡み合う課題の解決には対応できなかった。

２　第二次ブーム
　　1980年代から1990年代の第二次ブームでは，「エキスパートシステム」の誕生によって，

知識表現が可能になった。エキスパートシステムは，「Ａのときは甲に，Ｂのときは乙に，
Ｃのときは丙に，Ｄのときは丁にしなさい」というようなルール群で知識を構成してい
る。自分で学習する仕組みはないが，あらかじめ専門家が考え得る限りの状況を予測し
て対処方法や判断を用意することで機能する。ルールが多ければ多いほど正確性は向上
するのだが，必要となる情報を全て人の手でコンピューターに理解させなければならな
かったので，実際に活用できる領域は医療などに限られていた。

３　第三次ブーム
　　2000年代以降の第三次ブームでは，AI自身が大量のデータ（ビッグデータ）から知

識を獲得する，プログラマーによってプログラミングされた以上のことができるように
なる「機械学習」の実用化が進んだ。機械学習とは，入力データを学習しながら未知デー
タに対する予測の精度を自動で改善するアルゴリズムで，事例となるデータを繰り返し
学習させ，特徴やパターンを発見させ，発見した特徴を新たなデータに適用することで
更に新たなデータ分析や予測をさせる。機械学習には３類型ある。
⑴　教師あり学習

教師あり学習では，学習データに正解（教師データ）を与えた状態で学習させ，未
知の情報に対応することができる回帰モデルや分類データを構築する。

⑵　教師なし学習
教師なし学習では，学習データに正解を与えない状態で学習させる。大量画像を学

習させることで，教師データがなくても画像の特徴からグループ分けや情報の要約が
できる。

⑶　強化学習
強化学習では，与えられたデータから学習するのではなく，自ら行動を起こし，試

行錯誤を繰り返し，「報酬」と呼ばれる行動の望ましさの手掛かりを得て，精度を高
めていく。例えば，ロボット掃除機ルンバ（Roomba）は，「ゴミ」という報酬をな
るべく多く得られるよう，ゴミが多くとれる経路を試行錯誤しながら学習している。
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自転車に乗れなかった人が，どうするとうまく運転できるか試行錯誤して，少し上手
になったという「報酬」を手掛かりに，やがて楽々自転車を運転できるようになれる
過程に似ている。

⑷　ディープラーニング（深層学習）
2006年には知識を定義する要素（特徴量）をAIが自ら習得するディープラーニン

グ（深層学習）が提唱され，情報の有り様，社会の有り様を激変させている。
ディープラーニングでは，十分な学習データさえあれば，入力層，中間層（隠れ層），

出力層で構成される，ニューロン（生物の脳を構成する神経細胞）の構造と働きをモ
デルにしたAI（ニューラルネットワーク）が，データ群の特徴を自動抽出できる。
マルチスケールの中間層が入力データを様々な大きさに切り取って特徴を割り出すの
で，与えられたデータを基に細部のパターンから大きな構造，全体の輪郭まで抽出で
きる。画像・言語・音など非構造化データのような記号化できないデータのパターン
認識ができる。

ここではどのような情報を入力するかが最終的な出力に決定的な影響を与える。入
力時における情報に“偏り”（何をもって偏りというかも，入力する者によって変わ
り得る。）があれば，それは出力に影響を与え，その後，延々と続く入力により情報
量が膨大に増えて行くことで，出力に更に大きな影響を与えて行く。

第２節　AIの活用法
AIには以下のような活用例がある。

１　画像認識
　　入力された画像や動画の背景から特徴を分離し，目的となる対象の特徴を抽出する技

術。具体例として，iPhone（アイフォン）の顔認証やFacebook（フェイスブック）の
タグ付けがある。

　　医療分野では画像認識技術が進んでいる。AIが深層学習することで，人の目では判
別の難しかった，高い精度（100％の精度ではないが，人間の視覚や経験というばらつ
きのある精度に比べれば，均質的に高い精度になる。）で画像からがん細胞をより厳密
に検出することができるようになることで，ばらつきのあった医療のレベルを全体的に
高めることができる。

２　音声認識
　　人間の声を認識する技術。具体例として，Siri（シリ），Alexa（アレクサ）の音声入

力などがある。あらゆる操作を音声指示で自動化する。従来，視覚障害がある者や身体
障害がある者にはできないとされてきたことが音声指示でできるようになるという分野
が出てきた。そうなることで，視覚障害者や身体障害者の社会参加のハードルが下がり，
社会の多様性が観念的なものから現実的なものになってきている。

３　自然言語処理
　　日常的なコミュニケーションで使われる書き言葉や話し言葉をコンピューターに理解

させる技術。具体例として，機械翻訳，言語モデリング，質問への回答などがある。機
械翻訳は，従来，専門性が高い人が時間をかけて翻訳していたものを機械がリアルタイ
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ムで同時翻訳したり，文字翻訳したりできるようになったことで，異なる言語同士の者
が対話しやすくなり，相互の理解を各自が自分で行えるようになってきた。言語が通じ
ないことによるストレスがなくなり，誤解や無理解による対立も少なくなる。

４　異常検知
　　センサーから収集した時系列データを用いて異常を検知する技術。具体例として，行

政への不正申請の発見，クレジットカードの不正利用の発見，製造業の品質管理などが
ある。AIを活用した機械学習モデルを適用して，大規模なデータセット内で異常なパ
ターン（不正申請の可能性が考えられる）を検出し，そこから不正な失業給付申請を特
定した事例では，処理時間の大幅な短縮とヒューマンエラーの回避が可能になった26。
物流業界はAIによる業務効率化が著しく，入出庫作業・受注処理・検品業務・荷物仕
分けなどの各工程で自動化が進んでいる。

５　小括
　　どの活用例を見ても人の生活に役立つ面がある。今後，一層，多様な活用法が開発さ

れ，様々な場面で役に立つに違いない。
６　実例／自治体におけるAI活用
　　AIは日本の地方自治体の事務処理の救世主になり得る。例えば，2020年４月20日に「新

型コロナウイルス感染症緊急救済対策」として特別定額給付金事業の実施が決まり，全
国の自治体では住民基本台帳上の全世帯主に一律10万円を給付することが急務となった
とき，武蔵野市ではAI－OCRとRPAを活用して申請情報入力業務を自動化し，手入力
の約４倍のスピードで処理し，他の自治体の２倍以上の速さで給付を達成した27。

　　今日，日本では確実に少子高齢社会化が進んでおり，地方自治体でも多方面にわたっ
て深刻な事態を招いている。すなわち，深刻な人口減少による税収の減少，所有者・管
理者不明の空き地・空き家の増加，公共施設設備の老朽化・インフラ維持管理費の増加
による財政逼迫ないし維持困難化，ベテラン職員の減少，専門知識を持つ職員の確保の
困難さなど，財政的にも人的にも地方自治体の運用は危機的な状況になっている。

　　このままでは多くの自治体運営が破綻を免れない。これを回避するための方策として
AIの活用が考えられる。すなわち，自治体の業務には，類型的な大量事務処理が多い。
これをAIに処理させることができるようになるならば，事務処理時間の大幅な短縮，
処理ミスの大幅な減少，不正手続の排除などが可能になり，職員を単純作業から解放し，
労働時間を短縮し，人が判断すべき業務に注力できるようになり，職員にとっても住民
にとっても良い環境が生まれる。

　　総務省情報流通行政局地域通信振興課は，「地方自治体のAI活用・導入のためのガイ

26 グーグルクラウドウェブページ「AIを活用した機械学習モデルで不正な失業給付申請を特定」
 （https://cloud.google.com/blog/ja/topics/public-sector/using-ai-powered-machine-learning-models-

identify-fraudulent-unemployment-claims）

27 NTT東日本ウェブページ「都内屈指のスピードで特別定額給付金を給付！AI-OCR/RPAを活用し，１日
最大6000件の入力業務を自動化」（https://business.ntt-east.co.jp/case/2020/n016/）
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ドブック」28を公表しており，そこで全国各地の取組20例が紹介されている。
　　埼玉県さいたま市では，認可保育所の入所選考に膨大な時間がかかっていたが，AI

が優先順位に沿って入所希望者全員が可能な限り高い希望をかなえられる割り当て方を
自動で判断できるマッチング技術を活用し，人間の試行錯誤により判断している複雑な
ルールをモデル化して活用したところ，延べ約1500時間かけていた数千人規模の入所希
望児童の選考が数十分程度（一次利用調整：約30分，二次利用調整：約３分）でできる
ようになった。今後，結果発送を早期化できれば業務効率化だけでなく，住民サービス
も向上する。

　　東京都練馬区・中央区では，住民税賦課業務で，住民や事業所から提出される各種課
税資料の併合処理（各種課税資料を住民ごとに合算する処理）にAIを導入し，不整合
が検出された納税者ごとのデータを入力して見直すべき資料と修正方法のレコメンドを
出力することにより，職員の修正要否の判断を補助できる。これにより，経験の浅い職
員の作業スピードも上がり，賦課修正の作業時間が，練馬区では1450時間から617時間

（57.4％減）に，中央区では1300時間から600時間（53.8％減）になった。
　　埼玉県内19市町は，AIを活用した音声テキスト化サービスの共同利用を始めた。共

同化により，導入コストやランニングコストが安くなり，AI運用ノウハウの共有もで
きるというメリットがある。地方自治体の中には作業時間が約50％削減した事例も確認
された。庁内業務の自動化・高度化，住民サービスの自動化・高度化の観点からAIの
導入が今後，急速に進むであろう。

第３節　AIによる進化がもたらす深刻な弊害
第１項　人の思考を誘導するAI

スマートフォンの例で考えてみよう。
世界中の人々が世界中の無数の人を相手に好き勝手に簡単に情報をやり取りできるの

は，デジタルプラットフォーマーが提供するデジタルプラットフォームを経由して情報が
行き来しているからだ。スマートフォンを使うたびに，個人データの収集・集積，解析，
プロファイリング，利用，追跡，再び収集・集積が繰り返され，人の選択や行動を予想し，
情報を提供し，その反応を見て，また人の選択や行動を予想し，情報を提供するというこ
とが繰り返されている。実はスマートフォンを使うとき，私たちは白紙の状態で情報を集
めようとしているのではなく，デジタルプラットフォームが，これが望まれているのでは
ないかと先回りし，スマートフォンに表示し，本人の思考を誘導しているという相互関係
が出来上がっている。そのような機能を発揮できるようにしているのがAI（のディープ
ラーニング）だ。AIがディープラーニングできるということは，スマートフォンを使っ
たときのデータがすべて蓄積され続けているということだ。だから，どんどん賢くなる。
私たちが忘れていることも全部記憶（記録）している。賢いはずだ。

AI自身は自分の思想を持っているわけではないし，「これがいいんじゃないか」と自ら

28 自治体におけるAI活用・導入ガイドブック＜導入手順編＞
 （https://www.soumu.go.jp/main_content/000820109.pdf）
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発言するわけでもない。そうは言っても，公正無私ではない。特定紙の新聞記事とスマー
トフォンに表示されるニュースを比べてみよう。紙の新聞は版が同じならば，いつの日の
どの紙面のどの辺りにどういう記事が掲載されているかは全て同じだ。だから，「いつい
つのあの記事，読んだ？」「ああ，読んだ。面白かったね。」という会話が成り立つ。これ
に対して，スマートフォンに表示されるニュースは一人一人違う。誰にどういう情報

（ニュース）を表示するかはプラットフォーム側のAIが一人一人の趣味思考に合わせた広
告を選んで表示するのと同じように，ニュースも一人一人に合わせているのだ。ニュース
の脇に出てくる商品広告となると，なぜ最近こんな広告ばかりが表示されるのだろうと考
えると，そういえば，数日前にある情報を検索したなという自分の過去の行動を思い出す。
それがきっかけとなって，AIが，だったらこういう広告を出せば関心を示すのではない
かと表示してくる。スマートフォンを使っている本人側からすると「助かる！」「便利だ！」
という感じがする（しなくはない）のだが，それを恩恵，良いことという捉え方をするだ
けでよいのだろうか。AIの判断で情報を選んで提示しているということは，悪気はない
にしても，AIが人の思考を誘導していると言ってもよいような状態であり，関係である。

日々，スマートフォンを便利に利用している私たちは，無意識のうちに，同じ思考の人
と（感情的に）群れやすくなり，異なる思考の人と（感情的に）対立しやすくなるよう思
考や感情をコントロールできるようになってきている。

デジタルプラットフォームが基盤を提供する人々の同調と対立は，商品の趣味嗜好だけ
にとどまらない。人権や政治，経済，平和，あらゆる課題にも連動している。人の意識を
誘導するためにAIが分析したビッグデータが使われる。どういう人にどういう情報を提
供するとどういう反応をするか。AIが答えを教えてくれる。2016年の米国大統領選挙で，
ドナルド・トランプ候補がビッグデータを活用して選挙人の意識を誘導していたことが有
名だが，実は2012年にオバマ陣営も選挙キャンぺーンにビッグデータを活用していた。ジェ
イミー・バートレット（秋山勝訳）「操られる民主主義」（草思社文庫，2020年）では，新
しい監視社会，「部族」化する世界，ビッグデータと大統領選，加速する分断社会，独占
される世界などをテーマに取り上げ，2016年の米国大統領選挙中のドナルド・トランプが
展開した選挙キャンペーンを詳しく説明している。同書では，2012年の米国大統領選挙で，
オバマ陣営のスタッフが，有権者を説得可能かどうかで30のグループ分けをして，グーグ
ルのエリック・シュミットが選挙キャンペーンにアドバイスしていたことも指摘している

（133頁）。
こうなると，人々は多様な情報に接する手段としてスマートフォンを持つようになった

はずなのに，実際にはその逆，煽情的な言論に翻弄され感情的に反応してしまい，主権者
として互いに他者の意見に冷静に耳を傾け合理的な判断をするということができにくく
なってきてしまっている。誰もが過激な発言をするわけではないが，いつどのような発言
に過激な反撃が来るか分からないという不安を持つ人は，本音をネット上に書き込むこと
をちゅうちょせざるを得なくなっている。クリス・ベイル（松井信彦訳）「ソーシャルメディ
ア・プリズム～SNSはなぜヒトを過激にするのか？」（みすず書房，2022年）は，ソーシャ
ルメディア・プリズムがごく一部の人を過激にし，多くの穏健派は“ミュート”せざるを
得なくされていると指摘する。多くの穏健派が発言できるようにすることが課題になる。
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個人の思考を豊かにし，民主主義にとって極めて有益になってもよいはずのAIが，個人
を翻弄し個人の尊厳を損ない，無言を強いるという状況は，民主主義を崩壊させかねない。
AIの活用について何らかのルール化が必要だというのは，このような危険な側面がある
からだ。

第２項　プライバシーの喪失
生活のあらゆる場面にAIがある社会では，私たちはAIとの関係でプライバシーを喪失

してしまっていると言ってよいだろう。スマートフォンを意識的に使っていても，私たち
はすぐにいつどのようなことに使ったかを忘れる。しかし，AIは全部記録（記憶）して
いる。家にある今どきの家電製品の機能はAIに依拠しているものもあるから，そのよう
な家電製品では，その稼働状況についてもAIが記録（記憶）している。私たちはAIがど
れほどたくさんの情報を集めているかを知らないだけ，意識していないだけなのだ。私た
ちのプライバシーはAIに対してはもはやお手上げ，個人データをことごとく丸獲りされ
ている。AIは人ではないが，AIを管理しているのは企業だ。その企業は，本人の要望が
あれば，AIが蓄積している特定の人の個人データを全部，本人が忘れたことも記憶して
いなかったことも引き出して本人に提供することができる。そうだということは，本人の
要望がなくても引き出すことができるということだ。2022年６月15日の朝日新聞朝刊の記
事では，同新聞社の記者がグーグル，フェイスブックのサイトから自分に関する全てのデー
タをダウンロードする申請をし，入手したデータの内容について詳しく説明している。
2009年10月以降の50,609件の検索結果が出てきて，記者が押した「いいね」の全て，コメ
ントの全て，「友人」になった人や時期，10秒ごとに記録される位置情報などを見ること
ができたという。

私たちは，AIの前に，AIを管理している企業の前に，プライバシーを失っている。

第３項　採用の効率化と差別の危険
多くの大学新卒者にとって人気の高い大企業では採用にAIを導入しているところがあ

る。
毎年，約３万人の学生が応募する某大企業では，エントリーシートの対応に人手をかけ

ていた時期は年間で800時間以上も費やす必要があり，その効率化が大きな課題になって
いた。それが，AIを導入してエントリーシートの合否判別を自動化できるようなったこ
とでエントリーシートの処理時間を75％も削減できたという。そのほかにも，AIは過去
のデータに基づいて判断することから「学歴フィルター」など採用担当者の色眼鏡のみで
合否判定されることがない，過去の内定者のエントリーシートのコピー＆ペーストを見抜
く，担当者ごとの基準のズレを解消できるなどのメリットもあると言われている。

AIが処理しているのだから，人の手作業に比べてエントリーシートの処理効率が格段
に良くなるのは疑う余地がない。

しかし，そもそもその合否判別基準はAI自身が決めたわけではなく，人が決めたものだ。
その基準は合理的に出来ているのだろうか。企業合理性と憲法価値（人権）的合理性は同
じではない。憲法価値（人権）的合理性は十分配慮されているのか。差別的要素はないか。
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もちろん，特定の企業が求める人材はその企業にふさわしい人には違いないが，それが不
合理な差別を固定化させるようなことがあってはならないはずだ。AIでも基準の設定の
仕方いかんでは「学歴フィルター」をかけたのと同じことになる。過去の内定者のエント
リーシートのコピペを見抜くだけならば，大して効率化には役立たない。担当者ごとの基
準のズレにしても，ズレとして問題になるようなエントリーシートは複数での検討対象に
なるのではないか。また，AIが判別に使う基準がどこまで細分化されるのかにもよるが，
そこでもズレは生じる。

応募者にとって切実に重要なことは，合否判定の基準がどこまで応募者に示されるかで
ある。それぞれ企業の特徴があるから，企業によって基準が異なること自体は問題ではな
い。この基準が完全に「ブラックボックス」になっているとすれば，人が差別しているの
を機械にやらせているだけのことで，応募者にとって何ら違いはない。機械にやらせてい
るから恣意的ではないと考えるのは，根拠のない思い込みだ。毎年の積み重ねによって
AIが賢くなるということについても，賢くなる中身を検討しないと，「ある種の人たち」
はエントリーシートの段階で不合格とするという運用が，人間が知らない間に固定化して
いく危険性がある。そうなると，募集企業は，本当は企業にとって有益になり得た「ある
種の人たち」に面談する機会さえ与えなかったことにより，その人たちを採用するチャン
スを失う。

第４項　極限化する経済的不平等社会
経営者にとっての「労働負担の解消」「人件費削減」というメリットは消費者にとって

もメリットにつながるが，それは同時に，「人間の仕事が要らなくなる（減る）」というこ
とを意味する。今まで人間が行った業務がAIに置き換わることで時間短縮や作業効率化
ができると，多くの雇用を必要としなくなる。当面，ドライバー業や工事関連業などの技
術職に関してはAIがメインになってくる可能性が高いとしても，それにとどまるとは考
えられない。技術も情報も資産も集めている世界規模の大企業が圧倒的な優位に立って，
あらゆる分野で人に替わってAIが仕事をする場面を急激に広げていく。新しい優秀な企
業が出てくれば，その企業を合併し自社に取り込む。それを繰り返すことで，大企業は経
済的にますます強大になり，ごく僅かの大富豪はますます富み，膨大な数の人々は貧困層
として固定化し，中間層（貧困層に落ちる可能性はあっても，大富豪になる可能性はない。）
はごく僅かという不平等社会に進んでいくことは避けがたい。

第５項　民主主義
そのような社会では民主主義が成り立たなくなる。民主主義は個々人が自律し他者のこ

とをお互いに考え維持し合うという基盤が必要であるのに，分断が進み格差が拡大するだ
けの社会にはこのような基盤がないからである。膨大な貧困層が固定した社会では民主主
義を維持することは極めて困難だ。
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第４節　日本では
第１項　AI利活用原則案

このような問題に対処するために，日本では，AIネットワーク社会推進会議（総務省）
の「2018年報告書－AIの利活用の促進及びAIネットワーク化の健全な進展に向けて－」

（2018年７月17日）（以下「報告書」という。）29で，AIの利活用の促進やAIネットワーク化
の健全な進展に向けて，AIの便益の増進とリスクの抑制を図り，AIに対する信頼を醸成
するため，利用者及びデータ提供者がAIの利活用において留意することが期待される以
下の10の事項を「AI利活用原則案」として取りまとめた。

①　適正利用の原則：利用者は，人間とAIシステムとの間及び利用者間における適切
な役割分担のもと，適正な範囲及び方法でAIシステム又はAIサービスを利用するよ
う努める。

②　適正学習の原則：利用者及びデータ提供者は，AIシステムの学習等に用いるデー
タの質に留意する。

③　連携の原則：AIサービスプロバイダ，ビジネス利用者及びデータ提供者は，AIシ
ステム又はAIサービス相互間の連携に留意する。また，利用者は，AIシステムがネッ
トワーク化することによってリスクが惹起・増幅される可能性があることに留意する。

④　安全の原則：利用者は，AIシステム又はAIサービスの利活用により，アクチュエー
タ（電気その他のエネルギーを，回転等の機械的運動に変換する装置）等を通じて，
利用者等及び第三者の生命・身体・財産に危害を及ぼすことがないよう配慮する。

⑤　セキュリティの原則：利用者及びデータ提供者は，AIシステム又はAIサービスの
セキュリティに留意する。

⑥　プライバシーの原則：利用者及びデータ提供者は，AIシステム又はAIサービスの
利活用において，他者又は自己のプライバシーが侵害されないよう配慮する。

⑦　尊厳・自律の原則：利用者は，AIシステム又はAIサービスの利活用において，人
間の尊厳と個人の自律を尊重する。

⑧　公平性の原則：AIサービスプロバイダ，ビジネス利用者及びデータ提供者は，AI
システム又はAIサービスの判断によって個人が不当に差別されないよう配慮する。

⑨　透明性の原則：AIサービスプロバイダ及びビジネス利用者は，AIシステム又はAI
サービスの入出力の検証可能性及び判断結果の説明可能性に留意する。

⑩　アカウンタビリティの原則：AIサービスプロバイダ及びビジネス利用者は，消費
者的利用者及び間接利用者を含むステークホルダ（利害関係人）に対しアカウンタビ
リティ（説明責任）を果たすよう努める。

「報告書」の論点の説明によると，⑥では，パーソナルデータの収集・分析・提供等に
おけるプライバシーの尊重，AIを利用したプロファイリングを行う場合におけるプライ
バシー等への配慮を，⑦では，人間の尊厳と個人の自律の尊重，AIによる意思決定・感
情の操作等への留意，AIと人間の脳・身体を連携する際の生命倫理等の議論の参照を，
⑧では，AIの学習等に用いられるデータの代表性への留意，アルゴリズムによる不当な

29 https://www.soumu.go.jp/main_content/000564147.pdf
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差別への留意，人間の判断の介在を，それぞれ論点としている。ただし，これらは，AI
利活用原則「案」の「論点」として提示されたにとどまり，法的な規律を当然に予定した
ものではない。その点で，「プロファイリングなどの自動化された取扱いのみに基づき，
当該データ主体に関する法的効果をもたらすか，または当該データ主体にそれと同様の重
大な影響をもたらす決定に服しない権利」を認めたGDPR22条とは大きな開きがある。
GDPR22条は，「AIの予測力に基づき個人が－ベルトコンベアに載せられた商品のように
－効率的に分類，仕分けされていくような世界を否定し，個人が常時ネットワークとつな
がっているような情報環境の中で，なお個人の主体性を実現させようと試みるものとして
大いに注目される」30。

その後の2019年報告書31では，AI開発ガイドライン案が示され，そこで上記10原則が改
めて確認されている。

第２項　独占禁止法とアルゴリズム
公正取引委員会は，2020年３月，「飲食店ポータルサイト32に関する取引実態調査報告

書」33を公表した。この中の第４（飲食店ポータルサイトに係る取引における公正な競争
の促進），３（飲食店ポータルサイトに掲載される情報について）の⑶34で，店舗の評価（評
点）を取り上げている。調査の結果分かったこととして，店舗の評価（評点）の算出方法
について，消費者の投稿をベースにして算出しているもの，投稿された評価を単純に平均
して算出しているもののほか，飲食店ポータルサイト独自のルール（アルゴリズム）を組
み合わせているものがあった。消費者は店舗の評価（評点）を「かなり参考になっている」

（27.6％），「ある程度参考になっている」（55.3％）とのことであり，影響力は大きい。他
方で，消費者は評価（評点）の付け方について66.4％が「知らない」，24.4％が「知ってい
る飲食店ポータルサイトもあれば，知らない飲食店ポータルサイトもある」と答えており，

「知らない」の割合が非常に多い。飲食店は31.5％が，飲食店の表示順位や評価（評点）
に不満，疑問があると回答している。

これに対して，アルゴリズムを取り入れている飲食店ポータルサイトでは，アルゴリズ
ムが算出していて恣意的な操作はできない，独自のアルゴリズムを用いて総合的な評価を
している，統計的に正しい数字になっているかを参考にしている，透明性の確保は当社に
とって重大な問題などと説明している。

これを受けて，公正取引委員会では次のように説明している。
「飲食店ポータルサイトが，ある飲食店の店舗の評価（評点）を落とすことが，直ちに

30 山本龍彦編著「AIと憲法」101～108頁（日本経済新聞出版，2018年）参照。

31 AIネットワーク社会推進会議「報告書 2019」
 （https://www.soumu.go.jp/main_content/000637096.pdf）

32 後述の欧州AI規則案では，ハイリスクAIの類型に当てはまり，透明性の保証及び利用者への情報提供が義
務付けられる。

33 公正取引委員会「飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査報告書」
 （https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200318-2.pdf）

34 前掲「報告書」54頁以下



第２編　顔認証システム，AIによる情報処理，フェイクニュース

─ 80 ─

独占禁止法上問題となるものではないが，例えば，市場において有力な地位を占める飲食
店ポータルサイトが，合理的な理由なく，恣意的にルール（アルゴリズム）を設定・運用
することなどにより，特定の飲食店の店舗の評価（評点）を落とすなど，他の飲食店と異
なる取扱いをする場合であって，当該行為によって，特定の飲食店が競争上著しく不利に
なり，当該飲食店の競争機能に直接かつ重大な影響を及ぼし，飲食店間の公正な競争秩序
に悪影響を及ぼす場合等には，独占禁止法上問題（差別取扱い）となるおそれがある。

また，例えば，飲食店に対して優越的地位にある飲食店ポータルサイトが，正当な理由
なく，通常のルール（アルゴリズム）の設定・運用を超え，特定の飲食店にのみ適用され
るようなルール（アルゴリズム）を恣意的に設定・運用等し，当該飲食店の店舗の評価（評
点）を落とすことにより，当該飲食店に対し，例えば，自らに都合のよい料金プランに変
更させるなど，正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合，当該行為は独占禁止
法上問題（優越的地位の濫用）となるおそれがある。

店舗の評価（評点）の決定について，上記のような恣意的な設定・運用を行う場合には，
独占禁止法上問題となるおそれがあるため，このような設定・運用を行わないことが公正
かつ自由な競争環境を確保する観点から必要である。」

そして，望ましい対応について次のように説明している。
「実際に店舗の評価（評点）を決めるルール（アルゴリズム）等は，飲食店ポータルサ

イトの特徴を直接的に表す重要な競争手段である中で，特定の飲食店ポータルサイトがそ
の全てを公開することは，その飲食店ポータルサイトの競争事業者に対する競争力を弱め
ることとなる可能性がある。」と配慮した上で，「飲食店ポータルサイトは，店舗の評価（評
点）に関係する重要な要素について，飲食店及び消費者に対して，可能な限り明らかにす
るなど，店舗の評価（評点）の取扱いについて，透明性を確保することが公正かつ自由な
競争環境を確保する観点から望ましい。」

そしてこれ「に加え，店舗の評価（評点）の取扱いについて，飲食店間で公平に扱われ
るなどの公正さを確保するための手続・プロセスの整備も必要となる。例えば，第三者が
チェックするなどの手続きや体制を構築するなどによって公正性を確保することが公正か
つ自由な競争環境を確保する観点から望ましい。」

このような問題状況下で，2022年６月16日，東京地裁判決35は，大手グルメサイト「食
べログ」で，チェーン店であることを理由に不当に評価点を下げられ多大な損害を受けた
という焼肉チェーン店の訴えについて，原告である店側の損害賠償請求を一部について認
めた。訴訟において，食べログ側は，点数を付けることは独占禁止法上の「取引」ではな
いと主張し，アルゴリズム変更の内容を明らかにしなかったが，東京地裁から照会を受け
た公正取引委員会が「取引に当たると考えられる」という意見書を提出したため，食べロ
グ側がアルゴリズム変更の「概要」を裁判所に提出した。裁判所は，今回のアルゴリズム
変更は「チェーン店である原告に不利益を与える取引」で，食べログが公表していた評価
方法（「利用者の評価の単純平均ではない」「表示順位が優遇される有料会員の店かどうか
は点数に影響しない」）に照らして「あらかじめ計算できない不利益」を与えるものだと

35 2022年6月17日の新聞各紙朝刊記事
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認定し36，営業利益の一部の賠償を命じた。他方で，差止請求は認めず，原告被告双方が
控訴している。

第５節　欧州AI規則案3738

欧州委員会は，2021年４月21日に，「人工知能に関する整合的規則（人工知能法）の制
定及び関連法令の改正に関する欧州議会及び理事会による規則案」（以下「欧州AI規則案」
という。）を公表した。これは世界で初めてAIの法的枠組みに関する提案を示したもので
ある。
第１項　規制対象

規制対象は，①機械学習アプローチ，②論理ベース又は知識ベースアプローチ，③統計
的アプローチのいずれかの技術を一つ以上使用しながら，人間が定めたある目的のために，
当該システムが相互作用する環境に影響をもたらすコンテンツ，予測，推奨又は決定等の
アウトプットを行うソフトウェアである（３条１号，附属書Ⅰ）。

この定義は，システム管理や契約書チェック等に用いるAIソフトウェアを含め，ふだ
んAIとしてイメージするようなソフトウェア全般を広く補足している。

第２項　規制対象者
規制対象者は，①EU域内においてAIを市場投入し又は稼働させるプロバイダー（EU

域内に拠点を有するか否かを問わない），②EU域内に所在するユーザー，③AIシステム
により生み出されたアウトプットがEU域内で利用される場合における，EU域外のプロバ
イダー又はユーザーである（２条１項）。

第３項　規制対象行為
規制対象行為は，リスクベースアプローチが採用されており，AIシステムに関連する

危険性が高ければ高いほどより厳格な規制が課せられる，４段階の仕組みになっている。
第１　禁止されるAIシステム
「禁止されるAIシステム」を市場に投入し，サービスとして提供し又は使用する行為は

原則として禁止される（５条１項）。
禁止されるAIシステム（概要）は，①サブリミナル技術を使用し，身体的・精神的危

害を引き起こすもの，②子どもや精神障害のある人の脆弱性を悪用し，身体的・精神的危
害を引き起こすもの，③自然人の信用性を評価等するものであって，特定の自然人やその
人の属するグループ全体を不利益に取り扱うこと等につながるようなものなどである。

36 公表されている判決内容では，アルゴリズムの「概要」がどのようなものかを明らかにしておらず，公表
している評価方法から実際のアルゴリズムを予測できないことを問題にしている。

37 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT（人工知能法）
 （https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206）

38 欧州AI規則案の概要（https://businessandlaw.jp/articles/a20220101-1/）
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第２　ハイリスクAI
１　ハイリスクAIの類型
　　人の安全や権利に影響を及ぼすリスクが高いAIは「ハイリスクAI」に分類され，「ハ

イリスクAI」システムの提供や利用に当たっては，プロバイダー等に重い義務が課さ
れる。

　　ハイリスクAIシステム（概要）は，①自然人の生体識別及びカテゴライゼーション，
②道路交通，水道，ガス，暖房，電気といった重要なインフラの管理と運用における安
全性確保のために用いられるAI，③教育，職業訓練機関等で学生の成績評価等の目的
で使用されるAI，④雇用，従業員管理，及び自営業者に対して用いられるAIであって，
採用・昇進・契約関係の終了等の決定，業務分配・業績評価等のために用いられるもの，
⑤重要な民間及び公共サービス，及び公的給付へのアクセスに関連するAIであって，
これらのサービスの受給資格等の審査，受給者の信用スコアや与信評価，緊急時のサー
ビス提供の判断のために用いられるもの，⑥法的執行機関が用いるAIであって，個人
の犯罪もしくは再犯のリスク評価，個人のプロファイリング等のために用いられるもの
などである。

２　プロバイダー等の義務
　　ハイリスクAIシステムについては，リスク管理システムを構築，実行，文書化，維

持し，継続的にアップデートを行うことを前提としたマネジメントシステム要求事項を
充足しなければならないとされている。具体的な要求事項の概要は，①適正なリスクマ
ネジメントシステムの構築（９条），②評価データ等についての正確性及び公平性等の
確保（10条），③AIシステムに関する技術文書の作成（11条），④特にAIシステムのオ
ペレーションの記録等（12条），⑤透明性の保証及び利用者への情報提供（13条），⑥人
間による監督の保証（14条），⑦堅牢性，正確性，安全性の保証（15条）である。

　　これらの要求事項の充足を担保するために，プロバイダー及びユーザーに一定の義務
が課される（16条～29条）。

第３　透明性義務を伴うAI
自然人との間で相互にやり取りが生じるAIについては，自然人とAIシステムとにその

ようなやり取りが生じることが明確ではない場合，その旨を人に通知することが義務付け
られている。また，存在する人物等に相当程度似せた画像，動画コンテンツ等を生成又は
操作するシステム（ディープフェイク）を利用する場合には，利用者に対して当該コンテ
ンツが人工のものであることを開示することが義務付けられている（52条）。

第４　最小限リスク／リスクなし
上記の３リスクグループ（上記の第１ないし第３のグループ）に該当しないAIシステ

ムは，一般的に適用される法律を遵守して開発及び使用することができ，欧州AI規則案上，
プロバイダー及びユーザーが特に遵守すべき法的義務として定められた事項はない。ただ，
欧州委員会と欧州人工知能会議は，低リスクAIシステムの提供・利用に当たっても，ハ
イリスクAIを提供・利用するのと同様の行動規範を自主的に策定することを促している
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（69条）。

第５　制裁金
プロバイダー等が禁止されたAIシステムを使用した場合，ハイリスクAIが要件を遵守

していない場合等に莫大な制裁金が課される（71条）。
欧州委員会は，欧州AI規則案の目的について，基本的権利の保護とユーザーの安全を

確保することと，AIの開発と普及に対する信頼を強化することにあるとしているが，企
業は大きな負担を強いられることになることから，米国テック企業だけでなく，AIイノ
ベーションの促進を図る経済界も同規則案に否定的である。

今後，大幅な修正があったとしても，2024年以降にAI規則が運用されるようになれば，
GDPRと同様に，EU市場を対象にビジネスを行う日本企業などはこれに応じなければな
らなくなる。そうだとすると，日本でもAI規則の考え方や構造をどのように取り入れら
れるかを積極的に検討しておく必要がある。

第６節　デジタル権とその原則に関する欧州宣言39

さらに2022年１月26日，欧州委員会は，欧州議会，欧州連合理事会に対し，デジタルの
権利と「デジタルの10年」の原則に関する欧州宣言を支持するよう提案した。
第１項　前文

前文は冒頭で次のように述べている。
「デジタルの変革は，人々の生活のあらゆる側面に影響を及ぼす。それは，より良い生

活の質，イノベーション，経済成長及び持続可能性のための重要な機会を提供するが，同
時に，我々の社会及び経済の構造，安全及び安定性に対して新たな課題をもたらす。デジ
タル変換の加速に伴い，欧州連合（EU）は，その価値と基本的権利をオンラインの世界
でどのように適用すべきかを明示する時期に来ている。」

EUは，デジタルの変革を民間企業の自主的判断に委ねるのではなく，基本的権利をオ
ンライン上でどのように守るかという課題についての見解を表明することにした。

従来の人権・自由が国家を侵害者と捉え，国家からの個人の人権・自由を重要視してい
たのに対して，前記宣言は，国家が個人の人権自由を守るという関係にあるとしている40。
国家と個人の関係に，従来とは全く異なる関係を作る必要があることを明言した。ここに
は，世界規模で情報の流通をコントロールしているデジタル企業の影響力が，国家や地域
を越えて絶大になっていることを自覚し，そこで個人の人権・自由が空洞化されていくこ
とへの民主主義国家（政府）としての深刻な危機感がある。逆に言えば，個人の尊厳や民
主主義を重要視しない体制にとっては社会的な危機ではない。

宣言には法的拘束力はない。そうだとは言っても無力なわけではない。EUはこの宣言
を基に今後必要な法制を作っていくはずである。EUが宣言で自らの考え方を示すことに

39 Declaration on European Digital Rights and Principles（デジタル権とその原則に関する欧州宣言）
 （https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles）

40 2022年６月10日の朝日新聞「オピニオン＆フォーラム」欄の「巨大なSNSと表現の自由」で，鈴木秀美慶
応大学教授は「国家による自由」を進めている欧州について説明している。
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よって，世界規模のデジタル企業はどのような振る舞いをすればEUと協調的になれるか，
どのようなことをすればEUと敵対的になってしまうかを予測できる。予測できるという
ことは，それに向けた企業努力をすることによって，将来に向けて継続的で発展的な関係
を持つことができるということである。空虚な経済合理性や利便性しか目標設定しない（で
きない）国とは根本的に異なる点である。

宣言前文は，「デジタル変革に関するEUのビジョンは，人々を中心に据え，個人に力を
与え，革新的な企業を育成するものである」と述べている。これは個々の人間の尊厳こそ
最重要なのだとするEUの価値観とつながっている。その上に，革新的な企業の育成がある。
革新的というのは単なる経済合理性ではない。人々を中心に据え，個人に力を与えるとい
う人間の尊厳を含んでいる革新性なのである。
「宣言は，共通の政治的意図を説明することを目的としている」と明言し，「デジタル変

革の文脈で最も関連性の高い権利を想起させるだけでなく，企業やその他の関連アクター
が新しい技術を開発・展開する際の参考となるべきものである。」とし，単なる規制では
なく，新しい技術の開発等の参考になるようにと，経済界を誘導している。

また，この宣言は，「政策立案者がデジタル変革のビジョンを考える際の指針となるべ
きものである。デジタル変革の中心に人々を置くこと，連帯と包摂の基礎をなすこと，選
択の自由の重要性を再確認すること，デジタル公共空間への参加，安全，セキュリティ，
エンパワメント，そして持続可能性である」と明示し，政策立案者をも誘導している。

そしてそのために，「法の支配の原則，効果的な司法及び法の執行を十分に尊重した上で，
デジタル社会及び経済の民主的な監視を更に強化する必要がある。」とし，民主的な監視
の更なる強化を明言している。

そして，「デジタル原則の推進と実施は，EUとその加盟国がそれぞれの権限の範囲内で，
EU法を完全に遵守した上で，共通の政治的コミットメントと責任を負うものである。」と
している。日本は欧州委員会からGDPR（一般データ保護規則）45条の十分性認定を受け
ている国であることからすれば，この宣言に沿った考え方ないし価値観に基づいた政策や
法制を積極的に進めていくべき立ち位置にいる。

第２項　デジタル革命の中心は人
宣言の第Ⅰ章では，人々をデジタル変革の中心に据えるとして，「欧州連合におけるデ

ジタル変革の中心にいるのは人である。テクノロジーは，全ての欧州人に役立ち，利益を
もたらし，基本的権利を尊重し，完全な安全の下に，彼らの願望を追求する力を与えるも
のでなければならない。」とし，人こそが変革の中心なのだと明言して，具体的に以下の
指摘をしている。

①　全ての人に恩恵を与え，全ての欧州人の生活を向上させるデジタル変革のための民
主的枠組みを強化すること。

②　欧州連合の価値観と欧州連合の法律が認める個人の権利が，オンラインでもオフラ
インでも尊重されるよう必要な措置を講じること。

③　安全でセキュアなデジタル環境のために，官民全てのデジタル関係者による責任あ
る真摯な行動を促進すること。
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④　国際関係においても，このデジタル変革のビジョンを積極的に推進すること。

第３項　連帯とインクルージョン
宣言の第Ⅱ章では，連帯とインクルージョンとして，「全ての人が，人々を分断するの

ではなく，団結させることを目的としたテクノロジーにアクセスできるようにする必要が
ある。デジタルトランスフォーメーションは，EUにおける公正な社会と経済に貢献する
ものでなければならない。」とし，テクノロジーが人々を分断させることを警戒し，むしろ，
公正な社会と経済に貢献させようとしている。

第４項　選択の自由
宣言の第Ⅲ章では，選択の自由として，まず，アルゴリズムや人工知能システムとのイ

ンタラクション（相互作用）を挙げ，「全ての人は，健康，安全，基本的権利に対するリ
スクや危害から保護されつつ，デジタル環境において十分な情報を得た上で自ら選択する
ことにより，人工知能の利点から利益を得る権限を与えられるべきである。」とし，リス
クや危害から保護され，自ら選択し，利益を得るという関係性を明示し，空洞化しつつあ
る選択の自由を実質化しようとしている。

①　アルゴリズムと人工知能の使用に関する透明性を確保し，人々がそれらと対話する
際に力を与えられ，情報を得られるようにすること。

②　アルゴリズムのシステムが適切なデータセット（機械学習などコンピューターによ
る自動処理を行うために用意された大量の標本データ）に基づいていることを確認し，
違法な差別を回避し，人々に影響を与える結果を人間が監督できるようにすること。

③　アルゴリズムや人工知能などの技術が，例えば健康，教育，雇用，私生活などに関
する人々の選択を事前に決定するために使用されないことを保証すること。

④　人工知能とデジタルシステムが安全であり，人々の基本的権利を十分に尊重して使
用されることを保証するためのセーフガードを提供すること。

第５項　公平なオンライン環境
宣言の第Ⅲ章で次に，公平なオンライン環境を挙げ，「誰もが，客観的で透明性のある

信頼できる情報に基づいて，どのオンラインサービスを利用するかを効果的に選択できる
ようにすべきである。誰もがデジタル環境において公平に競争し，革新する可能性を持つ
べきである。」として，「基本的な権利が保護され，プラットフォーム，特に大企業やゲー
トキーパーの責任が明確に定義された，安全，安心，かつ公正なオンライン環境を確保す
ること」に取り組むとしている。

第６項　デジタル公共空間への参加
宣言の第Ⅳ章では，デジタル公共空間への参加を挙げ，「誰もが信頼できる，多様で多

言語のオンライン環境にアクセスできるようにすべきである。多様なコンテンツへのアク
セスは，多元的な公開討論に寄与し，誰もが民主主義に参加できるようにすべきである。
誰もが，検閲や脅迫を受けるおそれのない，オンライン環境における表現の自由を得る権
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利を有する。誰もが，自分が使っているメディア・サービスを誰が所有し，あるいは管理
しているかを知る手段を持つべきである。非常に大規模なオンライン・プラットフォーム
は，そのサービスが世論と言説を形成する役割を担っていることを考慮し，オンラインで
の自由な民主的議論を支援する必要がある。彼らは，偽情報キャンペーンを含め，彼らの
サービスの機能と使用から生じるリスクを軽減し，表現の自由を保護する必要がある。」
とし，以下のことに積極的に関わるとしている。

①　市民の関与と民主的参加を促進するためのデジタル技術の開発と最適な利用を支援
すること。

②　オンライン上の基本的権利，特に表現と情報の自由を継続的に保護すること。
③　あらゆる形態の違法なコンテンツに対し，それらが引き起こす可能性のある損害に

比例して，表現と情報の自由の権利を十分に尊重し，一般的な監視義務を設けること
なく，取り組むための措置を講じること。

④　偽情報やその他の有害なコンテンツから人々が保護されるオンライン環境を構築す
ること。

第７項　その他
宣言の第Ⅴ章では，安全，安心，エンパワメントを，第Ⅵ章では，持続可能性を，それ

ぞれ取り上げている。
宣言の内容から明らかなように，この宣言を実行する担い手は，政府や世界規模のデジ

タル企業だけではない。むしろ，あらゆる人々が問題意識を持って積極的に関わることに
よってこそよりよい発展的で持続的な情報環境ができるという考え方に立っている。

第７節　国連人権高等弁務官事務所の年次報告書41

2021年９月13日付け国連人権高等弁務官事務所の年次報告書（以下，本節において「報
告書」という。）は，世界に向けて発した問題提起として重要である。
第１項　はじめに

報告書は冒頭「Ⅰ．はじめに」で次のように指摘している。
「本報告書ではコロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは取り上げていな

いが，現在進行中の世界的な健康危機は，世界中の多様な生活領域におけるAIのスピード，
規模，影響を示す強力かつ非常に目に見える例となる。複数のタイプのデータ（地理的位
置，クレジットカード，交通システム，健康，人口統計）と個人ネットワークに関する情
報を使用したコンタクト・トレーシング・システムは，病気の広がりを追跡するために使
用されている。AIシステムは，個人を潜在的な感染者又は感染症であると判断し，隔離
または検疫を義務付けるために使用されている。成績の予測配分に使われたAIシステム
は，公立学校や貧しい地域の生徒を差別する結果を招いた。こうした動きは，AIシステ

41 The right to privacy in the digital age（デジタル時代におけるプライバシーの権利）
 （https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefa

ult%2Ffiles%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession48%2FDocuments%2FA_HRC_48_31_
AdvanceEditedVersion.docx&wdOrigin=BROWSELINK）
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ムが人々の日常生活に及ぼす影響の広範さを示している。AIが個人情報を利用し，しば
しば人々の生活に具体的な影響を与える決定を下すことで，プライバシー権はこれら全て
のケースで影響を受ける。とはいえ，プライバシーの問題と深く関わっているのは，健康，
教育，移動の自由，平和的集会の自由，結社の自由，表現の自由といった他の権利の享受
に対する様々な影響である。」
「2019年，国連事務総長は『最高の願望：人権のための行動への呼び掛け』において，

デジタル時代が人間の福祉，知識，探求の新たなフロンティアを切り開いたことを認識し
た。また，デジタル技術は人権を擁護し，防衛し，行使するための新たな手段を提供する
ことを強調した。しかしながら，新しい技術は，例えば，人権擁護者を含む監視，抑圧，
検閲，オンライン・ハラスメントなどを通じて，特に既に脆弱な立場にある人々や取り残
された人々の権利を侵害するために余りにも頻繁に使用されている。福祉制度のデジタル
化は，効率性を高める可能性があるにもかかわらず，最も必要としている人々を排除する
危険性がある。事務総長は，新しい技術の進歩が，人権を侵食し，不平等を深め，既存の
差別を悪化させるために利用されてはならないことを強調した。また，AIのガバナンス
には，公正さ，説明責任，説明可能性，透明性を確保する必要があると強調した。」

あらゆる課題がデジタル時代特有の問題として立ち現れたことを踏まえて，国連は全世
界に取組を求めている。

第２項　内容
「Ⅱ．法的枠組み」では，「世界人権宣言12条，市民的及び政治的権利に関する国際規約

17 条，その他いくつかの国際的及び地域的人権に関する文書は，プライバシーの権利を
基本的人権として認めている。プライバシーの権利は，国家と個人の間の力の均衡におい
て極めて重要な役割を果たすものであり，民主主義社会の基礎となる権利である。データ
中心がますます進む世界において，オンライン及びオフラインで他の人権を享受し行使す
るために，その重要性はますます高まっている」とし，巨大企業を意識して，「企業は，
国際的に認められた全ての人権を尊重する責任を負っている。これは，他者の人権を侵害
することを回避し，企業が関与する人権への悪影響に対処することを意味する。ビジネス
と人権に関する指導原則の第２の柱は，この責任を果たす方法について，全ての企業に権
威ある青写真を提供する。尊重する責任は企業の活動とビジネス関係全体に適用される」
と指摘している。

そして，「Ⅳ．課題への対応」では，「Ａ．基本原則」で，「AIに対する人権に基づくア
プローチでは，平等と非差別，参加と説明責任など，多くの基本原則を適用する必要があ
る。この原則は，『持続可能な開発目標』や『ビジネスと人権に関する指導原則』の中心
にもなっているものである。さらに，合法性，正当性，必要性，比例性の要件は，AI技
術に一貫して適用されなければならない。さらに，AIは，経済的，社会的，文化的権利
の実現を促進する方法で，その主要要素である可用性，手頃な価格，アクセス性，質の達
成を保証することにより，展開されるべきである。AIの使用に関連する人権侵害や虐待
を受けた人々は，効果的な司法上及び非司法上の救済を受けることができるべきである。」，

「Ｂ．立法と規制」で，「膨大な情報の非対称性を含め，複雑化し不透明化するグローバル
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なデータ環境に対抗するための重要な要素の一つが，独立したデータ・プライバシー監督
機関である。これらの機関は効果的な執行権限を持ち，十分な資金を提供される必要があ
る。市民社会組織は，堅牢な苦情処理メカニズムの確立を含め，データ・プライバシー法
の執行を支援する権限を与えられるべきである。」，「Ｅ．透明性」で，「AIシステムの開
発者，マーケティング担当者，オペレーター，ユーザーは，AIの使用に関する透明性に
ついての努力を大幅に増やすべきである。第一段階として，国，企業，その他のAI利用
者は，どのようなシステムをどのような目的で利用しているか，また，システムの開発者・
運営者の身元に関する情報を公開すべきである。影響を受ける個人は，自動的又は自動化
ツールの助けを借りて意思決定が行われている，又は行われていた場合，体系的に通知さ
れるべきである。また，提供した個人データがAIシステムで使用されるデータセットの
一部となる場合，個人は通知されるべきである。さらに，人権上重要なアプリケーション
については，国はAIツール及びその使用に関する重要な情報を含む登録簿を導入すべき
である。データ・プライバシーの枠組みに含まれる透明性義務及びデータ・アクセス，消
去，修正の権利の効果的な執行を確保する必要がある。特に，個人が自分について作成さ
れたプロファイルをよりよく理解し，管理できるようにすることに注意を払うべきであ
る。」としている。

第８節　アルゴリズムの説明義務
チェスや将棋，囲碁のようなルールが決まっているゲームでAIが抜群の能力を発揮し

て名人たちを次々に打ち負かしていったことは，今では古いニュースになってしまってい
る。AIのアルゴリズムはディープラーニングで進化し続けており，人間の思考では思い
つかない“素晴らしい回答”を示すことがある。それを，様々な立場の人たちが様々なこ
とを考え，実際に多方面で利用する社会が到来している。

しかし，AIのアルゴリズムには個人の尊厳の重要性という価値観が備わっているわけ
ではないので，この価値観に立ってみたとき常に合理的なわけではない。チェスや将棋，
囲碁ではルールがはっきり決まっているのでルールや戦法を知らない最初のうちはあっさ
り負け（失敗し）続けていたが，全てを学習するので，やがては驚くべき短時間で名人に
も勝つようになる。だが，人間はゲームと異なり，決まったルールだけで考え行動する存
在ではない。各人が様々に違っていて各人が尊重されなければならない。そうだとすると，
人間を対象とするとき，何を目的にしてよいか，どのような条件付けをすればよいのか，
AIが知っているわけではないから，AIのアルゴリズムのブラックボックス化は，取り返
しのつかない被害を無数の人々にもたらす危険性がある。「デジタル権とその原則に関す
る欧州宣言」が，その前文で，「デジタル変革に関するEUのビジョンは，人々を中心に据
え，個人に力を与え，革新的な企業を育成するものである。」とし，人間を中心に据える
ことを強調しているのは，この危惧を明確に持っているからである。

そして同宣言は，「選択の自由」のためとして，「アルゴリズムと人工知能の使用に関す
る透明性を確保し，人々がそれらと対話する際に力を与えられ，情報を得られるようにす
ること」を挙げている。透明性が確保されることによって，そのアルゴリズムによって影
響を受ける人々はアルゴリズムの内容を理解し，その合理性・不合理性，欠陥の発見，修
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正の要否など意見が言えるようになり，AIに対する人間の優越性ないし対等性を維持で
きるようになるのだ。そうは言っても，アルゴリズムは素人には理解できない。それなら
ば専門家の解説がセットにされればよい。その専門家の解説がおかしければ，他の専門家
が指摘し正しい解説をすればよい。それが「対話をする際の力」だ。そうすることによっ
て，人間はAIのアルゴリズムに従属しなくて済むようになり，AIと人間の良好な関係が
形成される。欧州では近年中に欧州AI規則案を法制化するであろう。

個人の尊厳を価値原理とする憲法を有し，GDPR45条の十分性認定を受けている日本と
してもこの方向に進むことが望ましいと言えよう。そうだとすれば，前記法制化を待つこ
となく，少なくとも影響力が大きく，十分な対応能力ないし財務的基盤もあるデジタルプ
ラットフォーマーに関し，日本は，AIのアルゴリズム（ディープラーニング開始後も含め）
と，その適用後のデータ処理について，基本構造を公開し，その構造について説明すべき
ことを，速やかに法制化すべきである。
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第３章　フェイクニュース

第１節　フェイクニュースとは何か
2016年にフェイクニュースという言葉が普及する契機になった出来事があった。一つは，

ヒラリー・クリントン候補とドナルド・トランプ候補とが争った米国大統領選挙で，その
際，大量の偽情報がソーシャルメディアで拡散され，トランプ候補当選の選挙結果に影響
があったと言われている。もう一つはイギリスで実施されたEU離脱を問う国民投票（ブ
レグジット）で，この投票行動に対しても，偽情報が影響を与えたと言われている。最近
では，ロシアのウクライナ侵攻に伴い，国に都合の良いプロバガンダが発信されている。

フェイクニュースという言葉に国際的に定まった定義はなく，諸外国政府の政策文書等
では，「disinformation（偽情報）」や「misinformation（誤情報）」という表現が用いられ
ることが多いと指摘されている42。「偽情報」は害を与える意図を持って作成された誤った
情報，「誤情報」は害を与える意図は持っていないが間違っている情報を指す。

フェイクニュースの範囲ないし分類についても様々な議論があり，虚偽情報を流通させ
る目的・動機（政治的・経済的な利益を得ることなど何らかの意図を持った情報に限るか，
あるいは，単なる誤った情報を含むか）や，拡散様式（インターネット上の情報に限るか，
それ以外のメディアを通じた情報も含むか），含まれる誤りの程度（明確に虚偽である情
報に限られるか，あるいは部分的に不正確，根拠が不明，ミスリードのケースも該当する
か）といった要素に着目した範囲の定め方ないし分類などがある43。

このように「フェイクニュース」は，定義・分類方法も定まっておらず，使う人によっ
て指し示す範囲も異なる。トランプ大統領（当時）は，自分に批判的報道をするニュース
メディアをフェイクニュースと呼んで攻撃手段にした。こういったことに照らし，フェイ
クニュースという言葉の使用自体を避けようとする動きもある。しかし，広く使われ馴染
みのある表現であることから，ここでは，主にインターネット上を流通する偽情報を念頭
において，フェイクニュースの語を用いる。

第２節　フェイクニュースが広がる背景
真偽不明な情報が人々の間に伝播される現象は古くから存在した。社会心理学の古典的

文献である「デマの心理学」44では，「噂の流布量＝話題の重要さ×状況の曖昧さ」という
定式が示されていた。震災直後のデマなど，情報不足の状態で噂が広がりやすそうなこと
は想像しやすい。もっとも，状況の曖昧さは，情報不足によってのみもたらされるのでは
なく，SNSなどのコミュニケーションツールが発達し，むしろ情報過多な状況でも生じ得
る。さらに，人が有する認知のゆがみのため，客観的には状況の曖昧さが存在しないはず
の場合でも，フェイクニュースの広がりが止まらない場合もある。

総務省「プラットフォームサービスに関する研究会最終報告書」（以下「総務省報告書」

42 総務省「プラットフォームサービスに関する研究会最終報告書」16頁（2020年２月）

43 前掲総務省報告書17頁，笹原和俊「フェイクニュースを科学する」17頁（化学同人，2021年）

44 ゴードン・オルポート・レオ・ポストマン（南博訳）「デマの心理学」（岩波書店，1952年）
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という。）では，「プラットフォームサービスには次のような固有の特性があり，そのこと
がインターネット上において偽情報を顕在化させる一因になっていると考えられる」と指
摘し，プラットフォームサービスの固有の特性として，次の５点を指摘している45。

①　SNSでは一般の利用者でも容易に情報発信（書込み）や拡散が可能であり，偽情報
も容易に拡散されやすいこと

②　多くの利用者がプラットフォームサービスを通じて情報を収集・閲覧していること
から，情報が広範囲に，かつ，迅速に伝播されるなど，影響力が大きいこと

③　偽情報は，SNS上において正しい情報よりもより早く，より広く拡散する特性があ
ることや，SNS上の「ボットアカウント」46が拡散を深刻化させていること

④　自分と似た興味・関心・意見を持つ利用者が集まるコミュニティが自然と形成され，
自分と似た意見ばかりに触れてしまうようになる（＝「エコーチェンバー」），パーソ
ナライズされた自分の好み以外の情報が自動的にはじかれてしまう（＝「フィルター
バブル」）などの技術的な特性があること47

⑤　各利用者の利用者情報の集約・分析によって，個々の利用者の興味や関心に応じた
情報配信（例：ターゲティング広告）が可能であるなど，効果的・効率的な利用者へ
のアプローチが可能であること

ここで指摘されている事項は，ITの発達やIT機器の利用率向上といった肯定的事象に
伴う負の側面（①，②，③後半，⑤），あるいは人が有する認知的バイアスに由来する事
項（③前半，④）と整理できるであろう。

フェイクニュースが広がる理由に広告が密接に結び付いていることを強調する指摘もあ
る。新聞やテレビの場合は広告考査があり，怪しげな広告ははじかれるのに対し，ネット
は誰でも広告が出せる。また，アクセス数に応じて広告収入が得られる仕組みのため，記
事の品質にかかわらず偽物でもアクセス数が多ければ広告収入が得られる仕組みになって
いる。このことが，フェイクニュースのエネルギーになっているという指摘である48。

第３節　対策の必要性
総務省報告書が指摘するとおり，「プラットフォーム上において多くの不確かな情報や

悪意のある情報が容易に流通・拡散することは，利用者が多様な情報をもとに物事を正確
に理解して適切な判断を下すことを困難にし，結果として，利用者が安心・信頼してプラッ
トフォームサービスを利用することができなくなる，また，利用者の知る権利が阻害され
るのみならず，利用者に直接的な損害を与え得るなど，利用者にとって様々な不利益が生

45 前掲報告書15頁

46 人間ではなく機械により自動的に投稿を行うアカウント。オックスフォード大学フィリップ・ハワード教
授の調査によれば，2016年の米国大統領選でトランプ支持のツイッターの33％はボットで，ヒラリー・ク
リントン支持の22％はボットであったとされている。

 フィリップハワード教授のウェブサイト”A third of pro-Trump tweets are generated by bots”（トラン
プに好意的ツイートの３分の１はボットで作成されている）（https://philhoward.org/a-third-of-pro-trump-
tweets-are-generated-by-bots/）

47 エコーチェンバーとフィルターバブルについては，本報告書第１編第５章第２節第４項参照。

48 「ネットメディアの本質的問題は『広告』」（Journalism・2017年11月号）14頁（藤代博之発言）
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じるおそれがある。選挙の候補者等に関する不正確な情報が流布されることなどによって
有権者の理性的な判断が妨げられることで投票結果がゆがめられたり，政治的分断が深ま
るおそれ…なども考えられる。」「特にSNSを始めとするプラットフォームサービスは，経
済活動や国民生活などの社会基盤になりつつあり，情報流通の基盤にもなっていることか
ら，また，上記のプラットフォームサービスの特性が偽情報の生成・拡散を容易にし，偽
情報を顕在化させる一因となっていると考えられることから，特にこうしたプラット
フォーム上の偽情報への適切な対応が求められる」49。

前述のとおり，フェイクニュースが広がる理由には，広告が密接に結び付いていると考
えられる。プラットフォームサービスが広告収入モデルであることも，フェイクニュース
対策として，プラットフォームサービスを通じた対策が有効であることを示していると考
えられる。

第４節　対策とその難しさ
第１項　ファクトチェック

フェイクニュース対策として代表的なものの一つがファクトチェックである。ファクト
チェックとは，発信された情報が客観的事実に基づくものかを調査し，情報の正確さを評
価の上，公表することをいう。

ファクトチェックの難しさは，仮に自分がファクトチェックを実施する立場になった場
合を想定してみると分かりやすい。まず，どの言説を検証対象とするか。世の中に不確実
な情報は数え切れないほどある。人が信じることもなさそうないい加減な言説は，わざわ
ざ検証対象にする必要はないようにも思える。とはいえ，いい加減な度合いが大きい情報
が仮に信じられたとすれば悪影響は大きい。そういった言説をどのように，どこまで検証
対象にするか。次に，根拠のない言説について根拠がないことを示すためには何をどこま
ですればよいか。不確実な言説を拡散する行為に比べて，それを検証する行為には多くの
労力を要する。また，選挙報道などの場合，候補者の取り上げ方に偏りがないようにする
ことも重要だが，ある候補者に対するフェイクニュースの方が多いと考えられる場合に，
その候補者に関するファクトチェックの方が多くなることの影響をどのように考えるかと
いう問題もある。さらに，人の認知バイアス（自分の意見や価値観に一致する情報ばかり
を集め，それに反する情報を無視する傾向）の中には，「バックファイアー効果」という
概念があると言われている。これは，自分の世界観に合わない情報に接したときに，自分
の世界観にかえって固執する傾向を言う50。このような傾向が人の認知バイアスとして存
在するならば，真実を伝えたとしても問題が解決するとは限らないことになる。つまり，
ファクトチェックをして正確な情報を伝えさえすればフェイクニュースに対する誤解が解
けるとは言い切れないことになる。

さらに，ファクトチェックを行う主体がインターネットメディアの場合，それによって
ページビューを稼ごうとすることになる点では，フェイクニュースと共通する問題を抱え

49 前掲総務省報告書15，16頁

50 前掲「フェイクニュースを科学する」55頁
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ているという趣旨の指摘もある51。
IFCNという団体52が出しているファクトチェックに関する原則（Code of Principle）が

あり，①党派性なしに公正であること，②情報源に関する基準と透明性，③資金と組織の
透明性，④検証方法の基準と透明性，⑤開かれた誠実な訂正ポリシーを内容とするルール
が定められている53。この原則に同意署名した団体は，本報告書執筆時点（2022年６月30日）
において全世界で91団体あるが，日本の団体はその中に含まれていない54。

第２項　メディアリテラシー教育
フェイクニュース対策として取り上げられることが多いものとして，ファクトチェック

のほかにメディアリテラシーの向上ないしメディアリテラシー教育がある。メディアリテ
ラシーにも様々な定義があるが，本編では，テレビ，新聞，インターネットなどメディア
からのメッセージを主体的・批判的に読み解く能力をいうこととする。

従来メディアリテラシー教育に幅広く取り入れられてきたアプローチの一つにチェック
リスト方式があると言われており，これは，ある言説やニュースの信頼性・信憑性を確認
するに当たって，適時性，内容の正確性，情報発信者の意図，ウェブサイトのURL，筆
者の連絡先が掲載されているかどうかなどの項目をチェックする手法である55。従来型の
チェックリストは，書籍用に開発されたもので，ソーシャルメディアやウェブサイトの情
報確認には適していないと言われており，それに代わるものとして，ソーシャルメディア
用のチェックリストも用意されている。ソーシャルメディア用チェックリストは，例えば，
釣り見出しに注意する，記事内の画像も確認するといった項目を含むものである。もっと
も，こういったチェックリストの多くが情報の受信者に確認するよう求める事項は，偽情
報やプロパガンダの発信者にとっては簡単に偽造・改ざんができる情報であるという指摘
もある56。フェイクニュースやプロパガンダの発信者はユーザーの注意を惹くことに長け
ていて，インターネット上でむやみに検索を繰り返すとかえって何が本当か分からなくな
る危険性があるという指摘もあり57，メディアリテラシー教育の難しさを示している。「個
人でフェイクニュースを見分けるのは困難になっている。汚染の解決策としてメディアリ
テラシーに過度なフォーカスを充てることは，自己責任論を増長させ，汚染に加担するそ
のほかのプレーヤーに自身の根本原因から目を背ける口実を与えることになる」という指

51 藤代裕之「フェイクニュースの生態系」150，151頁（青弓社，2021年）

52 International Fact-Checking Network

53 この五つの項目ごとに具体的に守るべき細目が規定されている。
 IFCNウェブページ「”The commitments of the code of principles”（コミットメントの原則規定）」（https://

ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles）

54 同ウェブページ「“Verified signatories of the IFCN code of principles”（IFCN原則規定の確認済署名者）」
（https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories）

55 前掲「フェイクニュースの生態系」233頁（耳塚佳代執筆）

56 前掲「フェイクニュースの生態系」234頁

57 前掲「フェイクニュースの生態系」236頁
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摘があり，傾聴に値する58。

第３項　限界を留意した上での対策を
ここでは，対策の難しさに比重をおいていくつかの指摘をしたが，ファクトチェックや

メディアリテラシー教育が適切に行われれば，対策として意味があるのも確かであろう。
ここで指摘したような問題点や限界は，より有益な対策を採るための留意点と位置付けた
上で，ファクトチェックやメディアリテラシー教育を普及させていくことが肝要であろう。

第５節　諸外国の法規制
第１項　EU

EUは，2018年 ９ 月 に「 偽 情 報 に 関 す る 行 動 規 範 」（The Code of Practice on 
Disinformation）を策定した59。これは，偽情報と対抗するための自主的基準に産業界が自
発的に合意するもので，政治的広告の透明性確保，フェイクなアカウントの閉鎖，偽情報
を拡散する者の収入を減らすなどのコミットメント（約束）を内容とする。2022年５月時
点で，Google（グーグル），Facebook（フェイスブック（現メタ（Meta））），Twitter（ツ
イッター），Microsoft（マイクロソフト），TikTok（ティックトック），Mozilla（モジラ）
といったプラットフォーマーのほか，複数の広告業界団体などが同意署名をしている。

この行動規範におけるコミットメントは五つの柱からなり，①広告出稿の精査，②政治
的広告及び争点ベースの広告（候補者，政党，スポンサーの明示等），③サービスの統合
性（フェイクアカウントの凍結等），④消費者のエンパワメント（信頼できる情報源を優
先する技術や公共性のある話題に関する多様な視点を利用者がより容易に見つけられるよ
うにする技術への投資等），⑤研究者のエンパワメント（研究者やファクトチェックを行
う人々がプラットフォーマーのデータにアクセスできるようにすること等）を内容とする。
同意署名者は，自己が提供する商品やサービスに関連して，どのコミットメントを守るか
を特定する必要があり，行動規範を実施するための具体的ポリシーや行為を規定する。そ
の上で同意署名者は，コミットメントの実施状況を報告するため，年次自己検証報告書を
提出する必要がある。さらに，同意署名者は，年次自己検証報告書をレビューの上，進展
状況を評価する客観的な第三者組織を選択する義務を負う。

2020年９月に公表された行動規範の検証報告書（以下「2020年検証報告書」という。）60

では，例えば，①広告出稿の精査との関連では，2019年３月と４月にフェイスブック社が，
同社の「低品質もしくは混乱を起こさせる情報，ミスリーディングもしくは誤った情報に
関するポリシー」に違反したEU域内の広告について，各月とも60万を超える件数の対策

58 前掲「フェイクニュースの生態系」226頁。なお，同書が指摘するフェイクニュースによる汚染に加担す
るそのほかのプレーヤーとは，ポータルサイト，ミドルメディア（ソーシャルメディアの情報を集約して
マスメディアに紹介するニュースサイトやまとめサイト），ソーシャルメディアである（同書53，54頁等）。

59 “2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation”（2022年強化された偽情報に関する行動規範）
（https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation）

60 欧州委員会ウェブサイト“Assessment of the Code of Practice on Disinformation - Achievements and 
areas for further improvement”（偽情報に関する行動規範の検証－達成及び今後の発展分野）

 （https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/node/700）
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を講じたこと，あるいはツイッター社が，2019年１月から９月までに，同社の受容できな
いビジネス慣行に関するポリシー違反で11,307件の広告を拒否し，広告品質ポリシー違反
で10,639件の広告を拒否した，といった実績が報告されている。

また，2020年検証報告書は，行動規範の改善点として，共通の定義の設定，より明確な
手続，より正確なコミットメント，透明な重要業績評価指標（KPI），適切なモニタリン
グなどを指摘している。

自主規制を促すための行動規範（Code of Conduct）を定める枠組みは，デジタルサー
ビス法（Digital Service Act，「DSA」）でも採用されており（DSA35，36条，前文(69)），
DSA法に基づいて欧州委員会が偽情報に関する行動規範の強化されたガイダンスを出す
ことになった。そして，これを受けて欧州委員会は，2022年６月15日に「強化された偽情
報に関する行動規範2022年」（The Strengthened Code of Practice on Disinformation 
2022）（以下「強化された行動規範」という。）を公表した61。

強化された行動規範では，同意署名をする事業者等を拡大するとともに，コミットメン
トとして，偽情報を広める者が広告収入を得られないようにする，偽情報を広めるフェイ
クアカウント，ボット及び悪意を持ったディープフェイクなども新たに対象とすることな
どを内容とするものである。ここでは，強化された行動規範のうち，利用者のエンパワメ
ントに関する規定の一部を簡単に紹介する。

前述のとおり，2018年の行動規範では，コミットメントの五つの柱の一つとして，「④
消費者のエンパワメント」があった。強化された行動規範は，消費者を利用者一般に広げ
た上で，利用者のエンパワメントについて，例えば次のような内容を含んでいる。

・自主的基準への同意署名者は，メディアリテラシーと批判的思考を向上させるツール
を設計，実施，又は継続的に維持する。例えば，サービス上で見えるコンテンツの文
脈やオンラインコンテンツの評価方法に関するガイダンスをユーザーに提供する（方
策17.1）。

・明確で透明性のある方法によって信頼できる情報の基準を定義した上で，信頼できる
情報を目立つようにし，偽情報を目立たなくするレコメンド（お薦め）の仕組みを採
用するなど，有害な偽情報の拡散を助長するサービスを提供するリスクを軽減する（方
策18.1）。

・レコメンド機能を用いる同意署名者は，情報の優先順位付けなどに使用する主な基準
やパラメータの概要を示す情報を，分かりやすいように透明性センター62を含めた方
法で利用者に伝え，利用者が，関連するレコメンド機能の好みをいつでも変更できる
選択肢を提供し，その選択肢についても利用者に説明する。

61 “Disinformation: Commission welcomes the new stronger and more comprehensive Code of Practice on 
disinformation”（偽情報：委員会は新たな協力でより包括的な偽情報に関する行動規範を歓迎）

 このウェブページに行動規範の全文を入手できるリンクがある。
 （https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3664）

62 透明性センター（Transparency Centre）。強化された行動規範のコミットメント34以下が定めるもので，
同意署名者が，署名から６か月以内に共通で立ち上げた上，一般公開すべきとされているウェブサイト。
強化された行動規範の定める各種透明性や説明責任を確保するための情報提供等の場所となることが予定
されている。
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・同意署名者は，デジタルコンテンツの出所や編集履歴，真正性，正確性を評価するた
めのツール63を利用者に提供する（コミットメント20）。

・同意署名者は，利用者が偽情報を識別するためのツールを提供する（コミットメント
21）。合意署名者は，そのために独立したファクトチェック機関が定めたレーティン
グ（rating：信用性の評価を示す等級）を表示し，コンテンツをシェアし，あるいは
過去にシェアした利用者に通知する。また，合意署名者は，どの独立したファクト
チェック機関と協力しているのか64等の情報を報告する（方策21.1）。

・同意署名者は，ジャーナリスト団体やメディアの自由を擁護する団体を含むニュース
メディアや，ファクトチェック機関などと協力をして，利用者がインフォームド・チョ
イス（知らされた上での選択）ができるよう，情報の信頼性に関する表示（情報源の
完全性や，どのような方法に基づいて表示をしているのかの説明）に，同意署名者の
サービスにおいて利用者がアクセスできるようにする（方策22.1）。同意署名者は，
そのような表示の訂正メカニズムを取り入れ，出版社の聴聞を受ける権利を尊重し，
そのような表示を実施する前にアセスメントを行い，アセスメントに対する出版社の
回答を利用者が見られるようにする（方策22.5）。

・同意署名者は，特に公共の関心が高いテーマや緊急事態において，信頼できる情報源
に利用者を導けるように，情報を見やすいパネルやポップアップに表示するなどの対
応をとる（方策22.7）。

ここで紹介した内容はあくまでも例であるが，強化された行動規範は，表現の自由にも
配慮しつつ，同意署名者の自主的な行動を通じて適正な情報が利用者に届くように，きめ
細やかなルールを定めていることが分かる。

第２項　米国
総務省報告書が指摘するとおり，米国は，合衆国憲法修正１条により表現の自由を手厚

く保障してきた伝統があり，偽情報への法的規制には基本的に慎重な姿勢がとられている。
立法の動きとしては，連邦レベルでは，2016年の大統領選がフェイクニュースによる影響
を受けた経験から，誠実広告法案65が連邦議会に提出されて下院は通過したものの成立は
していない。州レベルでは，カリフォルニア州において，2021年にソーシャルメディアに
対して義務を課す州法案AB-587が提出されている。この法案は，ソーシャルメディアの
利用規約に偽情報等の定義や，そのような投稿に対する措置等を書き込むことを求め，利

63 強化された行動規範は，コンテンツの出所に関する新しいオープンな技術標準としてC2PAを例に挙げて
いる。C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity：コンテンツの来歴と真正性のための
連合）は，アドビ，BBC，インテル，マイクロソフト，ツイッターなどが2021年に設立したもので，デジ
タルコンテンツの出所や経緯（または来歴）を証明するための技術標準の開発を通じて，偽情報，誤情報，
オンラインコンテンツ詐欺のまん延に対処するオープンな技術標準化団体及び共同開発基金プロジェクト
を意味する。C2PAウェブサイト（https://c2pa.org/）参照。

64 ファクトチェック機関が，報復や暴力被害の合理的なおそれがあることを根拠として公表に反対した場合
を除く。

65 Honest Ads Act，S.1989，115th Cong. (2017)，Honest Ads Act，S. 1356 116th Cong.(2019)。この法案は，
従来のテレビとラジオを対象とした選挙関連での広告規制の対象にインターネット広告も加えようとする
もの。誰がオンラインの政治広告を購入したのかを公衆が見られるようにし，透明性の確保を狙う。
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用規約に違反する投稿やそれに対する措置に関わる情報の公開を義務化するものである。
どのような措置を採るかはプラットフォーマーに委ねられている66。

州レベルで成立している法律もあり，カリフォルニア州では，ボット規制が導入され，
ボットであることを明示せずに，商品や役務の購入，あるいは選挙における投票に影響を
与えるために通信の内容を欺くことを知りつつ人為的にアイデンティティを誤導すること
は違法とされている67。 

また，カリフォルニア州とテキサス州では，いわゆるディープフェイク規制が導入され
ている68。

カリフォルニア州法には，性的描写のあるディープフェイクについて，損害を被った者
に損害賠償請求権を付与するCivil Code 1708.8669と，政治的キャンペーンに影響を与える
ディープフェイク規制70がある。後者を若干説明すると，候補者の評判を傷付けたり，有
権者を欺いて候補者に投票させたり，あるいは投票させなかったりする目的で，現実の悪
意を持って，選挙の60日以内に投票上の候補者の「実質的に欺瞞的な音声又は映像媒体」
を配布することを禁じている。「実質的に欺瞞的な音声又は映像媒体」には，①合理的な
者には真正なものであると偽って見え，②合理的な者には，表現内容を変更されていない
オリジナルのバージョンを見聞きした場合とは根本的に異なる理解や印象を抱かせる，故
意に細工をした候補者の画像，音声又はビデオ録画が含まれる。媒体が細工されているこ
とを開示している場合や，風刺やパロディの場合などを適用除外とする規定もある。

テキサス州法は，候補者を傷付け，又は選挙の結果に影響を及ぼす意図を持ってディー
プフェイクビデオを作成し，選挙から30日以内にディープフェイクビデオを公開又は配布
させることを犯罪としている。この法律においてディープフェイクビデオとは，欺く意図
を持って作成され，実在の人物が実際には行っていない行為を行うように描写しているよ
うに見える動画を意味する71。

66 AB-587 Social media companies: terms of service. 法案の条文はhttps://leginfo.legislature.ca.gov/faces/
billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB587で見ることができる。同法案を説明したものとして，小久保
智淳「カリフォルニア州における州民投票とインターネット広告規制」（レファレンス852号，2021年12月）
参照。

67 カリフォルニア州ビジネス・専門職法典（BUSINESS AND PROFESSIONS CODE，DIVISION 7.，
PART 3，CHAPTER 6. Bots）

68 選挙関連の規制を紹介するものとして湯淺墾道「アメリカ選挙法におけるディープフェイク規制の動向」
（2021年）（https://www.spf.org/iina/articles/harumichi_yuasa_01.html）

69 “Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action.”
（デジタルや電子技術を利用した個人の描写：性表現情報：請求原因）。条文は次のURLなどで見ることが
できる。

 （https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=201920200AB602&showamends
=false）

70 “Elections: deceptive audio or visual media”（選挙：欺瞞的視聴覚メディア）。条文は次のURLなどで見
ることができる。

 （https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=201920200AB730&showamends
=false）

71 “Section 255.004，Election Code”（255.004条　選挙規則）。条文は次のURLなどで見ることができる。
（https://capitol.texas.gov/tlodocs/86R/billtext/pdf/SB00751F.pdf#navpanes=0）
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第３項　フランス
フランスでは，2018 年11 月，米国大統領選挙やブレグジットで経験した選挙結果への

働き掛けの危険性を踏まえて，「情報の操作に対する法律」が成立した。同法では，選挙
期間中，デジタルプラットフォーマーにおける透明性の確保（資金提供を受けたコンテン
ツについて制作者名と金額を報告する義務。１日当たりの閲覧数が一定数を超えるプラッ
トフォーマーは，法的代理人をフランスに置き，アルゴリズムを公表する義務）や，法的
差止措置の創設（フェイクニュースを早期に止めるよう，フェイクニュースであることが
明白で，大規模に拡散され，選挙結果に平穏等の妨げとなる場合に裁判官が「フェイク
ニュース」認定ができる仕組み）などを取り入れている72。

第４項　ドイツ
ドイツでは，2017 年「ネットワーク執行法」（別名Facebook法）が成立した。同法は

ドイツ国内のユーザー登録数が200万人以上のプラットフォーム事業者に対し，違反時に
高額な過料を課すものであった。同法は適用のあるソーシャルメディアに対し，①明らか
に違法なコンテンツについてはユーザーからの申告を受けてから24 時間以内，②それ以
外の違法コンテンツについては申告を受けてから７日以内に，調査のうえコンテンツを削
除する義務を課し，適切な対応を行わなかった場合，最大5,000万ユーロの過料が課せら
れる。対象となる違法コンテンツは，ドイツ刑法の特定の犯罪に該当するものとされてお
り，民衆扇動，人種憎悪挑発，悪評の流布，中傷といったものが対象となっている。

同法は，表現の自由を侵害し憲法違反ではないかという議論を呼び起こし，2021年６月
に改正法が成立した。改正法は，ソーシャルメディアによる削除ないし削除したい対象に
ついて，関連当事者が不服申立てをできる手続を設定する仕組みを設ける義務をソーシャ
ルメディアに課し，より詳細な透明性レポートを隔年で公表する義務を課すなどの内容を
含むものである73。

第５項　フィンランド
ブルガリアに拠点を置く「オープンソサエティー・インスティテュート（Open Society 

Institute-Sofia）」が欧州35か国を対象に毎年公表している「メディアリテラシー指標」の
2021年度の順位は，１位がフィンランドであり，２位がデンマーク，３位エストニア，４
位スウェーデン，５位アイルランドと続く74。

ロシアと国境を接するフィンランドは，長らくロシア政府が背後で後押しするプロパガ

72 フランス政府ウェブサイト，“Against information manipulation”（情報操作への対抗）
 （https://www.gouvernement.fr/en/against-information-manipulation）（2022年５月上旬に最終閲覧。2022

年７月時点では，フランス政府ウェブサイトのトップページにリダイレクトされる。）

73 米国国会図書館ウェブサイト“Germany: Network Enforcement Act Amended to Better Fight Online 
Hate Speech”（ドイツ：オンライン・ヘイトスピーチとより良く闘うためにネットワーク執行法を改正）

 （https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-06/germany-network-enforcement-act-amended-
to-better-fight-online-hate-speech/）

74 “Media Literacy Index 2021”（メディアのリテラシー指標2021年）
 (https://osis.bg/?p=3750&lang=en)
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ンダ活動（その対象となるのは，移民問題，EUの問題，フィンランドのNATO加盟の問
題等）に対抗してきた歴史がある。

フィンランドでは，ロシアがクリミア半島を併合し，さらにウクライナ東部の反乱を支
援するようになった2014年以降，情報戦争の場がオンラインに移りつつあることが明確に
認識されるようになった。これを受け，フィンランド政府は，2014年，あらゆる世代の国
民に，社会の分断を生むような偽情報に対抗する術を体得させることを目標に掲げ，その
実現のため複数の施策を立ち上げ実施してきた。

フィンランド政府は，フェイクニュース対応施策の一環として，教育カリキュラムにつ
き，2014年，クリティカル・シンキングの重要性を強調した内容に刷新した。教育現場で
は，例えば生徒や学生に対し，ソーシャルメディア上で読み手を欺く手法（画像・動画の
恣意的な操作，虚実をない交ぜにした表現，脅迫的表現，誤った統計データの表示等）を
パワーポイントで説明したり，本物のバラク・オバマ前大統領の動画と見紛う「ディープ
フェイク」動画を見せるなどして，起こり得る情報戦争への対応の困難性について生徒た
ちに実感させる教育を施している。

また，教育現場において行われているその他の取組の例として，以下のような取組が挙
げられる。高校の学級において，その生徒をグループ分けした上，グループごとに設定し
たEU選挙戦の争点に関するオンライン上の情報や主張（ユーチューブ動画やソーシャル
メディアの投稿を含む）を，生徒たち自身のノート型パソコンや携帯電話を使って調査さ
せる。それらの情報や主張を事実に基づくか否かに基づいて仕分けさせ，ついクリックし
たくなるような煽情的な見出しにはどのようなメディアバイアスが潜んでいるのかを比較
させたり，誤情報がいかに読み手の感情に働き掛けるかを分析させ，さらには，フェイク
ニュースを自ら書く体験をさせている。これにより，ソーシャルメディアで「いいね」を
押したり情報をシェアする前に，「誰が書いたものか？」「どこが発信元か？」「異なる情
報源から発信されている同情報を見つけることができるか？」などについて，常に疑問を
持つ姿勢を身に付けさせることを狙っている75。

第６項　スウェーデン
スウェーデンは，かつての冷戦時代，「総合防衛」として，軍事防衛，経済防衛，市民

防衛，心理防衛をその防衛策の柱としていた76。現在，スウェーデンの防衛をつかさどる
政府機関はMSB（民間防衛庁：直訳すると「市民緊急事態庁」）であるが，同国は，これ
とは別に，高まるフェイクニュースの脅威から民主主義や国民の自由な意思決定を守るた

75 CNNウェブページ「“Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be crucial to 
Western democracy”（フィンランドがフェイクニュースの戦争に勝利。同国が学んだことは西洋の民主
主義にとって極めて重要であろう）」

 （https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/）

76 川崎一彦ウェブページ「“心理防衛庁”を復活させるスウェーデン」
 （https://kawaski.jimdofree.com/2018/01/15/%E5%BF%83%E7%90%86%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%

BA%81-%E3%82%92%E5%86%8D%E8%B5%B7%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%
82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/）
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め，2022年１月１日に「心理防衛庁」を設立した77。心理防衛庁は，法務省の下部機関で
ある。同庁は，カールスタードに本部を置き，ソルナにも事務所を有している。

スウェーデンは，2022年９月11日に総選挙を控えている。こうした状況下，心理防衛庁
は，軍と協力して，偽情報及び誤情報という新たな対象との戦いに備えることとなる。た
だし，同庁の目的は，国内の偽情報・誤情報対策ではなく，同国に向けられた，「外国から」
の悪意ある誤情報や偽情報の流布を特定し，対抗することに焦点が絞られている78。なお，
ここでいう外国からの偽情報とは，特にロシア，中国，イラン等からの偽情報である79。

以下に，心理防衛庁のWebサイトの内容を一部紹介する80。
「心理防衛庁の主たるミッションは，他の政府機関等と協力して，スウェーデンの心理

防衛の調整と発展を牽引することにある。同庁は，実際，政府の他機関，各地方自治体，
経済界，その他各種団体・組織に対して支援を行い，国民のレジリエンス強化に貢献する
よう努めている。

心理防衛の目的は，開かれた民主的な社会を実現し，自由な意見形成の保護，及び，国
としての基本的自由の確保を維持し，自国の独立を守ることにある。

同庁における心理防衛は，スウェーデン又は同国の利害関係者に向けられた外国からの
悪質な情報操作活動や偽情報等を特定・分析し，防止・対抗することにある。外国からの
悪意ある情報操作活動等の中には，スウェーデン国民のレジリエンスや防衛意志を挫いた
り，国民の認識や行動，意思決定に悪影響を与えたりすることを目的とした国外からの働
き掛けが含まれる。

つまり，心理防衛とは，スウェーデンに向けられた外国からの偽情報や悪意ある情報拡
散等に対抗するために社会全体が有する集合的能力である。そして，心理防衛は，国民の
レジリエンスや国防意志の形成に貢献するものである。

心理防衛庁は，フェイクニュースを予防するのみならず，実際に問題が生じた場合の対
策も，平時・戦時を問わず講じる。

心理防衛という能力を高めることで，国民の決断や認識，行動に誤った影響を与え，間
違った選択をさせようとする海外の敵対的な勢力からの，フェイクニュースによりもたら
されるマイナスの影響を阻止したり，リスクを減らすことができる。

同庁は，平時・戦時においても，心理防衛により，スウェーデンの自由と独立を確保し，
言論の自由や報道の自由が守られた民主的社会を実現することを目的としている。

77 Psychological Defense Agency（心理防衛庁）ウェブサイト（https://www.mpf.se/en/）

78 ワシントンポストウェブページ「“Sweden sets up Psychological Defense Agency to fight fake news，
foreign interference”（スウェーデンがフェイクニュース，外国の干渉と闘うために心理防衛庁を設立）」

（https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/06/sweden-fake-news-psychological-defence-
agency/）

79 フォーブスウェブページ「“Sweden Launches Psychological Defense Agency To Counter Disinformation”
（スウェーデンが偽情報に対抗するため心理防衛庁を発足）」

 （https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2022/01/05/sweden-launches-psychological-defense-
agency-to-counter-disinformation/?sh=16cdc0ac4874）

80 Psychological Defense Agency（心理防衛庁）ウェブサイト「“Mission”（使命）」
 （https://www.mpf.se/en/mission/）
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心理防衛を堅固にするためには，メディアはもちろん，国民一人一人の協力が不可欠で
ある。国民各々が，その知識を深め，フェイクニュースに対する意識を高めることで，偽
情報に触れても，それが偽情報であるということを認識できる。こうした情報が拡散する
ことのリスクを知り，社会に与える脅威を理解することで，フェイクニュースが社会に与
えるインパクトやリスクを減らすことができるのである。」

第７項　マレーシア
マレーシアでは，2018年４月，「フェイクニュース対策法（The Anti-Fake News Act）」

が制定されたが，同法については，「フェイクニュース」や「悪意」の定義が曖昧なため，
恣意的運用が強く懸念されていた。政権交代後である2019 年10 月，同法の廃止法案が下
院議会において再可決された81。

しかし，2021年３月11日，マレーシア政府は，緊急命令を出し，新型コロナウイルスに
関連するフェイクニュースの拡散を刑事罰の対象とした。フェイクニュース対策法では，
悪意をもった行為（malicious behavior）だけが対象であったが，この緊急命令では，単
なる恐怖や警告のおそれがあれば足りるとされ，また，従来の証拠法が適用されない場合
があり，コンピュータデータへのアクセスや，トラフィックデータの保存やアクセスに裁
判所の令状は不要とされるなどの変更が加えられ，フェイクニュース対策法が復活したと
いう批判がなされている82。

第８項　シンガポール
シンガポールでは，2019年５月に「オンラインの偽情報・情報操作防止法案（New 

Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill）」が可決し，同年10 月に施行
された。同法では，「シンガポールの安全保障，安寧な社会環境や他国との友好関係に脅
威を与える偽情報」が対象とされており，政府が虚偽と判断した場合には，プラットフォー
ム事業者に対して当該コンテンツの削除等を命じることができる。さらに，政府は誤った
オンラインニュースサイトの収入の流れを遮断することを命令できるとされており，企業
が当該プラットフォームで広告を出すことについても禁止している83。

第９項　韓国
韓国では，フェイクニュース対策として，2021年に言論仲裁法改正案の導入が議論され

た。改正案は，故意や重大な過失によって他人の名誉を毀損したメディアについて，報道
機関が記事を訂正する場合には最初に報道した時と同じ分量で対応すべきことや，財産上
の被害や人格権侵害や精神的苦痛を受けた個人や団体は被害額の最大５倍の賠償を求める

81 総務省報告書26頁

82 Verfassungsblog（ドイツの憲法関連のブログ），Lasse Schuldt（ラッセ・シュルツ）タンマサート大学法
学部助教授“The rebirth of Malaysia’s fake news law – and what the NetzDG has to do with it”（マレー
シアのフェイクニュース法の復活―それとの関連でネットワーク執行法は何をしなければならないか）

（https://verfassungsblog.de/malaysia-fake-news/）

83 総務省報告書27頁
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ことができるといった内容を含んでいた。
しかし，故意や重過失の定義が曖昧で言論の自由が侵害されるといった批判を受けて国

会での採決を見送ることになった84。

第10項　台湾
「アジアで最も社会が開かれている」とされる台湾でも，インターネット上に飛び交う

フェイクインフォメーションは問題となっている。台湾では，「故意・危害・虚偽」の３
要素が揃った場合には，各省庁に設置されたフェイクインフォメーションに対応する組織

（即応対策チーム）が60分以内にカウンターとして正しい情報を発信することになってい
る。そして，情報発信に当たっては，分かりやすさを担保するため「見出し20字以内」「写
真・図版は２点」「本文は200字」という「２・２・２」の原則というものが適用されてい
る。

また政府だけでなく，民間でもフェイクインフォメーション対策を続けるシビックハッ
カーがいる。「g0v」のメンバーが長年運用し，台湾で20万人以上が利用している「Cofacts
真的假的」というプロジェクトであり，流れてきたフェイクインフォメーションをLINE
かウェブサイト上に入力するだけで彼らのデータベースと照合され，それがフェイクイン
フォメーションなのかどうかを教えてくれるというものである。このように台湾において
は政府・民間両方によりフェイクインフォメーションへの取組がなされている。

アンチ・コンピューターウイルスソフト会社であるトレンドマイクロ社の社員とLINE
台湾の連携によってSNS（ソーシャルネットワークサービス）であるLINEに実装された，
デマや偽情報を知らせるサービスもある。これは，台湾の衛生福利部疾病管制署や第三者
のファクトチェッカーによって構築された大量のデータベースを材料として，AIを用い
てLINEグループでの受信メッセージ内の広告，動画，画像，テキストをスキャンし，そ
の中に偽情報やデマが含まれていたら，犬のキャラクターがユーモラスに教えてくれる仕
組みで，「ドクターメッセージ」という85。

第６節　対策の在り方
第４節ではフェイクニュース対策の難しさについて触れたが，第３節で触れたように対

策は必要であり，手をこまねいて見ているわけにもいかない。諸外国での先行事例を参考
としつつ，どのような対応が可能か，また妥当かを検討し，進めていく必要がある。

フェイクニュース規制は，表現内容の真実性に結び付いたものであり，真偽を誰が判断
するのかといった難しい問題と密接に結び付いている。そのため，何が虚偽であるかを国
家権力が直接判断する仕組みは言論統制に容易に結び付き得るので妥当ではない。その意
味では，産業界，とりわけデジタルプラットフォーマーによる自主的基準の策定や遵守を
側面から促すEUモデルが見本として適切であろう。同意した事業者だけが責任を負う仕
組みは，同意しない事業者との間での格差を生じるし，対策を広げる意味でも劣ることに

84 毎日新聞2021年10月18日

85 大野和基「オードリー・タンが語るデジタル民主主義」153頁（NHK出版，2022年）
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なる。少なくともEUのDSAで定められているような大規模プラットフォーマーは，事業
者の意思（同意）にかかわらず，透明性を確保した上で対策を採るべき立場にあると言っ
てよいであろう。日本でもEUと同様の取組として，少なくとも大規模なデジタルプラッ
トフォーマーが，自主規制ルールを策定し，それを遵守するとともに，その結果を公表す
ることを内容とする法律を制定するのが妥当である。また，法律の制定をもって終えるの
ではなく，執行状況をチェック・公表していくための枠組み自体もEUモデルを参考にし
て法律自体に組み入れ，大規模なデジタルプラットフォーマーによる対応状況を継続的に
モニタリングしていくことが肝要である。

昨今，人々は，情報の入手ルートとしてインターネットへの依存度をますます高めてい
る。例えば，紙の新聞発行部数の低下，書店の閉鎖，あるいは通勤風景において，電車内
で新聞を読んでいる人は今やほぼ皆無であり，皆がスマートフォンを見ている風景などか
らも，そういった状況はうかがえる。こういった状況に照らすならば，語義矛盾があるか
もしれないが，あるべきフェイクニュース対策は，フェイクニュースだけに焦点を絞って
いたのでは不十分と考えられる。フェイクニュース対策の究極的な目的は，人々が正確な
情報に基づいて様々な選択・判断をすること（インフォームド・チョイス）にあると言っ
てよいであろう。そうだとすれば，インターネット空間では，特に何もせずに放置してお
くと悪貨が良貨を駆逐すると言える状況があるため，その逆，すなわち良貨が悪貨を駆逐
するような環境を積極的に作り出すことが必要になると考えられる。表現の自由の世界で
は，伝統的に「思想の自由市場」（米国連邦最高裁ホームズ裁判官反対意見 Abrams v. 
United States，250 U.S. 616（1919））とか，”more speech”（同ブランダイス裁判官 
Whitney v. California，274 U.S. 357（1927））といった考え方が採られてきた。誤った事
実や考えは他の表現からの批判に晒されて淘汰されるため，より多くの表現を流通させる
ことによって真実に到達できるという考え方である。「思想の自由市場」という考えにつ
いては様々な議論がなされてきたが，本報告書第１編第５章第２節第４項で取り上げた
フィルターバブルやエコーチェンバーと言われる状況が広がると，そもそも異なった考え
に接する機会自体が減少あるいは消失するため，思想の自由市場あるいは”more 
speech”の前提を欠くことにつながる。

信頼できる情報に接する環境を積極的に作り出す対応においてもEUが参考になり，既
に見たとおり，EUの強化された行動規範では，表現の自由にも配慮しつつ，同意署名者
の自主的な行動を通じて適正な情報が利用者に届くよう，きめ細やかなルールを定めてい
る。こういった仕組みを参考にして，社会への影響力が大きく，多数の公衆に情報を伝達
できる立場にある大規模なプラットフォーマーは，信頼性の高い情報，多様な意見との接
点の確保が図られるようにアルゴリズムの設定，実践を行う必要がある。もちろん，そう
いった大規模プラットフォーマーによる対策が恣意的なものであってはならないので，公
正性担保のためには透明性を確保し，外部からのチェック機能が働く仕組みにすることが
重要である。それゆえ，そういったアルゴリズムの設定，実践の結果を公開し，外部によ
る検証の機会が与えられるべきである。
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第３編　政府が目指しているデジタル社会とは？

はじめに～本編の構成及び概要
１　前述してきたように，今やデジタルプラットフォーマーは，全世界の人々の個人デー

タを収集し，AIを使ってそれらを分析し，プロファイリングするとともに，消費行動
や投票行動まで誘導し得る力を持つに至っている。

こうした実情に対し，EUではGDPR等により，個人データの保護を図りつつ，その
利活用を図るという取組を行っており，他の地域でもその基準は大きな影響力を有する
に至っている（第５編参照）。また，スペイン・バルセロナやオランダ・アムステルダム，
アジアにおいては台湾などで，個人のデータ主権を守りながら，市民参加型のデジタル
社会を構築する取組が行われている（第６編参照）。

２　そのような中，日本においては，2021年５月，いわゆる「デジタル改革関連法」が成
立し，急速に，大幅な「デジタル社会化」が推し進められようとしている。その特徴は，
内閣総理大臣がトップとなった「デジタル庁」を新たに作り，同庁が強力な権限を持つ
司令塔となって，個人番号（マイナンバー）制度を徹底活用することや，「行政自身が
国全体の最大のプラットフォームとなる」ことによって個人データの利活用を推進する
ことを目標としていることなどにある。

３　「デジタル改革関連法」として成立したのは以下の６法であり，その内容はおおよそ
以下のとおりである（図「デジタル改革関連法の全体像」参照）。
⑴　デジタル社会形成基本法（以下「デジタル社会基本法」という。2021年９月１日施

行）
　同法は，国が目指す「デジタル社会の形成」に関する基本法である。
　第２条で「デジタル社会」について，以下のように定義している。
①　「この法律において『デジタル社会』とは，インターネットその他の高度情報通

信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手
し，共有し，又は発信するとともに，」

②　「官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）第２条第２項に規定する人
工知能関連技術，同条第３項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連
技術，同条第４項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術そ
の他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめ
とする情報通信技術（略）を用いて電磁的記録（略）として記録された多様かつ大
量の情報を適正かつ効果的に活用すること（略）により，」

③　「あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。」
　　その上で，第２章「基本理念」，第３章「国，地方公共団体及び事業者の責務等」，

第４章「施策の策定に係る基本方針」，第５章「デジタル庁」，第６章「デジタル社会
の形成に関する重点計画」について規定する。なお，本法の成立により，IT基本法（後
述）は廃止となった。

⑵　デジタル庁設置法（2021年９月１日施行）
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　　デジタル社会基本法36条に基づき，デジタル社会の形成に関する司令塔として，内
閣総理大臣を主任大臣とするデジタル庁を設置して，国の情報システム，地方共通の
デジタル基盤の整備，個人番号（マイナンバー），データ利活用の推進等の業務を強
力に推進すること等を規定する。

⑶　デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（以下「整備法」と
いう。2021年９月１日より順次施行）

　　デジタル社会基本法に基づき，デジタル社会の形成に関する施策を実施するため，
個人情報保護関係の３法の統合，番号法の改正による個人番号を活用した情報連携の
拡大等による行政手続の効率化，公的個人認証法，住基法，番号法，地方公共団体情
報システム機構（J-LIS）法等の改正による個人番号カードの「利便性向上」や，
J-LISへの国の監督権限の強化等，関係法の改正等を規定する。

⑷　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
（公布日から２年以内に施行）

　　緊急時の給付金や児童手当などの公金給付のため，預貯金口座の情報を個人番号と
ともにマイナポータルにあらかじめ登録し，行政機関等が当該口座情報の提供を求め
ることができるようにするとともに，特定公的給付の支給のために個人番号を利用し
て管理できること等を規定する。

⑸　預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
（公布日から３年以内に施行）

（出典）デジタル改革関連法案について　2021年３月内閣官房IT総合戦略室等作成資料
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　　預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び
災害時や相続時に，預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関
する情報を提供する仕組みを創設すること等を規定する。

⑹　地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（2021年９月１日施行）
　　地方公共団体の基幹系情報システムについて，国が基準を策定し，基準に適合した

システムの利用を求める法的枠組みを構築すること等を規定する。
４　本編では，以下，第１章第１節で，日本において政府が進めようとしている，上述の

ような特徴を有する「デジタル改革」の諸政策の特徴を，この30年来のIT戦略との関
係において概観する。そして，同第２節では，住民基本台帳ネットワークシステム（住
基ネット）創設以降，個人番号（マイナンバー）制度に至るまでの「共通番号制」の問
題点（危険性）について，前提となる点を概説する。

その上で，第２章以下において，以下のように，様々な観点から日本の「デジタル改
革」について，諸外国の事例等も参考としながら，批判的に分析・検討する。

第２章：政府が「デジタル改革」の立法事実として挙げる事実とそれに対する「デジ
タル化」対応施策の合理性について

第３章：「デジタル改革」の理念・原則について，プライバシー権，人格権等の保障
の理念が掲げられていないことなどについて

第４章：「デジタル改革」の推進体制や進め方の問題点について
第５章：「デジタル改革」に必然的に伴う「監視社会化」の懸念を払拭するために必

要となる政府の政策の透明性や説明責任が欠如していることについて
第６章：「デジタル改革」が個人番号（マイナンバー）制度を前提としており，番号

の利用拡大が進んでいることについて
第７章：「デジタル改革」の重点分野である医療分野における問題点について
第８章：同じく重点分野である教育分野における問題点について
なお，上述(3)の整備法による個人情報保護関係の３法及び個人情報保護条例の統合の

問題や，地方公共団体情報システム機構（J-LIS）法等の改正によるJ-LISへの国の監督
権限の強化等の問題，(6)の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により，地
方公共団体の基幹系情報システムについて，国の策定した基準に適合したシステムの利
用を求める法的枠組みを構築することに関する問題，及びスーパーシティ等に関する問
題は，第４編において，地方自治の観点を中心として詳述する。
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第１章　日本の「デジタル改革」の経過と現状

第１節　デジタル改革関連法の成立とその背景
はじめに

政府は，デジタル改革を推進する旨打ち出してはいるものの，政府の目指すデジタル改
革の目的・理念・具体的政策は，以下に述べるとおり，1994年以降30年弱に及ぶIT戦略
の焼き直しかつ非常に曖昧模糊としたものである。また，様々な政府文書間で異なる理念
や原則がいくつも記載されている等，混乱が見られ，全体として目指す方向やEvidence（科
学的根拠）に基づく方針が一致・確立していない。デジタル庁を巡ってはガバナンス，政
策実行等の様々な問題が報道されているが，これらの混乱の一因には，デジタル改革によっ
てどのような社会・将来を目指すのかという方向性・理念が，デジタル庁内でも政府内で
も確立されていないこと，様々な利害関係者の意見を聴くなどの民主的プロセスが不十分
であること，30年弱に及ぶIT戦略をどう踏まえ，何をどう修正し改善していくのか，効
果をどう検証していくのか等のPDCAサイクルが回っておらず，情報公開も不十分である
ことなどが挙げられる。

また，そもそもデジタル改革に際しては，デジタル化・デジタル促進によって個人の人
格権に悪影響を及ぼすおそれがないかどうか，個人情報・プライバシー情報を取り扱う以
上，プライバシー権に悪影響を及ぼすおそれがないかどうかを慎重に検討することが必要
であるにもかかわらず，人格権保障やプライバシー権保障のための慎重な議論が行われた
様子・過程が見えず，具体的にどのような配慮を行っていく予定なのかも不明である。検
討に際して，民主的参加の手続や透明性確保も十分に手当てされていない。目的・効果も
不明瞭な上，人権侵害のおそれへの対応も不明瞭である。

以下では，まず，デジタル改革関連法がどのように成立し，デジタル改革の目指すとこ
ろを政府資料がどのように述べているかを概観する。政府で検討されている個別政策につ
いては，本編第２章以下で述べることとする。

第１　デジタル改革関連法の成立
１　デジタル改革関連法とこれまでのIT戦略

デジタル改革というと，昨今開始されたばかりとの印象も受けるが，1994年から30年
弱取り組まれてきた課題である。これまでの国におけるIT戦略の歴史を振り返ると，
1994年に内閣に高度情報通信社会推進本部が設置された後，2000年にはIT基本戦略が
決定され，高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）が成立した。2001
年にはe-Japan戦略が決定され，2009年にはi-Japan戦略も発表された1。

２　ビジョン不在・焼き直しの政策
「デジタル改革」は30年弱取り組まれてきた課題であるにもかかわらず，この30年弱

の間で，何が達成できて何が達成できなかったのか，どう課題が変化してきているのか
等の検討ができていない。

1 首相官邸ホームページ（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/enkaku.html）



第１章　日本の「デジタル改革」の経過と現状

─ 111 ─

例えば，2021年に成立したデジタル社会基本法が目指すべき社会として掲げる「デジ
タル社会」や内閣府等が掲げている「Society5.0」（下表末尾参照）は，1995年に決定さ
れた「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」における「高度情報通信社会」や2001
年に成立した高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）・e-Japan戦略にお
ける「高度情報通信ネットワーク社会」，2009年頃からのi-Japan戦略における「Digital 
Inclusion」「Digital Innovation」とほぼ同趣旨である（以下の表参照）。要するに，ICT
やデジタルによって，これまでとは異なる革新的社会が実現できるということを言って
いるにすぎない。

目指すべき社会
1994年～
高度情報通信社会推進

高度情報通信社会とは，
人間の知的生産活動の所産である情報・知識の自由な創造，流通，共有化を実現し，
生活・文化，産業・経済，自然・環境を全体として調和し得る新たな社会経済シ
ステムである。2

2000年～
IT基本法・e-Japan戦略

「高度情報通信ネットワーク社会」とは，
インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様
な情報又は知識を世界的規模で入手し，共有し，又は発信することにより，あら
ゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。3

2009年～
i-Japan戦略

デジタル技術が「空気」や「水」のように受け入れられ，経済社会全体を包摂し
（Digital Inclusion），暮らしの豊かさや，人と人とのつながりを実感できる社会 4

2021年～
デジタル改革

「デジタル社会」とは，
インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様
な情報又は知識を世界的規模で入手し，共有し，又は発信するとともに，官民デー
タ活用推進基本法第２条第２項に規定する人工知能関連技術，同条第３項に規定
するインターネット・オブ・シングス活用関連技術，同条第４項に規定するクラ
ウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大
量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術（以下「情
報通信技術」という。）を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情
報を適正かつ効果的に活用すること（以下「情報通信技術を用いた情報の活用」
という。）により，あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる
社会をいう。5 6

また，目指すべき社会だけではなく，国が狙っている効果，掲げている理念・原則等
も類似している。2021年からのデジタル改革では，「誰一人取り残さない，人に優しい
デジタル化」をうたい，デジタル社会基本法３条では「全ての国民が情報通信技術の恵
沢を享受できる社会の実現」を掲げるが，1994年から既に同様のことが言われている。
1995年の「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」（1995年２月21日高度情報通信社
会推進本部決定）では，「誰もが情報通信の高度化の便益を安心して享受できる社会」「社

2 「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」（1995年２月21日高度情報通信社会推進本部決定）
 （https://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/ITSinJapan/mri1.html）

3 IT基本法２条

4 総務省「令和３年版情報通信白書」
 （https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd101200.html）

5 デジタル社会基本法２条

6 内閣府ウェブページ（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/）
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会的弱者への配慮」が掲げられ，2000年からのe-Japan戦略でも「すべての国民がITの
メリットを享受できる社会」が掲げられていた。また，2021年からのデジタル改革では，
デジタル社会基本法４条で「経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化」を掲げる
が，これも2000年からのe-Japan戦略で，既に「経済構造の改革の推進と産業の国際競
争力の強化が実現された社会」が掲げられていた。さらに，2021年からのデジタル改革
では，デジタル社会基本法５，６条で「ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現」「個
性豊かで活力に満ちた地域社会の実現」を掲げるが，これも2000年からのe-Japan戦略で，
既に「ゆとりと豊かさを実感できる国民生活と，個性豊かで活力に満ちた地域社会が実
現された社会」が掲げられているほか，1995年の「高度情報通信社会推進に向けた基本
方針」でも「活力ある地域社会の形成へ寄与」が掲げられている。

30年来同趣旨の目標・効果・理念・原則等を掲げること自体は不合理ではないが，各
戦略間で少しずつ異なっており，目指すべき社会・目標・効果等が何を原因としてどう
変わっているのかが不明である。また，ほぼ同趣旨であるにもかかわらずワーディング
が異なっており，30年来変わらない目標に対して，ただ流行を追いかけたような表現ぶ
りに変更しているだけにも見えてしまいかねないと言い得る。

目指すべき社会の実現による効果
1994年～
高度情報通信社会推進

このシステムは，制度疲労を起こした従来のシステムにとって代わり，かつての
市民革命や産業革命に匹敵する「情報革命」とも言える変革の潮流を生み，経済
フロンティアの拡大，国土の均衡ある発展の促進や，真のゆとりと豊かさの実感
できる国民生活が実現されるものと期待される。7

2000年～
IT基本法・e-Japan戦略

IT活用の目的は何か。（略）経済面では「経済構造改革の推進と産業国際競争力
の強化」（第４条），国民生活面では「ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現」

（第５条），行政面では「国民の利便性の向上」，「行政運営の簡素化，効率化及び
透明性の向上」（第20条）ということになる。8

2009年～
i-Japan戦略　

デジタル技術・情報により経済社会全体を改革して新しい活力を生み出し（Digital 
Innovation），個人・社会経済が活力を持って，新たな価値の創造・革新に自発的
に取り組める社会等を実現 9

2021年～
デジタル改革

デジタル社会の形成が，我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資
するとともに，急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題
を解決する上で極めて重要であることに鑑み，（略）もって我が国経済の持続的
かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与する10

7 前掲「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」

8 総務省「平成14年版 情報通信白書」
 （https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h14/index.html）

9 前掲「令和３年版 情報通信白書」

10 デジタル社会基本法１条
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基本原則・理念等
1994年～
高度情報通信社会推進

・誰もが情報通信の高度化の便益を安心して享受できる社会
・社会的弱者への配慮
・活力ある地域社会の形成へ寄与
・情報の自由な流通の確保
　高度情報通信社会の脆弱性を克服するため，情報の安全性，信頼性とプライバ

シーの確保に努める。あわせて，高度情報通信社会の推進に当たっては，国内
の治安，安全保障に配慮する。

・情報通信インフラの総体的な整備
・諸制度の柔軟な見直し
・グローバルな高度情報通信社会の実現11

2000年～
IT基本法・e-Japan戦略

・すべての国民がITのメリットを享受できる社会
・経済構造の改革の推進と産業の国際競争力の強化が実現された社　　　
　会
・ゆとりと豊かさを実感できる国民生活と，個性豊かで活力に満ちた地域社会が

実現された社会
・地球規模で高度情報通信ネットワーク社会の実現に向けた国際貢献が行われる

社会12

2021年～
デジタル改革

・全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現（デジタル社会基本
法３条）

・経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化（同法４条）
・ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現（同法５条）
・個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現
・地域社会の持続可能性の確保及び地域住民の福祉の向上（同法６条）
・国民が安全で安心して暮らせる社会の実現（同法７条）
・利用の機会等の格差の是正（同法８条）
・国及び地方公共団体と民間との役割分担（同法９条）
・個人及び法人の権利利益の保護等（同法10条）
・情報通信技術の進展への対応（同法11条）
・社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応（同法12条）13

主要施策についても，2021年からのデジタル改革では「医療，教育，防災，子供等の
国民生活に密着した分野のデジタル化を進め」るとされている14が，1995年の「高度情
報通信社会推進に向けた基本方針」でも教育・医療・防災分野が掲げられていた。2019
年に成立したデジタル手続法（デジタルファースト法とも呼ばれる）でも，2021年に発
足したデジタル庁でも，デジタルファースト，行政手続のオンライン原則を掲げるが，
これについても，既に，1995年の「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」の時代か
ら「申告・申請手続の電子化・ペーパーレス化」が掲げられていた。

11 前掲「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」

12 総務省「平成27年版 情報通信白書」
 （https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/image/n1102090.png）

13 デジタル社会基本法３-12条

14 デジタル庁ウェブページ（https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/）
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主要施策
1994年～
高度情報通信社会推進

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。
教育・研究・学術・文化・スポーツ分野の情報化
保健・医療・福祉の情報化
道路・交通・車両の情報化
気象・航空管制部門等公共輸送部門の情報化
防災の情報化
書類の電子データによる保存
申告・申請手続の電子化・ペーパーレス化等々15

2000年～
IT基本法・e-Japan戦略

・電子商取引の本格的普及
　電子署名，個人情報保護
・公共分野の情報化
　ワンストップ行政サービス
・情報リテラシーの向上
・高度なネットワークインフラの整備
　５年以内に超高速アクセス（30-100Mbps）が可能な世界最高水準のインターネッ

ト網の整備を促進し，低廉な料金で利用できるようにする。16

　ハイテク犯罪対策，セキュリティ対策17

・電子政府・電子自治体の推進
・デジタル・オポチュニティの確保18

2009年～
i-Japan戦略

三大重点分野
　電子政府・電子自治体
　医療・健康（遠隔医療，地域医療連携，EHR，電子処方箋，匿名情報での疫学
研究等）
　教育・人財19

2021年～
デジタル改革

１．国民に対する行政サービスのデジタル化
⑴　国・地方公共団体・民間を通じたトータルデザイン
⑵　新型コロナウイルス感染症対策など緊急時の行政サービスのデジタル化
⑶　マイナンバー制度の利活用の推進
⑷　マイナンバーカードの普及及び利用の推進
⑸　公共フロントサービスの提供等

２．暮らしのデジタル化
⑴　暮らしを変えるデータ連携の実現
⑵　準公共分野のデジタル化の推進
⑶　相互連携分野のデジタル化の推進

３．規制改革
４．産業のデジタル化

⑴　事業者向け行政サービスの質の向上に向けた取組
⑵　中小企業のデジタル化の支援
⑶　産業全体のデジタルトランスフォーメーション

５．デジタル社会を支えるシステム・技術
⑴　国の情報システムの刷新
⑵　地方の情報システムの刷新
⑶　デジタル化を支えるインフラの整備
⑷　デジタル社会に必要な技術の研究開発・実証の推進

６．デジタル社会のライフスタイル・人材
⑴　ポストコロナも見据えた新たなライフスタイルへの転換
⑵　デジタル人材の育成・確保

15 前掲「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」

16 日本イーラーニングコンソシアムウェブページ（https://www.elc.or.jp/keyword/detail/id=15）

17 総務省「平成12年版 情報通信白書」
 （https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h12/html/C3110000.htm）

18 前掲「平成14年度情報通信白書」

19 前掲「令和３年版情報通信白書」
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上述のとおり，2021年に成立したデジタル改革関連法を見ても，これまでのIT戦略
の焼き直しといった印象があり，どのような将来像を理想として取り組んでいるのか，
何を重点的に解決したいのか，これまでのIT戦略のどの部分を活かしてどの部分に新
しく取り組むのか等が具体化されておらず，場当たり的・散発的な印象を受ける。

上表に記載した具体的施策については，2021年以降のデジタル改革ではそれまでの戦
略における施策とは異なっているようにも見えるものの，捉え方の粒度感・レベル感の
違いゆえと考えられ，2021年以降のデジタル改革における施策も大きく捉えれば，電子
政府・電子自治体（行政の情報化），医療・教育・防災の情報化であり，過去30年来の
施策の結果を踏まえて，どう施策が変わってきたのかについて十分な説明がなされてい
ない。本来であれば，この30年弱で達成できた目標，達成できなかった目標，技術の変
化，社会の変化等々を振り返り，今の時代に解決すべき課題と将来に向けたビジョンを
明確に打ち出した上で，個別具体的な政策を立案すべきと考えられるが，そのような取
組が全く見えない。

更に言えば，デジタル化はあくまで手段にすぎず，デジタル化を手段としてどのよう
な政策目標を実現するのかこそが重要である。政府は，デジタル化の目指すべきところ
は社会の発展や国民の幸福であると述べているが，社会の発展や国民の幸福を目指すの
であれば，そのために具体的にどの分野に注力し何を行っていくのか，ブレイクダウン
した検討が必要不可欠である。それにもかかわらず，以下で述べるように，目指すべき
社会だけでなく，基本理念・原則等も曖昧模糊としていて，デジタル化によって何を実
現していくのかが，30年来全く見えてこない。本来手段にすぎない「デジタル化」を徹
底することだけが国の政策として述べられており，手段にすぎないものを自己目的化し
てしまっている。更に言えば，手段にすぎないデジタル化の徹底すら30年来実行できて
はいない。

手段が目的化しているのは，番号制度やマイナンバーカードについても同様である。
番号制度を導入することが目的ではなく，番号制度を導入し行政効率化と国民利便性向
上を図ることこそが目的であるにもかかわらず，国も地方公共団体も，番号制度をつつ
がなく事故を起こさないよう導入・稼働させていくことばかりに注力している。またマ
イナンバーカードによって社会の発展と国民利便性向上を図ることこそが目的であるに
もかかわらず，マイナンバーカードの普及率向上を目的としている政策ばかりが実行さ
れている。マイナンバーカードの普及率が向上すれば，マイナンバーカードの利便性も
上がるという理由付けのようであるが，なぜ普及率が向上すれば利便性が上がるのか，
論理的な説明が全くなされておらず，手段が目的化している。マイナンバーカードの利
便性が向上すれば普及率もおのずと向上すると思われるが，「卵が先か，鶏が先か」の
議論を政府が率先して行い，マイナンバーカードの普及率向上のみを目指すのは，詭弁
である。

これまでの30年来の失敗を繰り返さないためには，手段にすぎないデジタル化を自己
目的化して空中分解してきた歴史を，今こそ建設的に政策転換すべきである。デジタル
化によって実現すべき理想の社会を具体的に描き出し，その理想を国民と共有した上で，
優先して取り組むべき課題を明らかにして具体的施策に落とし込み，プライバシー権・
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人格権に配慮したデジタル社会を実現していくべきである。

第２　デジタル改革の背景
１　データ環境整備と新型コロナウイルス感染症対応

デジタル改革の背景・立法事実として直接的に強い影響を与えたものとしては，新型
コロナウイルス感染症対応が挙げられるだろう。間接的な影響としては，GAFAの台頭
に代表されるように，データを現代の石油とも捉える経済界の動きがある中，日本の経
済発展のために個人情報の利活用を促進することを政策として決定するとともに，日本
企業が世界経済でプレゼンスを発揮するためには，データ流通・データ活用の法的ルー
ルや社会基盤の整理が必要だと考えられたことも挙げられよう。この点は，2015年個人
情報保護法改正における匿名加工情報の新設，2016年行政機関個人情報保護法・独立行
政法人等個人情報保護法改正における非識別加工情報の新設，2016年官民データ活用推
進基本法の成立の背景にもなっている。また2015年個人情報保護法改正では，１条の目
的規定において，「個人情報の有用性に配慮しつつ」の語の前に「個人情報の適正かつ
効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に
資するものであることその他の」という語句を挿入しているが，これも同様の背景と考
えられる。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021年12月24日閣議決定）20でも，その目

的として，データの環境整備の不十分性及び新型コロナウイルス感染症対応への反省を
以下のとおり掲げている。
「我が国では，高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）の制定以降，

インターネット等のネットワーク環境の整備は相当程度進展したものの，デジタル技術
の進展に伴い，その重要性・多様性・容量が爆発的に増大した『データ』については，
生成・流通・活用など全ての側面において環境整備が十分ではなかった。

こうした状況の中，新型コロナウイルス感染症への対応において，国や地方の情報シ
ステムが個々にバラバラで十分な連携がなされていなかったこと，マイナンバー等のデ
ジタル基盤に関する制度や手続の所掌が複数府省庁に分散していたこと，各府省庁で所
管業界を対象としたデータ利活用の推進等が図られたものの府省横断的な視点が十分で
はなかったことなどにより，行政機関同士の不十分なシステム連携に伴う行政の非効率
や，度重なるシステムトラブルの発生など，官民においてデジタル化をめぐる様々な課
題が明らかになった。

海外においては，コロナ禍以前から，民間部門において，データを効果的に生成・収
集・利活用する企業が続々と勃興，プラットフォーム効果とあいまって急激な成長，技
術革新を遂げているだけでなく，政府を始めとする公的部門においてもデータの活用が
進展し，新型コロナウイルス感染症対応の多くの場面において我が国との差異が顕在化
したところである。

20 デジタル庁ウェブページ
 （https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-

b989-2bcaabffe870/20211224_policies_priority_package.pdf）
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こうしたデジタル技術の高度化に対応することなく，場当たり的・継ぎ接ぎ的な対応
をしている限り，我が国は世界のすう勢に乗り遅れ，国際競争力の低下を招くとの認識
の下，昨年「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（以下『デジタル改革基本
方針』という。）が策定され，令和３年（2021年）９月１日，デジタル庁が発足した。」

２　掘り下げられていない立法事実
デジタル改革の背景・立法事実も上述のとおりで，ほぼ掘り下げられていない。新型

コロナウイルス感染症に対する政府対応に遅れが見られたことは事実であるが，具体的
な課題は何だったのか，どう解決していくのか，重点的に取り組むべき課題は何か等が
掘り下げられていない。そのため，デジタル改革の結果として，新型コロナウイルス感
染症対応の課題がどのように改善されると見込んでいるのかも不明瞭である。

新型コロナウイルス感染症対応としては，感染者数や空きベッド数の把握がリアルタ
イムでできずFAXやデータ入力などの人海戦術を要すること，救急搬送に時間を要す
ること，保健所のマンパワー不足等，様々な課題が報道されたが，それらの課題が，マ
イナンバーカードを普及することによって解決できる問題でないことは明らかである。
その上，給付金の迅速な支給との関連においても，デジタル改革がどのような効果を発
揮するのかが明らかでない。また，接触確認アプリCOCOAに関しては様々な議論があっ
たが，そもそも効果があったのかどうか，今後同種のプライバシー上の課題に直面した
時はどのように対応すべきなのか等も，明確にされていない。現状の課題・立法事実を
掘り下げなければ，どのようなデジタル改革が必要かも分からないはずである（立法事
実については本編第２章も参照）。

同様に，立法事実として挙げられているデータの環境整備の必要性についても，掘り
下げられていない。経済活性化のためにどのような政策が必要なのか，これまでの政策
の長所短所は何か，今後に向けて何が必要なのかが深く検討されず，これまでの政策の
焼き直しのような政策が多いため，何を目指してどのような効果がある政策なのかも判
然としない上，提示される政策に体系性・一貫性が見られない。

第３　デジタル改革の基本理念・基本方針等
１　デジタル社会基本法で定めるデジタル社会の目的と基本理念

デジタル改革関連法の一つであるデジタル社会基本法では，次のとおり，その目的を，
我が国経済の持続的かつ健全な発展（国際競争力強化）と国民の幸福な生活の実現（国
民の利便性向上）に置いている。
「デジタル社会の形成が，我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資す

るとともに，急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決す
る上で極めて重要であることに鑑み，デジタル社会の形成に関し，基本理念及び施策の
策定に係る基本方針を定め，国，地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし，並びに
デジタル庁の設置及びデジタル社会の形成に関する重点計画の作成について定めること
により，デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し，もって我が国経
済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与すること」（同法１条）

そしてデジタル社会基本法では，デジタル社会の形成について下表のように九つの基
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本理念とそれに対応する基本方針を掲げている。

（出典）「デジタル社会形成基本法案について」2021年３月　内閣官房IT総合戦略室ほか

これらの基本理念は，デジタル社会基本法の目的にも沿うものであり，目指すべき方
向性として理解できる一方で，これらの基本理念が以下に示す政府文書・政府方針に反
映されていないように見える。

２　基本方針で定めるデジタル社会のビジョンと基本原則
「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（2020年12月25日閣議決定）21では，

デジタル社会の目指すビジョンとして以下のように述べている。
「『デジタルの活用により，一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ，

多様な幸せが実現できる社会』を掲げ，（中略）このような社会を目指すことは，『誰一
人取り残さない，人に優しいデジタル化』を進めるということにつながる」

これはデジタル社会基本法３条・５条・６条・８条とも合致するものであるし，目指
すべき方向性として理解できる。しかし，誰一人取り残さないために具体的にどのよう
な政策を実行していくのかが，他の政府文書から明らかではない。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 （2022年６月７日閣議決定）18頁以下では，

「誰一人取り残されないデジタル社会の実現」として以下の点を挙げる。
・利用者視点でのサービスデザイン体制の確立

21 総務省ウェブページ
 （https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd251100.html） 参照。
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・デジタル機器・サービスに係るアクセシビリティ環境の整備
・皆で支え合うデジタル共生社会の実現
・経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正
・「言葉の壁」の克服・多文化共生の推進
・情報通信ネットワークの利用環境に係る格差の是正
・EBPMによる実効性確保
しかし，これらも抽象的であり，曖昧模糊としている。
当然，デジタル化によって人格権が侵害されたり，社会的弱者が取り残されたりする

事態は避けなければならず，非常に重要なビジョンではあるが，多様な社会構成の中，
デジタル化に対応できない市民もおり，具体的にどのような対応で人に優しいデジタル
化を実現していくのかこそが重要である。

また，「EBPM」（科学的根拠に基づく政策形成。Evidence based Policy Makingの略）
というキーワードが使用されているところ，デジタル改革は，既に指摘したように何度
も同じ政策目的の焼き直しが繰り返されてきたが，結局デジタル化は進展せず，また一
貫して目標として掲げられてきた行政効率化も成功してこなかった。例えば，外務省の
パスポート電子申請システムは，年８億円のランニングコストで，2005年の申請件数は
103件，パスポート１冊に1600万円かかったため，財務省が廃止要求をして廃止された。
鳥取県の片山善博知事（当時）は，2006年，住基ネット１件あたりの利用単価が200万
円であるとの報告を受け，「実は，住民基本台帳ネットワークシステムというのは・・・
壮大な無駄の仕掛けですよね。もし可視的な装置があったとしたらぺんぺん草が生えて
いますよ。・・・将来役に立つかもしれませんよ。だけど，そんなことを言うんだった
ら箱物は全部将来役に立ちますよ」と述べている。デジタル庁によるデジタル化こそ，
真っ先にその科学的根拠を示して，どのように具体的に国民の役に立つのか，費用対効
果を示してEBPMの実践とその市民への情報公開が図られるべきである。
「『皆で支え合うデジタル共生社会』の環境整備に向けた具体的な施策」についても，

以下のとおり，同重点計画12頁以下に記載されているものの，これも具体性を欠くため，
具体的にどのような取組がなされ実効性を確保しているのかが不明確であり，「誰一人
取り残さない，人に優しいデジタル化」「皆で支え合うデジタル共生社会」が実現でき
るのか疑問である（これらの理念や基本原則については，本編第３章も参照）。

「皆で支え合うデジタル共生社会」の環境整備に向けた具体的な施策
①　まず，国や地方公共団体等が提供するサービスのアクセシビリティ，ユーザビ

リティの向上については最優先で取り組む課題であり，行政機関等が様々な利用
者，利用状況等を想定しサービス提供に努めるため，サービスデザインやデザイ
ン思考といった適切なデザインプロセスを導入することが求められる。このため，
デジタル庁においては，サービスデザイン体制を確立し，アクセシビリティやユー
ザビリティ確保の重要性に関する職員の意識改革，専門人材（障害当事者を含む。）
の活用，研修手法の開発，学習機会の提供，先行事例や知見の収集等の取組を積
極的に実施し，適切なサービスデザインプロセスの確立に努めるとともに，政府
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のウェブサイトやシステム調達ガイドラインにおいても政府統一のアクセシビリ
ティ基準，ユーザビリティ基準の策定等の実効性ある措置を講じることが必要で
ある。その上で，これらの取組について地方公共団体等に横展開を図っていくこ
ととする。

②　国や地方公共団体等におけるウェブサイトやデジタル機器・サービスのアクセ
シビリティガイドライン等の策定に当たっては，利用者に分かりやすい内容とし，
技術の進展に柔軟に対応して見直すとともに，欧米の情報アクセシビリティに関
する法規制等の動向も踏まえ，その実効性確保について国際的な整合性の観点か
らも検討が必要である。 

③　政府等は汎用性を確保したアクセシビリティ対応のデジタル機器・サービスの
開発を促進する観点から，UI・UX，アクセシビリティに対応する企業等に対す
る支援措置を講じる。その際，視覚障害や聴覚障害のほか，知的障害，発達障害，
身体障害，重度・重複障害も含め，様々な障害の種類・程度に応じた開発が促進
されるよう配慮することが重要である。 

④　アクセシビリティ関連情報を企業・団体利用者等が幅広く共有できるよう，ど
のような機器・サービスが存在し，どのようなニーズに対応しているのか等，マッ
チングのためのデータベースを幅広く構築することが必要である。 

⑤　高齢者や障害者等への支援（機器等の利用が困難な人には手助けを行う仕組み
も含む。）に当たっては，身近な者が継続して支援できることが重要である。そ
の際，スマートフォン等の基本的な操作方法だけでなく，それで何ができるのか

（オンライン行政手続，身体機能の維持向上，一人暮らしの高齢者の見守り等）
もきめ細かく支援することが必要である。このような観点から，地方公共団体等
と連携した「デジタル推進委員」を全国津々浦々に展開できるよう，更なる拡大
を図るとともに，このような取組に当たっては，若者から高齢者まで全世代的に
支援し合う環境（世代間交流）となるよう留意することが必要である。 

⑥　高齢者や障害者等に支援を行う者（医療・介護・リハビリセンター関係者，ボ
ランティア等）へのサポート（コミュニケーション能力・共感力，差別やハラス
メントの防止，関連する制度等の情報共有，専門家による相互支援体制等）も必
要である。

⑦　障害者の就労を含む社会参画の促進，デジタル機器・サービスを活用した要介
護者等の自立生活支援策のほか，災害時における障害者，高齢者等への適時適切
な情報提供に資する取組も必要である。

⑧　デジタル社会では，障害者や高齢者等が様々な意思決定をオンラインで行うこ
とが想定されるほか，障害者や外出が困難な高齢者からはネット投票への期待も
あり，デジタル時代における代理権，ネット投票等の法的な整理の検討が必要で
ある。

⑨　デジタル時代のこどもについても，経済的な事情のあるこどもへの通信機器等
の貸出しなどの支援，自宅以外（放課後児童クラブ，公民館等）のインフラ整備
を図るほか，特別支援学校のみならず普通学校でのインクルーシブな環境にも配
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慮したきめ細かな支援が必要である。また，親（シングルペアレンツ）も含めた
貧困等の困難，又は潜在的にそのリスクを抱える家庭に対して，インターフェー
ス統一，必要な支援メニューのアクセス先一元化やワンストップ化によりワンス
トップ支援が実現されるとともに，公金受取口座登録制度等を活用した仕組みの
構築等でプッシュ型支援が実現される必要がある。

⑩　その他，病院，リハビリセンター等における通信環境（Wi-Fi等）の整備や，
在留外国人に対するやさしい日本語の活用の拡大，地方公共団体等での多言語翻
訳対応の促進等，生活シーンに応じて求められる情報へのアクセシビリティの確
保や外国人コミュニティに応じた共生施策等についても，官民が協働して推進し
ていくことが重要である。

また，前記「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では，デジタル社会を形
成するための基本原則として，以下の10原則を掲げていた。

①オープン・透明　　②公平・倫理　　③安全・安心　　④継続・安定・強靱
⑤社会課題の解決　　⑥迅速・柔軟　　⑦包摂・多様性　⑧浸透
⑨新たな価値の創造　⑩飛躍・国際貢献
前記の基本原則中，②「公平・倫理」の内容としては，「データのバイアス等による

不公平な取扱いを起こさないこと，個人が自分の情報を主体的にコントロールできるよ
うにすること等により，公平で倫理的なデジタル社会を目指す」と説明されていたにも
かかわらず，その後の立法化に当たっては，自己情報コントロール権の保障・明文化は
なされなかった。その他，「安全・安心」「包摂・多様性」などの重要なキーワードは見
られるものの，その後の立法や具体的なデジタル化政策の中において，具体化されてい
るとは言い難い。

さらに，前記の基本原則は重要な概念ではあるものの，実現が難しい場合も十分考え
られ，このように難しい原則をどう実現していくのかこそが重要である。例えば，①「オー
プン・透明」，②「公平・倫理」についていえば，AIによる判断・処理ではなぜそのよ
うな判断・処理がなされたのか十分な説明ができない場合もあり，また既存の差別・偏
見を助長するような判断・処理がなされるおそれもある。これらの基本原則を実現して
いくために，具体的にどのような対応を取るかに係る説明が不足している。また，③「安
全・安心」，④「継続・安定・強靭」も，デジタル社会におけるセキュリティ確保等は
非常に重要な課題であるが，これを具体的にどう実現していくのかの説明が不十分であ
る。また，これらの基本原則に則った具体的施策となっているのか，政府にて振り返る
機会があるかどうかも不明であり，基本原則にのっとった理想的なデジタル化の実現に
向けた計画・検討・説明・レビューが不足していると思われる。

３　重点計画等で定めるデジタル原則
2021年11月に創設された内閣総理大臣を会長とする「デジタル臨時行政調査会」及び

同年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では，デジタル社
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会の実現に向けた構造改革のための五つの原則が提示された22。前記2022年の「デジタ
ル社会の実現に向けた重点計画」の24頁にも「デジタル化の基本戦略」として摘示され
ている。

五つの原則とは，
①　デジタル完結・自動化原則
②　アジャイルガバナンス原則（機動的で柔軟なガバナンス）
③　官民連携原則
④　相互運用性確保原則
⑤　共通基盤利用原則

であり，その内容は下表のとおりである。

（出典）「デジタル社会の実現に向けた重点計画」22頁

これらの原則は，デジタル社会の実現に向けて非常に重要な原則ではあるものの，実
現が難しい場合もある。対面・書面を基本とし，硬直的な事前規制を中心とする国・地
方公共団体のこれまでのやり方をどう変えていくのか，具体的な説明が求められるとこ
ろであるが，その説明がほぼなされておらず，またこれらの原則の実現に向けた進捗状
況の説明・振り返りもほぼなされていないと思われる。

22 デジタル庁ウェブページ
 （https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-

b989-2bcaabffe870/20211224_policies_priority_package.pdf）
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更に言えば，これらの原則と「誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化」を両立
させることは大変難しいことと考えられるし，全ての行政事務においてこれらの原則を
徹底させることは極めて難しいと考えられる。具体的にどのようなところから重点的に
これらの原則を徹底させるのか，「誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化」との
両立をどう図っていくのか，費用対効果をどう考えるのかも不明瞭である。

４　デジタル３原則
また，このほかに政府は，従来から「デジタル３原則」も掲げている。「デジタル３

原則」は，以下をいうとされている（「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25
日閣議決定）５頁，前記2022年の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」22頁）。

①　デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②　ワンスオンリー：一度提出した情報は，二度提出することを不要とする
③　コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め，複数の手続・サービスをワ

ンストップで実現すること
従来から掲げているデジタル３原則についても，現時点で余り実現ができていないよ

うに見受けられるが，今後この原則をどのように実現させていくのか，説明がなされて
いない。

５　クラウド・バイ・デフォルト原則
さらに政府では，従来から「クラウド・バイ・デフォルト原則」も掲げており，クラ

ウドサービスの利用を第一候補として検討することも述べている（前記2022年の「デジ
タル社会の実現に向けた重点計画」22頁）。

６　包括的データ戦略で定める行政におけるデータ行動原則
包括的データ戦略（2021年６月18日閣議決定）では，「行政におけるデータ行動原則」

として，「データに基づく行政（文化の醸成）」（政策課題に対応するデータの特定，意
思決定のためのデータの使用，データ視点での業務の見直し，行政によるデータ作成・
提供），「データエコシステムの構築」（活用・共有を前提としたライフサイクルに配慮
したデータ設計・整備，データ標準の活用，データの品質確保，データ資産の整理），「デー
タの最大限の利活用」（データアクセスのルールの明確化，公開，データアクセス方法
の多様化，公開，オープンデータの推進）が整理されている。

７　小括～乱立する目的・原則とプライバシー保障原則の欠如
このように，デジタル社会に関しては，様々な言葉で目的や理念・原則等が掲げられ

ているが，全体として統一性・体系性・構造化がなく，乱立している印象を受ける。ま
た基本理念，基本原則を見ても，具体性がなく，イメージの良いキーワードが並べられ
ているものの，国としてどのようなデジタル化を目指しているのかが，不明瞭である。

さらに，デジタル社会の目的，基本理念，基本原則を受けた具体的施策等が，デジタ
ル社会基本法20条以下，そして「デジタル・ガバメント実行計画」23，「デジタル社会の

23 デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画が定められ
たことを受け，令和３年12月24日に廃止。
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実現に向けた重点計画」（2022年６月７日閣議決定）24に記載されているが，具体的施策
等がどのようにデジタル社会の目的実現に資するのか，デジタル原則等に合致するのか
も不明瞭であり，国として目指すデジタル社会の姿及びそれを実現するための具体的施
策が論理的に整理されていない。デジタル社会の目的，基本理念，基本原則と具体的施
策との論理的関係性を説明した上で，具体的施策の実効性を検証する際，これらの理念・
原則の実現にどの程度寄与したか等を検証すべきである。

また，様々な目的・理念・原則等が並べられているにもかかわらず，プライバシー権
や人格権保障がそれらに明示的に含まれていない。「クラウド・バイ・デフォルト」が
原則として定められているにもかかわらず，世界的規模で重要視されている「プライバ
シー・バイ・デフォルト」「プライバシー・バイ・デザイン」については原則とされて
おらず，余りに不合理である。デジタル化において個人データの保護やプライバシー権・
人格権保障は極めて重要なテーマであり，EUや台湾等においては，そのような権利保
障を大原則に置きながらデジタル化施策を進めていることと比べるならば，日本のデジ
タル化施策の進め方には問題があると言わなければならない。

プライバシー権保護は，市民が進んで積極的にデジタル社会に参加するために必要な
大前提である。スマートフォンのように，本当に市民にとって便利であれば，誰から求
められることもなく，市民自らがデジタル社会に参加するはずである。マイナンバーカー
ドについては，国がデジタル社会の根幹と位置付け，多額のインセンティブを付与して
も，国が思うほどには普及していない。これは，マイナンバーカードを所持することに
よって何がどう便利になるのかが分からないという，市民に理解できる形での国のデジ
タル化の目標が設定されていない，あるいは具体性がないことが原因である。同時に，
国から自分の情報を何にどう利用されるか分からないという，市民から国に対する不信
感が存在することも否定できない。少なくとも，思いもしないようなデータ利用，デー
タ結合の危険にさらされることが絶対にないというプライバシー権保護を前面に押し出
したデータの利活用の方針が示されない限り，市民が自らこれを積極的に利用すること
はないということを前提として政策立案がなされるべきである。

第４　デジタル改革の司令塔たるデジタル庁
デジタル改革関連法の一つであるデジタル庁設置法により，2021年９月１日にデジタル

庁が発足した。
デジタル庁は内閣直属の組織とされ，内閣総理大臣自らが担当大臣となり，「強力な総

合調整機能（勧告権等)」等を有する。このような組織体制は復興庁以外に存在しない。
デジタル庁は，デジタル社会の実現に関する司令塔として，デジタル改革，規制改革，

行政改革といったデジタル時代にふさわしい構造改革に係る横断的課題の一体的な検討や
実行を強力に推進するとともに，デジタル田園都市国家構想の実現においても，内閣官房
デジタル田園都市国家構想実現会議事務局と連携してデジタル技術を地域の暮らしや産業

24 デジタル庁ウェブページ
 （https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-

b989-2bcaabffe870/20211224_policies_priority_package.pdf）
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に実装するなど，重要な役割を担っていくとされている。
デジタル庁を司令塔とするデジタル改革の推進等に関する問題点については，本編第４

章で詳述する。

第５　包括的データ戦略とスーパーシティ・デジタル田園都市構想
2021年６月18日閣議決定された「包括的データ戦略」は，デジタル社会に向けた日本の

包括的なデータ戦略であり，デジタル改革関連法と軌を一にしている。
１　策定目的とビジョン

本戦略の策定目的については，以下のように述べられている。
「我が国では，これまで・・・幾多の関連戦略の策定にもかかわらず，日本社会全体

でのデータに係るリテラシーの低さ，プライバシーに関する強い懸念等から，データの
整備，データの利活用環境の整備，実際のデータの利活用は十分に進んでこなかった。

今般のコロナ禍においては，国・地方公共団体での情報共有が進まない，公開される
データが使いづらく民間のサービス提供が困難，事業所などの基礎的データの整備が不
十分で迅速な給付行政が困難など我が国のデジタル化への対応の遅れが露呈した。これ
らの事態の背景にあるのは，デジタル社会実現の中核となるデータについて焦点を当て
た戦略の不在である。（中略）

本戦略は，抽出された課題に対する具体的対応とその実装に向けた方策を定めるもの
である。」（「包括的データ戦略」５頁）

つまり，これまでデータの利活用が進んでこなかった原因は，社会全体のリテラシー
の低さやプライバシーに関する強い懸念にあったとして，「データ戦略」の不在が背景
にあるとしているが，前述したように，これまでの国の施策に関する具体的な反省や総
括はない。プライバシーに対する強い懸念の存在を認識しているのであれば，その懸念
を否定することなく，プライバシー保護のための措置を全面的に導入することにして，
そのように市民に説明するべきであるのに，そうした姿勢は認められない。

また，ビジョンについては，以下のように述べている。
「上記理念を実現するためには，まずは，我が国が目指すべきデジタル社会の在り方

を描く必要があるが，我が国には既にSociety5.0の実現という国家戦略が存在する（第
５期科学技術基本計画）。そのため，本戦略のビジョンは，『フィジカル空間（現実空間）
とサイバー空間（仮想空間）を高度に融合させたシステム（デジタルツイン）を前提と
した，経済発展と社会的課題の解決を両立（新たな価値を創出）する人間中心の社会で
あり，豊かな人間社会を支えるものである。それはまさに日本政府が目指すSociety5.0
のビジョンと合致する』としたところである（第一次とりまとめ）。」（同６頁）

なお，この「デジタルツイン」とは，現実の世界から収集した様々なデータを，まる
で双子であるかのようにコンピューター上で再現する技術のことである。後述のスマー
トシティのように，現実世界のあらゆるデータが収集され，AIにより分析されること
が目指されている。第１編の冒頭で指摘したとおり，NHKスペシャル取材班は，グー
グルが保有する，被験者の2.74GBに及ぶ９年間分のデジタルデータにより，本人の記
憶より正確な人物像及び将来予測を導いた。このようなデジタルツインの形成を，プラ
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イバシー権に対する著しい脅威と捉え，それを回避し，プライバシー権・自己情報コン
トロール権を確保し，人権が守られるデジタル社会を希求するEUの考え方と，日本政
府の考え方には，著しい隔たりがあることを指摘しなければなるまい。私たちは，この
ような目標設定には問題があると指摘せざるを得ない。

２　スマートシティとSociety5.0，スーパーシティ，デジタル田園都市構想
⑴　Society5.0

政府は，新技術や各種データ活用をまちづくりに取り入れたスマートシティの推進
を，Society5.0，ひいてはSDGsの達成の切り札として強力に推進している25。

また，以下のように情報が共有され，分野横断的な連携をするようになることで，
多くの問題が解決するかのような，いわばバラ色の社会が到来すると描き出している。

この「Society5.0」について，内閣府のウェブサイトでは，
「狩猟社会（Society1.0），農耕社会（Society2.0），工業社会（Society3.0），情報社

会（Society4.0）に続く，新たな社会を指すもので，第５期科学技術基本計画におい
て我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱され」た，「サイバー空間（仮
想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発
展と社会的課題の解決を両立する，人間中心の社会（Society）」である」
と説明する。

そして，「Society 5.0で実現する社会」について，以下のように述べる。
「これまでの情報社会（Society 4.0）では知識や情報が共有されず，分野横断的な

連携が不十分であるという問題がありました。人が行う能力に限界があるため，あふ
れる情報から必要な情報を見つけて分析する作業が負担であったり，年齢や障害など
による労働や行動範囲に制約がありました。また，少子高齢化や地方の過疎化などの
課題に対して様々な制約があり，十分に対応することが困難でした。」
「Society 5.0で実現する社会は，IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつ

ながり，様々な知識や情報が共有され，今までにない新たな価値を生み出すことで，
これらの課題や困難を克服します。また，人工知能（AI）により，必要な情報が必
要な時に提供されるようになり，ロボットや自動走行車などの技術で，少子高齢化，
地方の過疎化，貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革（イノベーション）
を通じて，これまでの閉塞感を打破し，希望の持てる社会，世代を超えて互いに尊重
し合あえる社会，一人一人が快適で活躍できる社会となります。」
「Society5.0のしくみ」としては，以下のように説明する。
「Society5.0は，サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に

融合させたシステムにより実現します。これまでの情報社会（Society 4.0）では，人
がサイバー空間に存在するクラウドサービス（データベース）にインターネットを経
由してアクセスして，情報やデータを入手し，分析を行ってきました。

Society5.0では，フィジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空間に集

25 内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省スマートシティ官民連携プラットフォーム「スマートシティガ
イドブック（概要版）」１頁（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/00_scguide_s.pdf）
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積されます。サイバー空間では，このビッグデータを人工知能（AI）が解析し，そ
の解析結果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィードバックされます。今までの
情報社会では，人間が情報を解析することで価値が生まれてきました。Society5.0では，
膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析し，その結果がロボットなどを
通して人間にフィードバックされることで，これまでには出来なかった新たな価値が
産業や社会にもたらされることになります。」

⑵　Society5.0の先行的な実現の場＝スマートシティ
そして，「Society5.0の先行的な実現の場＝スマートシティ」であると説明する。

「以上に述べたようなSociety5.0の実現に向けて，政府では地域におけるICT等の新
技術を活用したマネジメント（計画，整備，管理・運営等）の高度化により，都市や
地域の抱える諸課題の解決を行い，また新たな価値を創出し続ける，持続可能な都市
や地域，すなわち『スマートシティ』を推進しています。」

⑶　スーパーシティ
2020年５月に「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」，いわゆるスーパーシ

ティ法が成立した。スマートシティでは，地域が持つ個別の社会課題の解決が中心だっ
たのに対し，スーパーシティでは，生活全般にまたがる複数分野の先端的なサービス
の提供，複数分野間でのデータ連携が重視されるようである。スーパーシティ国家戦
略特別区域を全国の自治体から公募し，キャッシュレス決済やクルマの自動運転，遠
隔医療などの最先端技術を暮らしに実装することなどが検討されている26。

スーパーシティの問題点については，第４編第５章で詳述する。
⑷　デジタル田園都市構想

なお，スマートシティから少し遅れて，「デジタル田園都市国家構想」も発表され
ている。「デジタル田園都市国家構想実現会議」が2021年開催され，地方からデジタ
ルの実装を進め，新たな変革の波を起こし，地方と都市の差を縮めていくことで，世
界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け，構想の具体化を図るとと
もに，デジタル実装を通じた地方活性化を推進する旨が示されている27。2022年より，

「デジタル田園都市国家構想推進交付金」の交付も始まっており，デジタルを活用し
た地域の課題解決や魅力向上に向けて，他の地域等で既に確立されている優良なモデ
ル等を活用して迅速な横展開を行う地方公共団体の事業を，国が交付金により支援す
ること等が公表されている28。

デジタル田園都市の実装は，まずは，先進的なサービスの開発・実装から展開し，徐々
にその充実を図るとされており，スーパーシティ／スマートシティ，MaaS，スマー
トヘルス，スマート防災，スマート農業，スマートホーム，行政のDXなど，いずれ
の切り口からでも，それぞれの地域の実情に合わせ，デジタルの効果を実感できる分
野から，官民連携してサービスの構築を行った後，サービス間のデータ連携が見えて

26 Wisdomウェブページ（https://wisdom.nec.com/ja/feature/smartcity/2021011501/index.html）

27 内閣官房ウェブページ（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/pdf/konkyo.pdf）

28 地方創生（https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/digitaldenenseidoyoukou.pdf）
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くる段階で，国が整備を進めるデータ連携基盤の実装を進めるとされている（「令和
３年度補正予算デジタル田園都市国家構想推進交付金デジタル実装タイプ概要」８
頁29）。

図２　デジタル田園都市を支えるデジタル基盤の構築について

（出典）令和３年度補正予算デジタル田園都市国家構想推進交付金デジタル実装タイプ概要　８頁

３　プラットフォームとしての行政
⑴　包括的データ戦略におけるデータ利活用方針

包括的データ戦略は，データの利活用を目指して，以下のように，「③プラットフォー
ムとしての行政」という項目を置く（９頁）とともに，マイナンバー制度とリンクし
たID制度の整備，ベース・レジストリを始めとした基盤となるデータの整備，及び
カタログの整備等，民間ともオープン化・標準化されたAPIで連動できるオープンな
システム構築を強調している。
「デジタル社会においては行政機関が最大のデータ保有者であり，行政自身が国全

体の最大のプラットフォーム（Platform of Platforms／System of Systems）となり，
それがガバメントクラウド上で提供されることを通じて広く国民や民間企業等から活
用されることが産業競争力や社会全体の生産性向上に直結する。また，行政自身が
EBPMを進める上でも，データの利活用の環境整備が重要である。このため，行政機

29 内閣府地方創生推進室・デジタル庁・内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
 （https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/pdf/denenkouhukin_jissou_gaiyou.pdf）
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関は，上記行動原則を遵守・実践しつつ，データの分散管理を基本として，行政機関
全体のアーキテクチャを策定，マイナンバー制度とリンクしたID体系の整備，ベース・
レジストリをはじめとした基盤となるデータの整備，及びカタログの整備等を行うと
ともに，民間ともオープン化・標準化されたAPI30で連動できるオープンなシステム
を構築していくこととする。」

しかし，デジタル社会における最大のデータ保有者はデジタルプラットフォーマー
であるという事実と，その弊害を可能な限り減らすためにプライバシー権・自己情報
コントロール権の確保に努めている欧米民主主義国家群との間で，世界観が同一であ
るのかについての疑問がある。行政機関がデジタルプラットフォーマーを指向する政
府は，分かりやすいモデルとして中国が存在するが，そのような社会を，民主主義国
家において目標として設定してよいのかという根本的な疑問を指摘せざるを得ない。

⑵　包括的データ戦略の目標～データがつながることによる「新たな価値を創出」
ア　本戦略の目標については，データがつながることで「新たな価値を創出」するこ

とであると述べられている（前出の第１章第１節第３ ｢構造改革のためのデジタル
原則の全体像」図参照）。

　　「本戦略の目標はデータがつながることで『新たな価値を創出』すること（第７層）
である（Ⅰ.２.⑴（ビジョン）参照）。そのためには，データ利用者を含むステーク
ホルダーの視点からみて，幅広いデータの集約・分析・活用が包括的・効率的・一
元的に実現できていること，それらの実現によりステークホルダーがAIシミュレー
ション等でデータを最大限活用することを見据えたアーキテクチャとすることが必
要である。その実現のためにはインフラ（第１層）からルール（第５層）に至るま
での『データ環境整備』と社会実装過程における業務改革（第６層）＝ビジネスプ
ロセス・リエンジニアリング（以下「BPR」という。）が求められる。」（10頁）

イ　上記目標達成のため，以下のような「データ環境整備」が必要であるとする。
　　「データ環境についてはインフラからルールに至るまで構造的・網羅的・整合的

に整備する。
①　第１層：インフラ

デジタル社会を支える５Ｇ，データセンター，計算インフラなどのインフラを
定義し，その整備を計画的・整合的に推進。

②　第２層：データ
政府や地方公共団体が整備するベース・レジストリをはじめとする社会活動の

基礎となるデータの整備（公共分野を担う民間部門のデータ整備を含む）から着
手し，必要なデータを構造的に構築。

③　第３層：連携基盤（ツール）
上記のデータをシステマティックに連携させるためのAPIやカタログなどの

データ連携ツールを整備。

30 APIと は「 ア プ リ ケ ー シ ョ ン・ プ ロ グ ラ ミ ン グ・ イ ン タ ー フ ェ ー ス（Application Programming 
Interface）」の略称。一言で表すと，ソフトウェアやプログラム，Webサービスの間をつなぐインターフェー
スのこと。
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④　第４層：利活用環境
PDS（Personal Data Store)・情報銀行31やデータ取引市場などの連携されたデー

タを多様な主体が使いこなすための利活用環境を整備。
⑤　第５層：ルール（データガバナンス／トラスト基盤等）

データ標準や品質などのデータ連携に必要なルールの整備に加え，安心して
データを利活用するためのトラスト基盤などのルールを整備。」

なお，本戦略では，連携基盤（ツール），利活用環境と，データ連携に必要なルー
ルを包括的・有機的に提供する基盤を「プラットフォーム」と呼ぶ （11～12頁）。

⑶　小括
上述のように，「包括的データ戦略」では，データの利活用により，いわばバラ色

の社会が実現できるとし，そのための整備項目や目標などの記載に大半が割かれてい
る。反面，個人データ保護，プライバシー権・人格権の保障原則に関する部分は極め
て少ない。プライバシーへの言及は，プライバシーに関する強い懸念といった形のも
のでしかない。また本文中では，「パーソナルデータの取扱いに際して本人に明示す
る内容及び本人同意を取得する方法等を検討する必要がある」（25頁）という記載も
見られるが，プライバシー権・人格権保障を前提としたデータ戦略のためにどのよう
な対策を講じるのかが不明瞭である。本人同意の検討という記載もあるものの，個人
情報保護法上，本人同意のない個人データの提供も認められている以上，どのような
場合でもデータ戦略として本人同意を取得することを前提に進めていくということは
考えにくい。そうであるとすれば，具体的にどのようなプライバシー権・人格権保障
のための方策を講じるのか，どのような問題点の検討が必要であるのかに関する検討
は極めて不十分と言わざるを得ない。

４　データ連携基盤と利活用環境の重点分野としての健康・医療・介護と教育
前出第１章第１節第３「構造改革のためのデジタル原則の全体像」図の第３層，第４

層である「データ連携基盤と利活用環境の重点項目」として，以下のように，健康・医
療・介護分野，及び，教育分野が挙げられている。
「広く多様なデータを活用して新たな価値を創出するためには，『データ連携』とそれ

を『利活用したサービスを提供』する基盤（プラットフォーム）の構築が鍵となる」（20
頁）とし，「データ流通を促進・阻害要因を払拭するためのルール」（24頁）を定めた上，

「重点的に取り組むべき分野におけるプラットフォームの構築」（28頁）として，①健康・
医療・介護分野（29頁），及び，② 教育分野（30頁）を挙げている。

この両分野については，第７章および第８章で詳述する。

第２節　デジタル改革の前史～住基ネット以降の「共通番号制」の問題
今回のデジタル改革に至る，住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）成立以

降，おおよそこの20年来の大きな流れと，そこにおいて問題とされた「共通番号制」の危

31 実効的な本人関与（コントローラビリティ）を高めて，パーソナルデータの流通・活用を促進するとい
う目的の下，本人が同意した一定の範囲において，本人が，信頼できる主体に個人情報の第三者提供を
委任するというもの。データ提供・活用に関する便益が，事業者から本人に直接又は間接的に還元される。
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険性等について補足する。
第１　住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の成立

1998年の住民基本台帳法改正により，住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基
ネット」と略称する。）が整備され，2002年８月，運用が開始された。

同制度によって，大きく変更されたのは以下の諸点である。
１　共通番号制度の創設

それまで，日本においては，世界的にも珍しい戸籍制度及び住民基本台帳制度が整備
されて，本人確認のための台帳制度が整っていたことに加え，「国民総背番号制」に対
する国民の忌避感が強かったこともあり，市区町村を越えた，行政事務分野をまたがっ
た統一的な番号制度（共通番号制度）は存しなかった。しかし，住基法改正により住基
ネット制度が作られたことによって，初めて，国単位で，住民基本台帳に登録されてい
る全住民に対して，漏れなく，重複しない，個人識別番号（11桁の「住民票コード」と
名付けられた背番号）が付されるようになった。外国人住民についても，2013年７月か
ら住基ネットの対象となり，住民票コードが付番されるようになった。

２　本人確認情報の一元管理化
また，それまでは，各市区町村において，分散管理されていた住民基本台帳情報のう

ち，本人確認情報（氏名，生年月日，住所，性別，及びそれら変更履歴）が，市区町村
－都道府県－地方自治情報センター（全国センター）と，ピラミッド型のコンピューター・
ネットワークにより，一元管理されるようになった（つまり，都道府県においては，そ
の範囲内の全住民の本人確認情報が，地方自治情報センターにおいては，全国民の本人
確認情報が，それぞれ一元管理されるようになった。）。なお，国による一元管理を避け
るために，国ではなく，地方公共団体によって設立された財団法人である地方自治情報
センターによる管理とされた。

後に，個人番号（マイナンバー）制度の創設とともに，地方自治情報センターは，地
方公共団体情報システム機構（J-LIS）に改組され，権限も拡大した。

３　住基カードの創設
住民基本台帳カード（略称「住基カード」）というICカードが作られるようになった。

同カードは，券面に氏名のみが記載されたＡバージョンと，顔写真と氏名・生年月日・
性別・住所が記載されたＢバージョンが存した。顔写真付きのＢバージョンは，市町村
長が交付する公的な身分証明書として使え，運転免許証や健康保険証などがなくても本
人確認が行えた。このことから，運転免許証を保有しない高齢者などが身分証明書とし
て利用するために取得する例が多かった。同カードに内蔵されたICチップには，４項
で述べる公的個人認証サービスの電子証明書等が搭載されていたが，その余裕部分に，
印鑑証明書，図書カード等，各種サービスのためのソフトを入れることが可能で，多目
的利用が図られた。コンビニエンスストアのコピー機で住民票が取得できるサービスな
ども開始された。

しかし，政府・自治体のPRにもかかわらず，住基カードの発行枚数は伸びなかった。
同カードの2003年８月から2015年12月31日までの累計交付枚数は，約960万枚（有効交
付枚数約717万枚）にすぎなかった。仮に，717万枚を全人口（2015年１月１日現在の住
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基人口約１億2823万人）で割ると，わずか5.6%の取得率にしかならなかった（この少な
さが，現在の個人番号カード普及の自己目的化とも言える施策の背景にある。）。

後に個人番号（マイナンバー）制度の創設により，住基カードは個人番号カードに取っ
て代わられた。住基カードはＡバージョン，Ｂバージョンの２種類があり，どちらも選
択できたが，個人番号カードでは顔写真付きのＢバージョン仕様しか選択できないこと
となった。また，住基カードの券面には住民票コードは記載されなかったが，個人番号
カードの券面（裏面）には個人番号（マイナンバー）が記載されている。

４　公的個人認証サービスの開始
前記住基カードを利用した，公的個人認証サービスが開始された。同カードに内蔵さ

れたICチップに，公的個人認証サービスの電子証明書・秘密鍵が保存されていた。Ａバー
ジョンでも，公的個人認証や，ICチップの余裕部分を利用した，例えば印鑑登録証明
書などの利用に用いることができた。

第２　霞が関の省庁ごとの縦割りシステムの打破の動き
住基ネットの創設と軌を一にして，霞が関における省庁ごとの，個人データの「縦割り」

の打破が図られてきた。すなわち，従前は，省庁ごとに独自のコンピューターシステム＝
「レガシーシステム」が構築されており，「縦割り」での利用が前提であった。そのため，
省庁をまたいだ個人データの提供やデータの名寄せ・突合（データマッチング）は，シス
テムの互換性やデータの互換性がないために，物理的に困難であった。

これに対し，省庁をまたいだデータの流通・連携をスムーズに行えるように改革が図ら
れた。その一環として，中央省庁では霞ヶ関WAN（中央省庁などが個別に運用するLAN

（Local Area Network））を相互接続した広域ネットワーク（Wide Area Network）が整
備された。前身の「霞ヶ関WAN」は1997年に導入され，2002年には地方自治体間の相互
接続ネットワークであるLGWAN（総合行政ネットワーク）とも相互接続された。2013年
に政府共通プラットフォームが導入され，それに伴い，その基盤としての政府共通ネット
ワークに刷新された。

第３　住基ネットの問題点～「共通番号制」の危険性
住基ネット制度の創設に関して最も問題とされたのは，全国民に，漏れなく・重複しな

い個人識別番号（住民票コード）を割り振った点であった。これにより，様々な行政分野
に散在する個人情報が，漏れなく・確実に名寄せ・突合（データマッチング）され，プラ
イバシーが丸裸状態にされてしまう危険性が発生したからである。

すなわち，通常，個人情報の名寄せ・突合は，氏名・住所・性別・生年月日の４情報を
基になされる。しかし，氏名は，婚姻等を契機に変更される場合があるし，例えば，「斉藤」

「斎藤」「齋藤」などと漢字表記が統一されていない場合もある。同姓同名の他人も存在す
る。住所も，引越のたびに変更される。性別すら変わる可能性がある。このような事情に
より，４情報によって，個人情報を，漏れなく，かつ，他人と間違うことなく，正確に名
寄せ・突合することは事実上不可能であった。

ところが，個人情報が，全住民に，漏れなく・重複せずに付番された住民票コードとひ
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も付けられた場合，この住民票コードを「検索キー」とすれば，あらゆる個人情報を，芋
づる式に，漏れなく・他人と間違うことなく・正確に，名寄せ・突合（データマッチング）
すること（その上でプロファイリングすること）が可能となってしまうのである。

第４　住基ネットへの不参加自治体と違憲訴訟
１　自治体の不参加理由

住基ネットの運用開始に当たり，神奈川県の横浜市，東京都の杉並区，国立市，福島
県矢祭町等の自治体は，ネットワークへの参加を住民の選択制にしたり，自治体として
参加を見合わせたり，開始直後に切断を行ったりした。

その理由は，①これまで自らの責任で管理していた全住民の情報（本人確認情報やそ
れらの異動情報)が，自治体外に提供・保存されることになることから，住民情報の安
全性に対する自治体の責任が全うできない，②自らの自治体で行っているDV被害者保
護の対策が，ネットワークに参加することにより，他の自治体から住所を知られてしま
うなど，全うできなくなる，③住民情報を保存したサーバーがネットワーク化されるこ
とにより，不正侵入による情報漏えいの危険性が高くなる，などといったものであった。

前記の各自治体は，さまざまな理由は存するが，その後接続を行い，2015年３月30日
の矢祭町の接続によって，全ての自治体が住基ネットに接続する状態となった。

２　住基ネット違憲訴訟～金沢地裁違憲判決と最高裁合憲判決
住民個人からも，札幌，福島，宇都宮，金沢，さいたま，東京，千葉，横浜，名古屋，

大阪，和歌山，福岡等の各地裁において，住民票コードの付番によるデータマッチング
の危険性や，憲法13条で保障されたプライバシー権（自己情報コントロール権）侵害・
人格権侵害，個人情報の漏えいの危険性などを理由とする違憲訴訟が提起された。

これらの訴訟においては，2005年５月30日の金沢地裁判決，2006年11月30日の大阪高
裁判決において，違憲判断が出された。

金沢地裁判決では，以下のようにデータマッチングの危険性が判示された（大阪高裁
判決でも類似の判示がなされた）。
「行政機関は，住民個々人について膨大な情報を持っているところ，これらは，住民個々

人が，行政機関に届出，申請等をするに当たって，自ら開示した情報である。住民個々
人は，その手続に必要な限度で使用されるとの認識のもとにこれらの情報を開示したの
である。ところが，これらの情報に住民票コードが付され，データマッチングがなされ，
住民票コードをマスターキーとして名寄せがなされると，住民個々人の多面的な情報が
瞬時に集められ，比喩的に言えば，住民個々人が行政機関の前で丸裸にされるが如き状
態になる。これを国民総背番号制と呼ぶかどうかはともかくとして，そのような事態が
生ずれば，あるいは，生じなくとも，住民においてそのような事態が生ずる具体的危険
があると認識すれば，住民一人一人に萎縮効果が働き，個人の人格的自律が脅かされる
結果となることは容易に推測できる。そして，原告らが上記事態が生ずると具体的危険
があると認識していることについては相当の根拠があるというべきである。」

前記金沢地裁判決，大阪高裁判決に対し，2008年３月６日の最高裁第一小法廷判決は，
おおよそ以下の理由で，住基ネットは憲法13条に違反しないと判断した。
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①　「憲法13条は，国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきこ
とを規定しているものであり，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ものと解される」
として，その根拠として，最大判1969（昭和44）年12月24日（刑集23巻12号1625頁）（京
都府学連事件判決）を引用した。

②　そして，「そこで，住基ネットが被上告人らの上記の自由を侵害するものであるか
否かについて検討する」と問題を設定し，

③　まず，本件で直接問題となる「本人確認情報」の保障の程度について，「住基ネッ
トによって管理，利用等される本人確認情報は・・・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。」，「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。」と判示した。

④　その上で，侵害や危険性の有無・程度について，
a　本人確認情報の管理，利用等は，法令の根拠に基づくこと
b　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

れていること
c　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

危険性がないこと
d　懲戒処分又は刑罰をもって目的外利用や秘密の漏えい等が禁止されていること，

都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会，指定情報処理機関に本人確認情報
保護委員会を設置して，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から，法令等の根拠に基づかず又は正当な行政目的の範囲を
逸脱して第三者に開示や公表される具体的危険は生じていないこと

e　個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存しないこと
などの要素を挙げ，
⑤　「行政機関が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理，利用

等する行為は，個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものというこ
とはできず，当該個人がこれに同意していないとしても，憲法13条により保障された
上記の自由を侵害するものではないと解するのが相当である。また，以上に述べたと
ころからすれば，住基ネットにより被上告人らの本人確認情報が管理，利用等される
ことによって，自己のプライバシーに関わる情報の取扱いについて自己決定する権利
ないし利益が違法に侵害されたとする被上告人らの主張にも理由がないものというべ
きである。以上は，前記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。」

と結論付けた。

第５　個人番号（マイナンバー）制度の創設
前記最高裁判決の後，民主党政権の下で，「税と社会保障の一体改革」の掛け声の下に

制度設計されたのが「個人番号（マイナンバー）制度」であり，その後政権交代を経て，
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自公政権の下で，2013年５月24日に，「行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律」（以下「番号法」，「マイナンバー法」ともいう。）が成立し，制
度が創設された。

国民と外国人住民全員に，漏れなく・重複しない・原則生涯不変の「個人番号」（マイ
ナンバーともいう。住民票コードを暗号変換して作成される12桁の番号）を付番し，社会
保障，税，防災分野に関する情報を効率的に情報連携するための「共通番号」制度と，情
報提供ネットワークシステムというコンピュータ・ネットワークシステムを導入するため
の法律であり，2016年１月から番号の利用がスタートした。

個人番号は，行政内部での利用が想定された住民票コードと異なり，納税者番号として，
まず雇用主－従業員などの「民」－「民」の間で用いられ，その情報が納税情報として税
務署等の行政（「官」）に提供されるという，「民」－「民」－「官」で用いられる，見え
る番号（見せる番号）として創設されたものである。

また，情報提供ネットワークシステムにより，個人番号を付された個人情報の情報連携
が，自動的に，迅速・確実に行われるようになった（ただし，同ネットワークにおける情
報連携の際には，個人番号ではなく，それを暗号変換した「機関別符号」でやり取りがな
される。）。

さらに，これに伴い，前述のように，住基カードは個人番号カードに取って代わられ，
地方自治情報センターも地方公共団体情報システム機構（J-LIS）へと改組され，その取
扱業務も，公的個人認証業務も取り扱うようになるなどの大きな変化があった。

なお，国は，個人番号制度について，2008年最高裁判決を踏まえて制度設計したと主張
しているが，上述したように，民間で見せる番号となったこと，情報提供ネットワークシ
ステムという情報連携（データマッチング）のシステムが整備されたこと，利用分野が非
常に広範で，機微な情報と結び付けられるようになったことなどから，「共通番号制度」
としての危険性は，格段に高くなっていると言わざるを得ない。

また，そもそも，元々の目的である「税と社会保障の一体改革」という立法目的との関
係においても，番号制度は一つの手段でしかなく，それだけでは効果を発揮しないもので
ある。税制度や社会保障制度自体，そして社会保障の財源を充実させるなどしないことに
は改革の実を上げ得ないものである。これらの問題点について，日弁連は，2010年８月19
日付け「『税と社会保障制度共通の番号』制度創設に関する意見書」や，2011年７月29日
付け「『社会保障・税番号大綱』に関する意見書」等で繰り返し指摘してきたところである。 

第６　オーストリアの「分野別番号」制度と似て非なる個人番号制度
国は，個人番号制度を制度設計するに当たり，オーストリアの番号制度も調査・検討し

ている。情報提供ネットワークシステムにおける情報連携（情報の照会と回答手続）にお
いて，個人番号ではなく，「機関別符号」を用いる点などは，同国の制度を参考にしたこ
とがうかがわれる。

しかし，同国のプライバシー保障に優れた仕組みは採用していない。
すなわち，オーストリアの番号制度と情報連携の仕組みの特徴は，ごく簡単に説明する

ならば，①税務，社会保障，教育，統計といった分野ごとに異なる個人識別番号を付番す
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るという「分野別（Sectoral）モデル」を用いた上で，②行政機関Ａから行政機関Ｂに対
してＸという人物の個人情報の提供を求める場合には，まずデータ保護委員会（DSK・
日本の個人情報保護委員会に相当）に対し，行政機関ＢにおけるＸの分野別個人識別番号
を照会しなければならず，DSKからの回答を得て初めて，行政機関Ｂに対してＸの個人
情報を求めることができるというところにある（ただし，これらは実際にはボタン一つで
自動的に行われている。）。

これに対し，日本の制度では，各行政機関における個人情報は，分野別番号ではなく共
通番号である「個人番号」（マイナンバー）とひも付けて管理されている。したがって，
行政機関同士で特定個人の情報を，個人番号を用いて一意に特定して照会することができ
てしまう。また，一つの行政機関で情報漏えいが発生すれば，他の行政機関でも共通で用
いられる個人識別番号が判明してしまう。さらに，情報連携（情報照会・回答）に個人情
報保護委員会を介在させていないことから，同委員会が情報連携の監督・監査を行うため
には，他省庁に赴かなければならない等の手間暇がかかる。上述したように，情報提供ネッ
トワークシステムにおける情報連携に「機関別符号」を用いるようにしたのであるから，
各行政機関で個人番号とひも付けて個人情報を保管する必要はなかったにもかかわらず，
このようなシステムを採用した点で，プライバシー保障の程度は大きく低下したと言わざ
るを得ない。

第７　個人番号カード（マイナンバーカード）の問題点
１　本人確認情報・顔写真・個人番号が全て券面に記載されている

個人番号カードは，本人確認と個人番号確認を１枚のカードでできるようにするとい
う「利便性」を優先したために，前述のように，氏名・住所・生年月日・性別の本人確
認４情報と顔写真が券面（表面）に表示されるとともに，裏面には個人番号（マイナン
バー）が表示されるタイプしか存在していない。

しかし，そのために，個人番号カードを提示する際や紛失拾得等の際に，これらの情
報が一括して漏えいし，さらにはそれが不正利用されたりする危険性が大きい。

特に，個人番号は，重複しない，原則生涯不変の個人識別番号であるから，秘密情報
として秘匿しなければならない情報である。日弁連は，2013年５月24日付け「『共通番号』
法案成立に対する会長声明」等により，個人番号の持つ危険性・問題点について，繰り
返し指摘をしてきたところである。番号法も，このような危険性への警戒から，個人番
号カードの取得について，本人の申請による任意取得の原則を定めた（17条１項）上で，
個人番号の秘匿性を強く求め（12条，20条等），不正取得等に重い罰則を課し（48条以下），
利用できる場合を厳しく限定したりしている（９条）。

また，個人番号カードで本人確認が必要な場合に，個人番号とそれ以外の個人識別情
報の全てがセットで券面に表示される必要はない。特に，本人確認の際に相手方に性別
を知られることは，戸籍上の性と実際の性自認とが異なる人にとって，深刻な精神的苦
痛を与える重大な人格権侵害となる。

２　多目的利用推進による情報の「一元管理」化
政府は，個人番号カードの「利便性を高める」として，健康保険証や免許証との一体
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化や，カードに搭載された公的個人認証（電子証明書）機能の多目的利用を推進してい
る。しかし，この多目的利用により，電子証明書の発行番号やマイキーID等の各種IDと，
様々な個人情報とがひも付けられることになる。本編第６章第３節で述べるように，発
行番号や各種IDは個人番号と同様に個人を確実に識別する機能を有するのであるから，
個人番号と同様の「共通番号制」の危険性を有することになる。しかも，これらの発行
番号やIDには，番号法による個人番号の利用制限のような法的規制は存しないから，
その危険性は更に高い。

３　顔認証システムとの連携
個人番号カードは，顔写真が表面に表示され，その顔画像データがICチップに登載

される。この顔写真は，自治体がカードを交付する際に，顔認証システムにより本人確
認ができる精度のものであることを確認することになっており，以後顔認証システムに
よる本人確認で利用することが予定されている。実際，既に2021年から，医療機関の窓
口において，健康保険証機能付き個人番号カードのカードリーダーが設置され，顔認証
システムによる本人確認や，これを条件とした患者の一定期間内の診療情報の共有が開
始されている。

しかしながら，中国の現状を見れば，行政機関が市民の顔画像データ，及びこれから
生成される顔認証データを網羅的に把握することは，指紋の1000倍ともいわれる本人識
別機能からして，これまで全く想定もされなかったようなプライバシー侵害の危険性を
もたらす。仮に強制により全市民が個人番号カードを保有させられるとするならば，全
市民の指紋データベースを完備することより1000倍ほども正確な監視インフラを，政府
が手に入れることになるからである。

４　個人番号カード取得の事実上の強制
政府は，2019年６月21日，「経済財政運営と改革の基本方針2019」（いわゆる骨太の方

針）において，「マイナンバーカードを活用した新たな国民生活・経済政策インフラの
構築」を目指し，「安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現す
る観点から，2022年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを
想定し，国は市町村ごとのマイナンバーカードの交付円滑化計画の策定の推進と定期的
なフォローアップを行うとともに必要な支援を行うなど，マイナンバーカードの普及を
強力に推進する」との方針を閣議決定した。そして，その実現のために，後述のように，
公務員に対して事実上取得を強制したり，健康保険証との一体化を進めたり，1.8兆円
もの予算をとって高額のポイントを付与したりと，カード取得は任意であるとの原則に
も反するような施策をしゃにむに進めて，国民と外国人住民にカード取得を強いている。
健康保険証についていえば，将来的には，紙（プラスチック）製の健康保険証は廃止し
て，個人番号カード健康保険証に一本化することも計画しているから，国民・外国人住
民とすれば，カードを取得せざるを得なくなる。前項で述べたとおり，個人番号カード
取得の事実上の強制は，全ての市民の顔情報の強制取得，さらには顔認証システムによ
る監視可能な対象としてのデータベースが作成されることにつながっていく。第４編で
述べるとおり，顔画像データの管理を行っているJ-LISには，デジタル改革関連法により，
これまでの地方公共団体だけでなく，国が大臣の権限を通じて強力に関与することに
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なった。それにもかかわらず，事実上の強制が進められることには重大な問題があり，
日弁連は，このような乱暴な個人番号カード取得の事実上の強制に強く反対している32。

５　プライバシー保護の後退した個人番号カード普及策の本末転倒
以上のように，個人番号カードは，住基カード等に比べて，プライバシー保護の観点

が著しく後退していると言わざるを得ない。本編第３章第１節第２で述べる「プライバ
シー・バイ・デザイン」にも反する。それゆえ，日弁連では，2021年５月７日付け「個
人番号カード（マイナンバーカード）普及策の抜本的な見直しを求める意見書」におい
て，個人番号カード取得の事実上の強制につながる施策に対して見直しを求めている。

なお，国は，2022年６月に閣議決定した「デジタル田園都市国家構想」の基本方針に
おいて，自治体ごとの個人番号カードの交付率を地方交付税の額に反映させる方針，す
なわち，住民のカード取得率が高い自治体には交付税の配分を増やすという方針まで打
ち出している。

第８　個人番号（マイナンバー）制度普及のロードマップ
上述のように，国は，日本のデジタル化のインフラとして，個人番号と個人番号カード

を中心とした個人番号制度を位置付け，その利活用の拡大と普及に極めて大きな力を注い
でいる。そのための「ロードマップ」は，下図に掲げるように，極めて急速かつ広範囲で
あって，個人番号と個人番号カードという「手段」の普及が自己目的化していると言わざ
るを得ないものである。

最初の図は，2015年５月20日付けの「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ（案）」
である。そこでは，2017年から2019年までの目標として，「個人番号カードをデビッドカー
ド，クレジットカード，キャッシュカード，ポイントカード，診察券などとして利用⇒ワ
ンカード化の促進⇒スマホ等のデバイスにダウンロードして代用できるよう研究･関係者
との協議のうえ実現」と記載されている。また，2020年の目標としては，「個人番号カー
ドもスマホも持たずにあらかじめ本人確認の上登録した生体情報で代用も可能に！」と記
載され，カジノ入館規制やオリンピック会場入館規制への活用を目指していた。

この図からは，市民が求めていない，過剰な個人情報の結合を国が積極的に促進しよう
としている事実と，いずれスマホを手段とするのであれば中間媒体であるカードは確実に
不要な行政需要となることが明らかであるから，この点を認識しながらも無駄な公費支出
をしている事実が分かる。しかも，その後には，生体情報での本人確認により，スマホも
不要にすることを目標としており，中国と同様の顔認証システムによる市民管理を指向し
ていることも分かる。

この点の詳細については，本編第４章第４節第２や第５章第４節，第６章で述べる。

32 日弁連「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」（2021年９月16日）
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（出典）上２図とも，「マイナンバー制度の推進について」2020年１月24日　内閣官房番号制度推進室ほか
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第２章　政府の挙げている立法事実とその合理性

第１節　はじめに～政府の挙げている立法事実とそれらの検討視点
第１　政府の挙げている立法事実

本編第１章第１節で述べたとおり，政府は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021
年12月24日閣議決定）において，重要性・多様性・容量が爆発的に増大した「データ」に
ついて，生成・流通・活用など全ての側面において環境整備が十分ではなかった状況の中
で，新型コロナウイルス感染症への対応においてデジタル化をめぐる様々な課題が明らか
になったと指摘している。これら諸課題に対処しようとするのがデジタル改革関連法であ
り，政府が挙げている立法事実は，直接的には新型コロナウイルス感染症対応，間接的に
はデータ利活用の推進と整理し得る。

第２　検討視点
１　政府は，新型コロナウイルス感染症対応策として当然デジタル化により対処すべきと

考えられるところを含めて放置し，後回しにしたと言わざるを得ない。また，政府は，
感染症対策として，厚労省のHER－SYSをはじめ数多くのデジタルシステムを矢継ぎ早
に作ったが，それらはいずれも順調に機能しなかった。さらに，デジタル化による対応
策として，個人番号（マイナンバー）やマイナンバーカードの利用に固執し，感染症対
策よりもマイナンバーカードの普及を優先したとしか思えない施策を推進したことによ
り，かえって現場に大混乱をもたらした。

２　前述したように，データは21世紀の石油とも言われている世界的な情勢にあることか
ら，データの利活用の推進に関しては「立法事実」がないとは言えない。しかし，そこ
における施策の進め方等には，プライバシー権や人格権の保障の点において合理性に大
きな問題がある。

第２節　政府の挙げている立法事実と対応施策の合理性～感染症対策
第１　後回しにされた感染症対策
１　新型コロナウイルス感染症の流行により，外出等行動の自粛，イベント等の開催自粛，

市販マスクの品薄状態，学校の休校や学級閉鎖，検査体制の不足，保健所や医療機関の
業務ひっ迫，医療用物資の不足，ワクチンや治療薬開発の遅れ，経済活動の停滞に伴う
困窮者の増大，入国者への水際対策等，多岐にわたる課題に直面した。政府がこれらの
課題の問題点をどのように分析したか，分析に基づく施策がいかに合理的か，施策の中
でデジタル技術をどのように用いたか，あるいは用いるべきだったか，人権をどの程度
制約する可能性があるかなど，これまで政府が説明を尽くしてきたとは言い難い。

　　その結果，不明瞭な点が余りにも多く，各施策に対する信頼が醸成されなかった。政
府の説明が不十分だった点は，例えば，台湾政府が「毎日，午後２時に中央感染症指揮
センター（CECC）によって開かれる記者会見で，記者たちが納得するまで質問してい
る様子を，市民は目の当たりにすることができます。報道陣からの質問が終わるまで記



第３編　政府が目指しているデジタル社会とは？

─ 142 ─

者会見は終わりません」としていることと比較すれば，その差は歴然としている33。
２　このような姿勢であった政府は，デジタル改革関連法の制定を推し進める一方で，新

型コロナウイルス対策として喫緊に必要な施策を後回しにしてきたと言わざるを得な
い。
⑴ 新型コロナウイルス感染症の流行動向を知るための基本中の基本とも言える都道府

県別の流行曲線（発症日別）の基となるデータは，自動的に集計するシステムが構築
されないまま，専門家が，各自治体の公表する情報をネット上から拾い集めて集計し
た上で，厚生労働省の専門家会合に提出する状態が，流行開始から２年以上も続いて
いる（2022年４月２日の毎日新聞朝刊「土記　共有されないデータ」。同記事は，「ま
るでジョークのような話」であると評している。）。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の毒性について，第１波においては，重症化率（重症・
死亡に至る率）が通常のインフルエンザの約４倍とされていたが，オミクロン株にお
いては，第６波の当初時点においても重症化率が通常のインフルエンザの1.4倍にま
で下がった（2022年７月時点では，BA．５より前の変異株における重症化率は約0.03％
と，インフルエンザ以下にまで毒性が低下している。）。そのため，現在に至るも，第
１波よりも新規感染者数は多いにもかかわらず，第６波においては，緊急事態宣言が
出されないまま，まん延等防止措置も終了し，野外におけるマスク使用の緩和が呼び
掛けられている。しかし，毒性が減弱したこと，従前ほどの強い行動制限が不要になっ
たことの科学的根拠が市民に情報公開されないため，野外でのマスク使用の中止がな
かなか広がらない現状である（2022年６月末時点）。市民の生命・健康などに関わる
感染症対策にあたってはEBPM（科学的根拠に基づく政策形成）が不可欠であり，政
策への信頼を醸成するためには市民への情報公開が求められるが，ここでも政府の取
組は遅れている。

⑶　新型コロナウイルス感染症患者の入院施設は，いまだに救急隊員や保健所職員が，
電話等でアナログ的に探している状態のままである。設備の整った入院先への搬送は，
生命に関わり，一刻を争うケースもある。台湾では，マスクの在庫状況ですら，いち
早くインターネット上で一元的に集約され，公開されるシステムが作られたことと比
べて，日本においては，入院先の空き状況・受入れ可能状況すら，いまだにアナログ
的に，救急隊員や保健所職員が電話で問い合わせている状況であることは非常に問題
である。

　　なお，例えば，千葉市消防局では2020年７月から，「スマート119」というICT（情
報通信技術）を活用した新たな救急医療支援システムの本格運用を開始しているとの
ことである。119番通報による救急車の要請や指令の内容，患者の心肺情報，救急病
院の受入れ体制を，救急隊と医療機関，消防指令センターが端末を通じて共有してい
るため，救急隊は患者の受入れを各病院に一括要請することができるというシステム
であり，これにより，従来の指令センターを通じた出動要請や，救急隊から各病院へ
の受入れ要請を，電話や無線を使った「アナログ・リレー方式」で行っていた場合と

33 大野和基（インタビュー・編）「オードリー・タンが語るデジタル民主主義」45-46頁（ＮＨＫ出版，2022年）
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比べて，シミュレーション上，搬送先が決まるまでにかかる時間が４分７秒短縮でき
たという（2022年６月15日の朝日新聞「救急の時短・効率化ICTでめざす」）。政府か
らは，このようなシステム構築に向けた取組の動きは見えてきていない。

第２　乱立するITシステムと効率化しない業務
政府は，新型コロナウイルス感染症対応として，矢継ぎ早に様々なITシステムを構築

したが，ITシステム化の範囲が部分的であった。結果，多数のITシステムが乱立するこ
ととなったばかりでなく，いまだに手作業処理を強いられており，業務の効率化のための

「デジタル化」とはほど遠い状況であった。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け，厚生労働省はHER－SYS（関係者間の情報共

有を図るための新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム）34，Ｇ－MIS（病
院の稼働状況等を一元的に把握する医療機関等情報支援システム）35，帰国者フォローアッ
プシステム36を，内閣官房はVRS（ワクチンの接種状況を記録するワクチン接種記録シス
テム）37を，東京都は自宅療養者フォローアップシステム38，患者入院・宿泊等調整システ
ム39を，大阪府は新型コロナウイルス対応状況管理システム40をそれぞれ構築したが，こ
れらによってデジタル化による保健所業務の効率化はさほど進まなかった。例えば，保健
所は，HER－SYSへのアクセス環境がなくFAXで発生届を送信する医療機関に代わって
発生届情報をHER－SYSに入力し，他の組織が構築したITシステムへの入力・参照等の
対応を行い，保健所固有の情報については紙又はExcel（エクセル）等で管理していた。
保健所によっては，当該保健所独自でITシステムを構築し，業務のデジタル化を図った
ところもあったようである。

新型コロナウイルスへの対応で，地域住民の健康の保持増進に関する業務を担う保健所
に，甚大な業務ひっ迫が生じた。これに対して政府が行った複数のITシステムの構築は
小手先の対応で，システム構築自体が目的だったとしか見えない。新型コロナウイルスへ
の対策は，厚生労働省，都道府県，市町村，保健所，医療機関，患者など様々な立場が関
与することを念頭に，これらの関与者がそれぞれ行うべきこと，関与者相互の連携等を踏
まえて，新型コロナウイルス対応に必要な業務全体を俯瞰した上で施策を決定することが
第一である。その上で，施策遂行に当たってどの範囲をデジタル化するべきか，関与者間
でどのようなデジタル技術による連携が可能かなど，費用対効果も踏まえ検討する必要が
あるが，政府がこれらを怠ったために，現場に紙とデジタル対応の二重負担を強いてきた。

34 厚生労働省ウェブページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html）

35 厚生労働省ウェブページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00130.html）

36 Impress Watch（https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1246739.html）

37 デジタル庁ウェブページ(https://info.vrs.digital.go.jp/）

38 ミクスOnline（https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=69824）

39 目黒区ウェブページ
 (https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/hirakareta/kojinjoho/kaigiroku/R03_kaigiroku.files/R03-1.

pdf）

40 大阪府ウェブページ（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38215/00371479/3-3%20hokensho.pdf）
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デジタル化したものの中には，その入力項目の多さなどのため，かえって負担が大きくなっ
たものもあった。

また，国や都道府県がシステム開発をしていない部分については，保健所独自でITシ
ステムの構築を行っている例があるが，新型コロナウイルスへの対応で業務がひっ迫した
保健所が，独自にITシステムの構築や発注をすることは極めて困難だったことは想像に
難くない。予算や人員の少ない保健所であればなおさらであろう。全国レベルで保健所業
務のひっ迫を防止するためにも，政府が対応すべきであったのに，これを怠った。

そして，デジタル改革関連法により保健所業務をどのように改善するのか，全く見えて
こない。

第３　マイナンバーカード普及を優先したデジタル化対策
特別定額給付金対応の場面では，政府が推進するデジタル化の柱と位置付ける「マイナ

ンバー制度を前提としたデジタル化対応施策」に固執したために，かえって地方自治体の
負担が過重となり給付金支給が遅れる，自治体の窓口に「三密」状態をもたらすといった
混乱を招いた。政府は，住民がマイナポータルからマイナンバーカードを用いて特別定額
給付金の申請を行えるように，ITシステム構築を行った。しかし，マイナンバーカード
の普及率が低い（マイナンバーカードの電子証明書を有効にしている住民はもっと低い）
中で，このような施策を行い，しかもあたかも同カードによる申請の方が早く給付を受け
られるかのような告知をしたために，自治体の窓口には同カードや電子証明書の発行を求
める住民が集まり，かえって感染症対策として避けるべき「三密」状態を招いた。

かつ，政府が構築したのはあくまで申請を受け付ける仕組みだけで，申請を処理する地
方自治体側から検討する視点を欠いていた。政府は，申請データについての申請者情報，
世帯員情報，振込先情報等を確認するための仕組みを一切用意しておらず，また，地方自
治体がマイナポータルから申請データを取得するのにも時間を要した。それにもかかわら
ず，政府は地方自治体にできる限り早く確実に支給するよう要請するのみであったため，
地方自治体によっては，電子データよりも紙で特別定額給付金の申請を受けた方がかえっ
て申請処理が早いという事態すら生じることとなった。

申請から給付までの業務全体を俯瞰してみた上で施策を決定し，施策遂行に当たってど
の範囲をデジタル化するべきかなど，費用対効果を踏まえ検討する必要があったが，これ
を政府が怠り，地方自治体に負担を強い，ひいては給付金の迅速な支給を難しくしたので
ある。このことを受け，「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律」が成立したが，その対策も合理的とは言い難い（この点は本編第６
章で後述する）。

例えば，兵庫県加古川市では，民間企業のプラットフォームを採用して市が構築した独
自の申請フォームに，住民が市から郵送された申請書記載の照会番号を入力するという方
法でのオンライン申請により，事務処理の効率化及び迅速な給付を実現している。このよ
うな好例があるにもかかわらず，政府は，合理的とは言い難い同法成立を優先し，給付金
を迅速に支給する施策の改善を後回しにした。
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第４　デジタル化施策の合理性のチェック基準
デジタル化に際しては，どの程度の効率化を目標として，どこまでの範囲を誰の予算で，

誰がデジタル化するのかについての検討が必須である。また，デジタル化の実行後に目標
としていた効率化が果たせたかについてのチェック，例えばデジタル化前に比べて業務処
理時間がどの程度短縮されたかなどの定量的なチェック，デジタル化前に比べて必要な情
報の探索がどの程度効率化したか，特定の事項について複数人による同時並行的な作業が
可能となったかなどの定性的チェックが必要である。新型コロナウイルス対策においてデ
ジタル化を図ろうとする場面でも，同じである。

政府は，デジタル改革関連法で掲げる表面的な理想を述べるのではなく，真のデジタル
化を実現し，新型コロナウイルス感染症に効果的な施策を至急行うべきであった。

第３節　政府の挙げている立法事実と対応施策の合理性～データ利活用推進
第１　デジタル技術活用におけるプライバシー配慮の必要性

本章第１節でも述べたように，現代社会においては，デジタル化によるデータの利活用
はある意味必然であり，データを適切に利活用することにより社会の進歩に役立てること
が必要である。新型コロナウイルスという未知のウイルス感染症の流行に直面し，デジタ
ル技術の利活用が不可欠であることも再認識された。

一方で，デジタル技術を用いて取得収集される情報には，氏名，住所，年齢，性別といっ
た本人確認情報や，既往歴，行動歴などが含まれる。また，社会経済活動への影響を最小
化するためのデジタル技術も，これを使用する人の情報がデジタル化されて取得・収集さ
れる。

紙媒体などに記載され物理的に存在する個人情報と異なり，デジタル化された情報は直
接確認することができない。また，大量かつ短時間で，劣化することなく複製でき，イン
ターネット上に出回れば，瞬時に世界中の誰もが目にすることができるなど，容易に拡散
されてしまう。デジタル化されることで自分の情報をコントロールすることが極めて困難
となり，プライバシーや人格権が侵害されるおそれが飛躍的に高まるのである。

したがって，デジタル技術の利活用を拡大しようとする場合には，プライバシー権など
の人権に配慮することが必須である。

第２　新型コロナウイルス感染症対策とプライバシー・個人情報保護
１　新型コロナウイルス感染症対策とデジタル化の例

⑴　新型コロナウイルス感染症による課題に関し，例えば，マスクの品薄状態について
は，過去の感染症の経験に基づき法改正や体制整備を行っていた台湾において，イン
ターネット上で公開される「マスクマップ」により流通の維持管理等が行われたこと
も踏まえ，流通の維持管理等のデジタル化を検討する余地がある。医療物資の不足に
ついても，同様にデジタル技術を導入して物資の管理や流通を改善する余地がある。
これらの対策には，個人情報の取得を必ずしも必要としないであろう。

⑵　感染症への対応に不可欠な役割を担う保健所や医療機関の業務について，デジタル
化により効率化させることは必須であった。ただし，保健所や医療機関の対応あるい
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は保健所と医療機関の連携に当たってどこまで詳細な個人情報の取得や提供が必要か
は，慎重な検討が必要である。日本各地で多数の市民が感染した状況にあって，保健
所が各感染者の詳細を把握する必要はあるものの，保健所が医療機関に提供する情報
はできるだけ仮名化や抽象化（例えば性別，年代，居住地域，症状の程度，既往症の
有無など）し，個人情報に極力配慮することは可能と思われる。必要に応じて特定個
人とひも付けられない方法も検討されるべきであろう。

⑶　社会経済活動の停滞について，接触確認アプリCOCOAは様々な不具合や問題が
あったものの，情報が分散管理され，個人の位置情報が収集されないといったプライ
バシーに配慮したものであり，アプリによって個人情報が取得されないという制度設
計とこれに対する市民の信頼の下，強い行動制限の要請を避けあるいは緩めるための
方策となり得る。

なお，実際に余り普及しなかった理由としては，国がデジタル政策を進めるに当たっ
て，市民が最も心配しているプライバシー保護に関心を持っていないことから，政府
が作成するシステムに対する信頼が欠けていることが指摘できる。プライバシー保護
がきちんと図られるという点に関する市民の政府に対する信頼が欠如している国で
は，政府が誘導するデジタル社会の推進が実現するはずがない。国も，「信頼に基づ
くデータ流通（DFFT）」の促進を目標に掲げるのであれば，その信頼の根幹がプラ
イバシー保護に尽きていること，この点をないがしろにしたままでは，市民が利用し
ないデジタル媒体にしかならなくなることを肝に銘じて政策を進めるべきである。

⑷　学校教育においては，休校や学級閉鎖となった場合，児童生徒の教育の場を確保す
るためにはデジタルツールの利活用が有用な場面があるものの，利活用による情報収
集や流出のおそれ，教育の場における人と人との直接の接触が人格形成に不可欠であ
ることなどに鑑みると，デジタルツールの利用を常態化し，活用を推し進めることが
有益かどうか慎重な検討を要する（本編第８章参照）。

⑸　日本におけるワクチンや治療薬開発について，早期に膨大な感染症に関連する情報
を研究機関，製薬会社等が取得・分析・研究することは極めて重要であるが，氏名・
住所等個人の特定につながる情報は極力除外されるべきである。また，新型コロナウ
イルス感染症のような感染力が極めて強いもの以外に，同程度の情報取得等の必要が
あるか否かは慎重に吟味すべきであろう。

２　政府の新型コロナウイルス対策施策におけるプライバシー・個人情報保護軽視
政府は，上述したような個人情報保護・プライバシー保護を図りながらの新型コロナ

ウイルス対策が可能であったにもかかわらず，それらの検討を後回しにした。そして，
個別立法ではなく，包括的かつ立法事実との合理的関連性が不明確なデジタル改革関連
法案を作成した。かつ，それらの法案には，「プライバシー・バイ・デフォルト」，「プ
ライバシー・バイ・デザイン」の原則を明示しなかった。そして同法案を国会に提出し，
国会はこれを成立させるに至った。その理由は，新型コロナウイルス感染症の混乱を奇
貨として，プライバシー保護より，「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で掲げら
れた，重要性・多様性・容量が爆発的に増大した「データ」について，生成・流通・活
用など全ての側面において環境整備が十分ではなかった過去の状況を打破するという，
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政府にとって必要な政策の方を最優先に推し進めることに主眼があったと考えざるを得
ない。

第３　政府の「包括的データ戦略」と立法事実の合理性
１　デジタル改革関連法の基礎となる「包括的データ戦略」の考え方

本編第１章第１節第５で述べたように，包括的データ戦略においては，①行政機関が
最大のデータ保有者であり，行政自身が国全体の最大のプラットフォーム（Platform of 
Platforms／System of Systems）となり，それがガバメントクラウド上で提供されるこ
と，②行政機関がデータの分散管理を基本として，行政機関全体のアーキテクチャを策
定すること，③マイナンバー制度とリンクしたID体系の整備，ベース・レジストリを
始めとした基盤となるデータの整備，及びカタログの整備等を行うとともに，民間とも
オープン化・標準化されたAPIで連動できるオープンなシステムを構築することなどを
目指しており，政府は，これをデジタル改革関連法により実現しようとしている。

その目的は，「データ」の生成・流通・活用など全ての側面において環境整備の不十
分さを打破しようとすることにある。

２　新型コロナウイルス感染症対策とは関係がない
しかし，まず，前述したように，新型コロナウイルス感染症対策は，このようなプラッ

トフォームを作らなくても行えるものであるし，また，そのような根本的なものを作る
まで待ってはいられない。

３　行政自身が最大のプラットフォームとなることの問題点
⑴　データの利活用推進が世界的潮流であり，日本においても産業界の一部から強い要

請があることは事実である。しかし，行政機関の中でも生の個人データを最も保有し
ているのは，地方自治体であるところ，自治体側からはそのような要請は出てきてい
ない。その理由は，自治体は，身近な行政事務に利用する必要性があるからこそ，強
制的に住民の個人情報を収集することが認められているからであり，住民の側からす
れば，そのような行政事務に利用することを前提に，自らのセンシティブ情報41を含
めた各種個人情報を自治体等に提供しているのであり，その意味で，それらの目的の
ために自らの個人情報を信託的に委ねているとも言えるからである。

このような関係において収集取得している住民情報を，行政がプラットフォームと
して，（統計情報としてではなく）産業活性化のために活用することが果たして許さ
れるのかという点をまず考える必要がある。

⑵　そして，仮に一定限度でプラットフォームとして住民情報を利活用することが許さ
れるとしても，自治体にそれを適正かつ安全に管理する能力があるのかも検討されな
ければならない。

41 プライバシーなど，慎重に扱われるべき情報のこと。機微情報ともいう。定義として，OECDの個人情報
保護ガイドラインでは，広く，「（情報漏えいによって）社会的差別を受けうる情報」と規定されている。
また，個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムの要求事項（JIS Q 15001: 2006）では，センシティ
ブ情報の具体的項目に関して，以下の５項目を挙げている。①思想及び信条に関する事項，②政治的権利
の行使に関する事項，③労働者の団体交渉に関する事項，④医療，性に関する事項，⑤犯罪の経歴，人種，
民族，社会的身分，門地並びに出生地及び本籍地など社会的差別の原因となる事項である。
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個人データの利活用施策を進めるに当たって，当然考慮しなければならないのは，
プライバシーや人格権の保障である。しかし，デジタル改革関連法や「包括的データ
戦略」においては，自己情報コントロール権が明文化されていない。個人情報保護法
においても，EUにおけるGDPR並みのプライバシー権や個人データの保護がなされ
ていない。

このような状況において，最大のプラットフォームになろうとする行政機関に対し，
市民の側は，データの生成・流通・活用など全ての側面において，自身の個人情報を
コントロールする法的権利・手段をほとんど持ち合わせていないと言わなければなら
ない。

４　行政と民間の情報連携推進のリスク
「デジタル化」とデータ利活用が促進される中で，行政と民間の情報連携も目指され

ているが，そのためにオープンシステム（公開されている仕様に準拠したソフトウェア
やハードウェアを利用するシステム）を利用した場合には，当然，サイバー攻撃にさら
されやすくなり，情報セキュリティ上のリスクも高まることとなる。

現在政府が保有するマイナンバーとひも付けされた個人の税・社会保障に関する情報，
医療関係情報といった個人情報が流出するリスク，今後政府が収集する個人情報が流出
等するリスクの増大を想定しなければならない。膨大な個人情報を保有する行政機関の
プラットフォームと民間がオープンなシステムで連動すれば，民間経由で行政機関保有
の個人情報，あるいは行政機関から民間に流通した個人情報が流出等するリスクも考え
なければならない。

しかし，これらのリスクに対する十分な検討がなされた形跡は見えないし，この点に
関する明確な説明を政府は尽くしていない。

５　行政機関によるデータ利活用のリスク
⑴　データ利活用において，個々の個人情報だけでは余り価値がなくても，氏名・住所・

生年月日などの本人確認情報に，人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪歴などの要配
慮個人情報，税・社会保障に関する情報，医療情報，教育情報など様々な個人情報が
収集され，結合されることにより，その情報の価値は飛躍的に高まり，政治的・社会
的・経済的に極めて高い有用性を発揮する。

一方，個人のあらゆる情報が結合されていると想像しただけで，誰もが不安を抱く
であろう。情報の結合は，通常，本人の知らないところで行われるため，特にその不
安は大きくなる。その結果，情報が収集，蓄積，利用されるリスクが心理的抵抗とな
り，有益な場面であったとしても自身の情報を提供することをちゅうちょしかねない。

現代社会においては，個人情報のデータ利活用は，その高い有用性から，情報が次々
に結合され，目的外に利用されるリスクが格段に高まる。また，結合された個人情報
を利活用するため，デジタル改革関連法のように，データ保護原則やプライバシー保
障原則を欠いたままでは，合理性を欠く情報結合や目的外利用に歯止めがかからなく
なる。当然ながら，結合された個人情報の方が，目的外利用や漏えいした場合のプラ
イバシー侵害の程度は甚大である。

したがって，行政機関によって収集された個人情報を利活用するに当たっては，プ
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ライバシー権等が不当に侵害されることを防止するため，情報の結合（データマッチ
ング）について，必要不可欠なやむにやまれぬ目的があり，この目的を達成するため
に必要最小限度の場合に限ることを法律に規定すべきである。

⑵　結合された個人情報は，分析することで劇的に有用性を向上させる。既に膨大なデー
タを収集・集積するグーグル，フェイスブック，アップルなどのデジタルプラット
フォーマーが，AI解析によって個人の趣味嗜好，健康状態，心理状態，性格，行動，
能力，信用力などについて精度の高い予測（プロファイリング）をすることに成功し
ているが，同時に様々な問題や弊害をもたらしている。日本において，最大のデータ
保有者である行政機関が最大のプラットフォームになれば，マイナンバーや各種ID
にひも付けられた本人確認情報（氏名，住所等），税・社会保障関係情報，医療関係
情報，そしてデジタル改革関連法によって収集が拡大する個人情報を用いることで，
民間をはるかに上回る精度で個人のプロファイリングをすることが技術的には可能と
なる。行政機関によるプロファイリングが禁止されないまま，行政機関が収集する個
人情報が拡大の一途をたどり，情報が結合され，更に進んで分析（プロファイリング）
されてしまうと，プライバシー権や人格権に対する侵害は，単なる情報結合を超えた
重大なものとなる。

⑶　デジタル改革関連法は，個人情報の結合制限やプロファイリングの禁止について何
ら規定を設けていない点において，プライバシー権等を侵害するおそれが著しいもの
として違憲の疑いが生じるものといわなければならない。

第４節　小括
以上検討したように，デジタル改革関連法がなくても，新型コロナウイルスや同等の感

染症対策は可能であった。直接のきっかけであった新型コロナウイルス対策を，同法によっ
て政府がどのように実現しようとしているのかが見えてこない。間接的なきっかけであっ
たデータ利活用については，同法下で行政機関が最大のプラットフォームになろうとする
一方で，デジタル化された個人情報の特性への理解，これを踏まえたプライバシー権や人
格権への配慮に乏しいようにも思われる。

このように，新型コロナウイルス対策として合理性がなく，データ利活用を優先しプラ
イバシー権や人格権を軽視するかのように見えるデジタル改革関連法は，廃止を含む根本
的な再検討と改正が必要である。
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第３章　デジタル改革の理念・原則について

はじめに
本編第１章で述べたように，2021年５月に成立したデジタル改革関連法は，様々な理念

や原則を掲げているが，AIを用いてビッグデータを処理することを前提とするデジタル
社会において大原則であるべき，個人データの保護やプライバシー保障が原則として掲げ
られていない。

以下，有力な「事実上の世界標準」となっているEUの原則や「プライバシー・バイ・
デザイン」（Privacy by Design，以下「PbD」と表記することもある。）と比較しつつ，
デジタル改革関連法の一つであり，日本のデジタル社会形成の基本法として成立したデジ
タル社会形成基本法及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2022年６月７日閣議
決定）を中心に，問題点を検討する。

第１節　EU基本権憲章とEU一般データ保護規則（GDPR）の原則
第１　EU基本権憲章とGDPR

EU基本権憲章８条では，個人のデータ保護が規定され，GDPRはこれを受けて制定さ
れたものである。GDPR１条２項において，本規則は，自然人の基本的な権利及び自由，
並びに，特に，自然人の個人データの保護の権利を保護すると明確に規定されている。

また，欧州基本権憲章７条，欧州人権条約８条においては，「私生活尊重の権利」すな
わちプライバシーが，基本的な権利として保護されることが定められている。欧州基本権
憲章７条は，個人データ保護を定める８条とは別個の条項として，私生活の尊重すなわち
プライバシーについて保障されることを定めている。GDPRにおいては，自然人の基本的
な権利，並びに，特に，自然人の個人データの保護の権利を保護するとしており（１条２
項），個人データの保護の権利とは別個に，基本的な権利であるプライバシーも保護され
ることが定められている（詳細は第５編を参照）。

ところで，GDPRの各条項で保障される個人情報の保護水準は，日本の個人情報保護法
より格段に高い。その内実は，①日本の判例理論で認められてきた，肖像権やプライバシー
情報に関するプライバシー権で求められる，必要性・相当性を要求する水準である上，②
それが収集段階から，保管，利用，第三者提供など処理全般に及んでいて，③しかも，プ
ライバシー情報にとどまらず，個人識別情報，さらには識別可能性情報にまで拡張されて
いる（個人情報保護法２条１項参照，GDPR４条１項参照）。

そうであるとすると，GDPR自体は，個人データの保護の権利を保護するものであって
も，その保護水準は，少なくとも日本におけるプライバシー情報の保護水準であり，その
範囲や対象ははるかに広範である。デジタル社会におけるプロファイリングの問題点に鑑
みれば，日本でも同水準でプライバシー保護が図られるべきである。

EUのプライバシー（データ）・コミッショナー（日本の個人情報保護委員会に相当）は，
これらの原則に基づき，EU市民の個人データやプライバシーを保護する活動を行ってお
り，現にGAFA等に対し，様々な命令を発したりしている。
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第２　プライバシー・バイ・デザイン
１　プライバシー・バイ・デザイン（Privacy by Design・略称PbD，設計段階から組み

込むプライバシー保護）とは，カナダ・オンタリオ州情報・プライバシー・コミッショ
ナーであるアン・カブキアンによって提唱された概念であり，大規模にネットワーク化
された情報システムにおいて適切にプライバシー保護を実現していくための概念であ
る4243。

　　プライバシー・バイ・デザインの目的は，プライバシーを確保することと自己の情報
に対する個人のコントロールを獲得すること，組織のために持続可能な競争的利点を獲
得することであり，以下の七つの基本原則を実践することで達成できるとされている。
①　事後的でなく事前的，救済策的でなく予防的であること
②　プライバシー保護は初期設定で有効化されること
③　プライバシー保護の仕組みがシステムの構造に組み込まれること
④　全機能的であること。ゼロサムではなくポジティブサム
⑤　データはライフサイクル全般にわたって保護されること
⑥　プライバシー保護の仕組みと運用は可視化され透明性が確保されること
⑦　利用者のプライバシーを最大限に尊重すること

２　日本の個人情報保護委員会初代委員長であった堀部政男一橋大名誉教授は，「プライ
バシー・バイ・デザインが今や新しいグローバル・スタンダードになってきている」と
紹介している44。

３　また，総務省及び経済産業省が2022年２月に発表した「DX時代における企業のプラ
イバシーガバナンスガイドブックver1.2」においても，プライバシー・バイ・デザイン
の考え方は，基本的なプライバシー保護の考え方として参照できるグローバルスタン
ダートの一つであるとして紹介されている45。

４　プライバシー・バイ・デザインは，プライバシーの保護のために必要不可欠な国際水
準と言える。

第２節　デジタル社会形成基本法の個人情報・プライバシー保護
第１　デジタル社会形成基本法の目的

デジタル社会形成基本法（以下「デジタル社会基本法」という。）は，「デジタル社会の
形成が，我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに，急速な少
子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要である
ことに鑑み，デジタル社会の形成に関し，基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め，
国，地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし，並びにデジタル庁の設置及びデジタル

42 トロント州立大学ウェブページ（https://www.torontomu.ca/pbdce/about/）

43 総務省ウェブページ（https://www.soumu.go.jp/main_content/000196322.pdf）

44 堀部政男「プライバシー・バイ・デザイン」56頁（日経ＢＰ社，2012年）

45 経済産業省ウェブページ（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook12.pdf）19頁脚注
25，50頁参照。
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社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより，デジタル社会の形成に関
する施策を迅速かつ重点的に推進し，もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の
幸福な生活の実現に寄与することを目的とする」と定めている（同法１条）。

デジタル社会基本法の目的は，基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定めることに
あるとされており，基本理念の中で個人情報保護等が位置付けられているものの，目的規
定そのものには個人情報保護やプライバシー保護などはうたわれてはいない。

第２　基本理念
デジタル社会基本法の基本理念は，デジタル社会の形成に関し，ゆとりと豊かさを実感

できる国民生活の実現，国民が安全で安心して暮らせる社会の実現，利用の機会等の格差
の是正，個人及び法人の権利利益の保護等として規定される。

同法10条は，高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に
より個人の権利利益が害されることのないようにされるべきことを定める。個人の権利利
益は，法人の権利利益及び国の安全等と同列に置かれ，害されることのないようにされる
べき保護の対象として扱われるだけで，同法の目的には，プライバシー保護ことに自己情
報コントロール権保護はうたわれていない。

第３　施策の策定に係る基本方針
デジタル社会基本法は，施策の策定に係る基本方針として，施策の一体的な推進（20条），

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成（21条），多様な主体による情報の円滑
な流通の確保（22条），高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報
の活用の機会の確保（23条），教育及び学習の振興（24条），人材の育成（25条），経済活
動の推進（26条），事業者の経営の効率化，事業の高度化及び生産性の向上（27条），生活
の利便性の向上（28条），国及び地方公共団体の情報システムの共同化等（29条），国民に
よる国及び地方公共団体が保有する情報の活用（30条），公的基盤情報データベースの整
備等（31条），公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上（32条），サイバーセキュ
リティの確保等（33条），国際的な協調及び貢献（34条），研究開発の実証の推進（35条）
を定める。

第４　個人情報保護の位置付けとプライバシー保護規定の欠如
１　デジタル社会基本法において，個人情報保護は，33条によって必要な措置を講じるよ

う求められた「サイバーセキュリティの確保等」のうちの一つとしてしか位置付けられ
ていない。すなわち，個人情報保護は，サイバーセキュリティの確保，情報通信技術を
用いた犯罪の防止，情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保，情報の改変の防止，
高度情報通信ネットワークの災害対策と並んで，国民が安心して高度情報通信ネット
ワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするため
に必要な措置を講じるべき６項目の一つとして位置付けられているのみである。個人情
報保護は，デジタル社会基本法においては，権利としてうたわれてはおらず，全体の15
の基本方針の中の一つの基本方針の項目の一つとして，必要な措置を講じるべきものと
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位置付けられているにすぎない。
　　同法は，デジタル形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するという目的規定から

明らかなとおり，施策の推進，経済活動の推進などを主目的とする法律であり，個人情
報保護は，デジタル社会基本法の目的はおろか，施策の推進の中ですら必要な措置を講
じるべき項目の一つとなっているにすぎない。

　　上述のとおり，GDPRにおいては，自然人の基本的な権利及び自由，並びに，特に，
自然人の個人データの保護の権利を保護することが明確に定められていること（１条２
項）と対比すると，デジタル社会基本法は，個人情報保護の権利性すら承認していない。

２　また，同法の目的規定においては，プライバシーの語はなく，プライバシー保護を目
的として掲げてはいない。また，個人情報保護と異なり，プライバシー保護は，上述し
た33条の「サイバーセキュリティの確保等」の中にも規定されていない。

　　同法は，10条において，高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた
情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにされるべきことは定めて
いる。しかしながら，プライバシーが保護されるべきことについては，何ら言及がなく，
プライバシーの権利性の承認はおろか，積極的に保護されるべきことすら定められては
いない。

第３節　デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の個人情報・プライバシー
保護

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（2020年12月25日閣議決定。以下「基本
方針」という。）は，「デジタル社会の将来像，IT基本法の見直しの考え方，デジタル庁（仮
称）設置の考え方等について，デジタル・ガバメント閣僚会議の下で開催されたデジタル
改革関連法案ワーキンググループにおける議論も踏まえ，政府としての方針を示すもので
ある」とされ，デジタル改革関連法制定の基本方針と位置付けられるものである。

基本方針においては，デジタル社会の基本原則として，①オープン・透明，②公平・倫
理，③安全・安心，④継続・安定・強靱，⑤社会課題の解決，⑥迅速・柔軟，⑦包摂・多
様性，⑧浸透，⑨新たな価値の創造，⑩飛躍・国際貢献が列挙されている（本編第１章第
１節第３参照）。

これらは，一見もっともな基本原則である。
例えば，②「公平・倫理」の内容としては，「データのバイアス等による不公平な取扱

いを起こさないこと，個人が自分の情報を主体的にコントロールできるようにすること等
により，公平で倫理的なデジタル社会を目指す」と説明されており，「自己情報コントロー
ル権」を保障することがうたわれている。しかし，その後の立法化に当たっては，前述の
とおり自己情報コントロール権の保障・明文化はなされなかった。

③安全・安心についても，「デジタルで生涯安全・安心に暮らせる社会を構築すること，
サイバーセキュリティ対策で安全性を強化すること，デジタル技術の善用，個人情報の保
護，不正利用の防止を進めること等により，デジタル利用の不安を低減し，安全・安心な
デジタル社会を目指す」として主にセキュリティ面から個人情報保護がうたわれている。
しかし，この点も，立法化の中で具体化はされていない。
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また，「３．検討の方向性」「⑶デジタル社会の形成に向けた取組事項」の「⑤安心して
参加できるデジタル社会の形成」においても，「個人情報の保護，信頼性のある情報の自
由かつ安全な流通の確保や，災害対策の促進を図る」ことがうたわれている。しかし，こ
れらは極めて抽象的であり，立法化やその後の取組，さらには後述するデジタル社会の実
現に向けた重点計画においても具体化されているとは言えない。

第４節　デジタル社会の実現に向けた重点計画の個人情報・プライバシー保護
１　「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2022年６月７日に改訂を閣議決定。以下「重

点計画」という。）は，デジタル社会基本法37条１項に規定する重点計画，情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律４条１項に規定する情報システム整備計画，及
び官民データ活用推進基本法８条１項に規定する官民データ活用推進基本計画として策
定したものとされる。

　　重点計画は，それ自体がデジタル社会の形成に向けた基本計画であるのみならず，重
点計画以外の国の計画においても基本となるものである（デジタル社会基本法38条参
照）。

２　重点計画においては，「４．サイバーセキュリティ等の安全安心の確保・②個人情報
の保護」として，個人情報の保護について言及されている。

　　しかし，その言及の仕方としては，「国の行政機関においては，この計画に含まれる
各施策の遂行に当たり，改正後の個人情報保護法の規律や個人情報の保護に関する基本
方針，個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則にのっとり，本人の権利利
益を保護するため，個人情報等の適正な取扱いを確保するものとする」としているのみ
であり，個人情報保護法の定め以上の具体的な言及はない。

３　また，個人情報保護委員会に関しては，「令和２年（2020年）改正法の周知・広報を
行うとともに，強化された越境移転規制に係る法令遵守支援としての外国法制度の調査，
情報提供に積極的に取り組む」とした上で，「以上の改正法等によって拡大される事務・
権限を適切に執行するため，個人情報保護委員会の体制の強化を図る。制度の周知・広
報などに取り組むことを求めるとともに，改正法によって拡大される事務・権限を適切
に執行するため，個人情報保護委員会の体制の強化を図る」ことがうたわれているもの
の，「個人情報保護委員会の体制の強化」が抽象的に指摘されていることなどを除いては，
具体的な各行政機関等の取組などについての言及はない。

４　重点計画には，第１「はじめに～重点計画の目的～」において，プライバシーへの適
切な対処により信頼を維持・構築すると記載されている。しかし他方で，「信頼性のあ
る自由なデータ流通（DFFT）」の概念を提唱し，推進していくことを重点計画におけ
る目的としてうたっている（２頁）。

　　DFFTは，データがもたらす価値を最大限引き出すには，プライバシーやセキュリティ
等への適切な対処により信頼を維持・構築することが，国境を越えた自由なデータ流通
を促進することを可能にするとの認識の下に提唱された概念であるとされ（15頁），
DFFTにおいて，「経済成長・イノベーション」と「セキュリティ」や「プライバシー」
などとのバランスの取れた国際ルール・制度形成を主導していくこととしている。
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　　従前の重点計画の記載が，「経済成長・イノベーション，基本的人権や自由の保護，
経済安全保障，持続性，包摂性といった観点にも配慮する。」という表現に変更され，
基本的人権や自由の保護という語が挿入されたものとはなってはいるものの，その具体
的内容に関する言及はない。

　　欧州基本権憲章７条やGDPR１条に基づくプライバシー権は，基本的権利として尊重
され，比例原則による他の基本権との衡量との関係で判断され（GDPR前文(4)参照，
GDPR23条参照），かつ立法措置による制限がなされる場合ですら基本権の本質の尊重
が必要とされている。GDPRは，個人データをEU内外に流通させることの必要性よりも，
GDPRが保障する基本権の保護を優先させ，GDPRを遵守したデータ移転のみが許容さ
れている（GDPR前文（101）参照）。

　　重点計画は，GDPRとは異なるDFFTの考え方に基づくものである。しかも，重点計
画は，GDPRが比例原則として定める基本権との衡量ではなく，「経済成長・イノベーショ
ン」とのバランスによってプライバシー保護を決めるという懸念すら残るものである。

第５節　同意原則の欠如
１　GDPRにおいては，個人データの処理をするための本質的条件を満たす一つの要素と

して，データ主体の同意を定めている（６条１項）。
　　データ主体の「同意」とは，自由に与えられ，特定され，事前に説明を受けた上での，

不明瞭ではない，データ主体の意思の表示と定義される（４条11項）。GDPRにおいては，
さらに７条において同意の条件を，８条において情報社会サービスとの関係において子
どもの同意に適用される要件を定めており，「同意原則」は明確である46。

２　「同意原則」はプライバシー保護のための重要な手段であるにもかかわらず，デジタ
ル社会基本法，基本方針及び重点計画のいずれにおいても，同意原則の採用はおろか言
及さえもない。

　　重点計画においては，個人情報保護又はプライバシーへの適切な対処との言及はある
ものの，具体的な保護に向けた取組に向けた言及はなく，同意原則の包括的な記載もな
い。

３　なお，個人情報の取扱いの同意に関して，「第６　デジタル社会の実現に向けた施策・
⑷マイナンバーカードの普及及び利用の推進・⑦公的個人認証サービスにおける本人同
意に基づく最新の住所情報等の提供」において，「公的個人認証サービスについては，
住民本人の変更後の基本４情報（氏名，生年月日，性別及び住所）等の署名検証者への
提供に関する制度の施行（デジタル社会形成整備法の施行）に向けて，政省令等の整備
を着実に進め，令和４年度（2022年度）に本人の同意を前提に基本４情報等を本人の手
続なしで署名検証者に提供するサービスを開始することを目指す」という言及が存在す
る。

　　しかし，これはむしろ，同意をあらかじめした本人の手続なしで，署名検証者に４情
報を提供するサービスを図るためのものである。すなわち，重点計画においては，包括

46 宮下絋「EU一般データ保護規則」51–52頁（勁草書房，2018年）
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的な同意原則が目指されており，ワンストップサービスにおいてのみ同意原則に言及さ
れていることは，同意原則がワンストップサービスの場面においてしか採用されないよ
うに読めるものである。

第６節　プライバシー影響評価の定めの欠如
１　プライバシー影響評価（Privacy Impact Assessment，略称PIA）は，個人情報を取

り扱う制度・事務・ビジネス・ITシステム等を開始する前に，プライバシーに対して
与える影響を検討するための仕組みであり（環境影響評価のプライバシー版と考えれば
理解が容易である），プライバシー侵害を極力少なくするための重要な手段である。プ
ライバシー・バイ・デザイン（PbD）を実現するためにも，重要な制度と言える。

　　PIAは，GDPR25条において，データ保護・バイ・デザインとプライバシー・バイ・
デフォルト（初期設定の状態におけるプライバシー保護）の形で明文化されている。

２　プライバシー影響評価は，個人情報保護法においては，制度化ないし義務化が見送ら
れ，民間の自主的な取組を促すことが望ましいとされた（個人情報保護委員会「個人情
報保護法いわゆる３年ごと見直し制度改正大綱」（2019年12月13日）参照）。

３　その後，個人情報保護委員会によって，「PIAの取組の促進について」（2021年６月30日）
が公表され，「個人情報等を取り扱うにあたっては，事後における対処療法的な対応で
はなく，個人情報等の保護を含む個人の権利利益の保護を事業の設計段階で組み込み，

（中略），事後の改修費用の増嵩や信用毀損等の事態を事前に予防することが肝要である」
として，PIAの取組の促進がなされている47。

４　前記の総務省及び経済産業省による「DX時代における企業のプライバシーガバナン
スガイドブックver1.2」（2022年２月18日，ver1.1は2021年７月19日発表）においても，
プライバシーリスク対応の考え方の一つして，PIAが紹介されている。

５　しかしながら，デジタル社会基本法，基本方針及び重点計画のいずれにおいても，プ
ライバシー影響評価の採用はおろか，言及さえもない。

　　すなわち，デジタル社会基本法には，前記のとおり，プライバシーないしプライバシー
保護の定めはなく，そのための手段であるプライバシー影響評価についての規定もない。
基本方針には，プライバシーやセキュリティの確保の言葉はあるものの，具体的な方法
としてプライバシー影響評価などの手法への言及はない。重点計画においては，プライ
バシー影響評価について一切言及はないのである。

第７節　小括
以上述べてきたとおり，デジタル社会基本法，基本方針及び重点計画のいずれにおいて

も，プライバシーを権利として承認し，保護していくという定めはないし，個人情報保護
委員会や総務省及び経済産業省が言及してきた個人情報やプライバシーを保護するための
手法である同意原則やプライバシー影響評価についても，採用はおろか言及すらされてお
らず，考慮もなされていない。

47 個人情報保護委員会ウェブページ（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210630_shiryou-2-2.pdf）１-２頁
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このような基本姿勢のまま，世界のすう勢であり乗り遅れてはいけないとして，データ
の利活用を促進していくことは，プライバシー権や人格権に重大な侵害リスクをもたらす
ものと言わざるを得ない。



第３編　政府が目指しているデジタル社会とは？

─ 158 ─

第４章　日本のデジタル化政策の推進体制・進め方の問題点

第１節　拙速な法案審議
デジタル改革関連法は，2021年２月９日に閣議決定され国会に提出された後，同年３月

９日から審議入りし，同年５月12日に参議院本会議で可決成立した。デジタル改革関連６
法のうちの５法案（法改正を合わせると63本）の審議を行った衆議院内閣委員会での審議
時間は30時間に満たず，参議院での審議も５日間計約25時間にとどまっている。地方公共
団体情報システムの標準化に関する法律案の審議を行った衆参総務委員会での審議も各１
日のみである。

前述のとおり，デジタル改革関連法は，個人情報保護３法の一本化，デジタル庁創設，
地方自治体情報管理システムの標準化等，極めて重大な内容を含むものであり，我が国に
おけるデジタル化の進め方のみならず，個人情報保護の在り方，地方自治体における情報
管理の在り方をも大きく方向転換させる法律である。それにもかかわらず，衆参合わせて
60時間程度の審議時間で可決・成立されたのであり，その審議は極めて不十分であったと
評価せざるを得ない。

デジタル改革関連法は，デジタル社会基本法１条が目的の最初に「我が国の国際競争力
の強化」を掲げているように，個人情報保護法の統一等によって個人情報を含むデータの
利活用を推進することを重要な目的としており，その反面で，プライバシー侵害のおそれ
が高いのであるから，少なくともプライバシー影響評価（PIA）を実施すべきであった（日
弁連「デジタル改革関連６法案について慎重審議を求める会長声明」（2021年３月17日））。
しかし，本編第３章の記載のとおり，プライバシー影響評価はなされていない。国民のプ
ライバシー侵害のおそれを排除するための配慮が欠如していると評価せざるを得ない。

第２節　デジタル庁主導の強権的なデジタル化の推進
第１　「徹底的なデジタル化」のためのデジタル庁の創設

政府は，「令和３年版情報通信白書」（総務省）の序章において，日本におけるデジタル
化の歴史を整理し，その歴史を四期に分け分析した上で，ICTインフラ整備は世界的に見
ても進んでいるものの，IT・データ利活用の面等，デジタル化は遅れていると評価して
いる。

すなわち，第一期（ICTインフラの整備），第二期（ICT利活用の推進）を経て，ICTイ
ンフラの整備による利活用の下地は構築されたものの，情報の利活用自体の整備は不十分
であり，第三期（デジタルデータの利活用）において，官民データ活用推進基本法の制定

（2016年），世界最先端IT国家創造宣言（2017年），官民データ活用推進基本計画（2017年），
デジタル・ガバメント推進方針（2017年），デジタル・ガバメント実行計画（2018年）等，
デジタルデータの利活用に向けた環境整備が進められた。さらに，電子政府やオープンデー
タの活用が不十分であったことから，第四期（デジタル社会の構築）においては，「世界
最先端デジタル国家」創造に向け，政府自らが徹底的にデジタル化に取り組む行政サービ
スのデジタル化を起点として，地方公共団体や民間部門を通じた「ITを活用した社会シ
ステムの抜本改革」を断行しようとしているのである。
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この第四期における方針が端的に表れているものが，デジタル庁の創設であると言える。
菅義偉元首相は，自民党総裁選でも政策として「デジタル庁創設」を掲げ，法案審議前の
段階である2020年11月には，2021年９月にデジタル庁を設立することを掲げる等，当初か
ら強い意気込みを有していた（2020年11月16日付け朝日新聞）。デジタル庁設立時の挨拶
では，「思い切ってデジタル化を進めなければ，日本を変えることはできない。これを強
力にリードする司令塔が必要である，こうした思いで，デジタル庁の創設を決断いたしま
した。」とデジタル庁が主導してデジタル化を進める方針を明らかにしている48。

第２　極めて広範なデジタル庁の任務・所掌事務
デジタル庁の任務は，「デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け

ること」，「デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること」（デ
ジタル庁設置法３条）とされており，所掌事務は「デジタル社会の形成のための施策に関
する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること」，「関係行政機関が
講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること」，「デジタル社会の形
成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること」（同法４条）と，デ
ジタル化に関するあらゆる事務が含まれている。また，「国の行政機関が行う情報システ
ムの整備及び管理に関する事業に必要な予算」を一括要求し，「全部もしくは一部を自ら
執行し，又は関係行政機関に，予算を配分するとともに，…執行させること」もその所掌
事務とされている（同法４条２項18号）。

前記「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2022年６月７日閣議決定）の16頁では，
「司令塔としてのデジタル庁の役割」として，以下のように極めて広範で重要な役割が割
り当てられている。

①　国，地方公共団体，民間・準公共分野を含むデジタル社会のトータルデザインを描
き，国民が体感できる形で早期にその実現を図ること。

②　国の情報システムに関し，整備・管理の基本的な方針（情報システム整備方針）を
策定し，情報システム予算の一括計上をベースとして，情報システムの整備・管理に
関するプロジェクトを統括・監理すること。重要なシステムについては自ら整備する
こと。

③　地方共通のデジタル基盤に関し，全国規模のクラウド移行に向けて，総務省と連携
して，地方公共団体の情報システムの統一・標準化に関する企画と総合調整を行い，
政府全体の方針の策定と推進を担うほか，国から補助金が交付されるシステムに関す
る統括・監理を行うこと。

④　マイナンバーの利用拡大に向けた取組など，ID・認証の基盤であるマイナンバー
制度全般の企画立案を一元的に行うこと。

⑤　民間・準公共分野のデジタル化支援として，情報システムの相互連携のための標準
の整備・普及等を行うとともに，情報システム整備方針において準公共分野に係る留

48 そのほかにも，「今までになかった強い権限を持った省庁になる。」（平井卓也元デジタル改革担当大臣，
2021年６月29日講演）等の発言もある。
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意事項を示し，補助金の交付される情報システムについて統括・監理を行うこと。
⑥　個人や法人を一意に特定し識別するID制度や，情報とその発信者の真正性等を保

証する認証制度の企画立案を関係法令所管府省庁と共管するとともに，ベース・レジ
ストリの整備を含む包括的データ戦略を推進すること。

⑦　サイバーセキュリティの専門チームを置き，デジタル庁が整備・運用するシステム
を中心に検証・監査を実施すること。

⑧　デジタル改革を牽引する人材を確保し，民間，地方公共団体，国を行き来しながら
キャリアを積むことのできる環境を整備すること。

⑨　関係府省庁，諸外国政府等と連携しつつ，DFFTの推進を始めとする国際戦略を推
進すること。

⑩　デジタル社会に対する国民の理解を深めるため，社会の様々な主体を対象として，
効果的な広報活動や，「デジタルの日」を通じた取組を含め，デジタル化の推進に向
けた機運の醸成に取り組むこと。

第３　内閣総理大臣を長とするデジタル庁の組織と強力な権限
さらに，デジタル化に関して強い権限を付与するため，デジタル庁は内閣直属の組織と

され（デジタル庁設置法２条），その長は内閣総理大臣とされている（同法６条１項）。さ
らに，デジタル大臣は関係行政機関の長に対し勧告権を有し，かかる勧告を受けた行政機
関は，これを十分尊重する義務が課される（同法８条５項）。常設の省庁で内閣総理大臣
がその長を務めるものはデジタル庁を措いてほかになく49，他の省庁に対する勧告権等を
背景に，強力なトップダウンで省庁横断的にデジタル化が進められることになる50。

実際に，2021年10月にはデジタル臨時行政調査会（デジタル臨調）が設置され，牧島か
れんデジタル相（当時）は，「全ての改革に通底するデジタル原則を定め，当該原則のもと，
デジタル改革，規制改革，行政改革を一体的かつ横断的に進める必要があります」と述べ

（第１回デジタル臨時行政調査会議事録３頁），各省庁に対し約5000の条項（目視規制，点
検・確認規制，常駐・専任規制，対面・書面規制）の見直し51を指示している。

デジタル庁がこのような強力な権限を持つことにより，従前の縦割行政の弊害を緩和す
ることが期待される一方で，後述（本章第３節）のとおり，データの利活用重視に偏り，
各省庁において管轄するプライバシー保護がおざなりとなりかねない。

49 復興庁は，内閣総理大臣がその長を務めるとされているが，非常設である。

50 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021年12月24日閣議決定）でも，「デジタル庁は，デジタル社
会の実現に関する司令塔として，重点計画の策定や施策について主導的な役割を担い，関係者によるデジ
タル化の取組を牽引します。」とされている。

51 各種法令により，人が直接対応しなければならないとされている作業を，AI等に委ねることを目的として
いる。例えば，建築基準法や車検制度における人による目視・点検を，高精度カメラやドローン，赤外線
センサー等による情報収集，AI等を用いた画像認識・診断センサー等に代替させる，宅地建物取引業法，
住民基本台帳法等における，対面での説明や書面作成の義務付けを，オンライン，リモートによる対応，
電子署名等に代替させる，等である。
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第３節　データ利活用に重きを置いたデジタル化の推進
内閣府は，現在の社会をSociety4.0（情報社会）とし，今後我が国が目指すべき未来社

会としてSociety5.0を掲げている52（本編第１章参照）。
Society5.0では，「人工知能（AI）により，必要な情報が必要な時に提供されるように

なり，ロボットや自動走行車などの技術で，少子高齢化，地方の過疎化，貧富の格差など
の課題が克服されます」，「社会の変革（イノベーション）を通じて，これまでの閉塞感を
打破し，希望の持てる社会，世代を超えて互いに尊重し合える社会，一人一人が快適で活
躍できる社会となります」と，まるで夢のような社会として描かれている53。

しかし，その背景にあるのは，データ利活用による経済的な損失の回避と利益の追求で
ある。

経済産業省は，DXレポートにおいて，既存システムは複雑化・老朽化・ブラックボッ
クス化しているため，2025年まで既存システムが残存した場合，IT人材の引退，サポー
ト終了などによるリスクの高まり等に伴う経済損失が最大12兆円／年に上る可能性がある
と指摘し，ユーザー企業がデータを活用し切れず，DXの実現ができずにデジタル競争の
敗者になるおそれがあること，業務基盤そのものの維持・継承が困難になること，ベンダー
企業は既存システムの運用・保守にリソースを割くことになり，クラウドベースのサービ
ス開発・提供に支障を来すと予想されること等を指摘している54。

また，地方公共団体における行政においても，人口減少とそれによる若年労働力の不足
に対し，住民サービスを持続的，かつ，安定的に提供していくために，AI・ロボティク
ス（ロボット工学）を活用し，標準化された共通基盤を用いて，効率的にサービス提供を
する体制を構築することが求められるとしている55。AI・ロボティクスの活用には，膨大
な個人情報を含むデータの集積とそのプロファイリングが不可欠とされているから，自治
体が有する様々な住民の個人情報が「データ資源」として活用に供されることとなる56。

以上のように，政府が進めるデジタル化は，その重きがデータの利活用に置かれており，
データの利活用の側面に対しては前のめりとなっている。

他方で，デジタル改革関連法制定に当たり，個人情報保護法の統一により個人情報の定
義が縮小されたこと57，大幅な個人情報保護関連法の改正を行ったにもかかわらず，第三

52 第５期科学技術基本計画（2016年１月22日閣議決定）

53 内閣府ウェブページ
 （https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/）

54 経済産業省「DXレポート～ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開～」26頁（2020年９月
７日）

55 「自治体戦略2040構想研究会　第二次報告～人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社会
をどう構築するか～」29頁（2018年７月）

56 2020年７月17日閣議決定「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の変更」では，
喫緊の課題として「データの基盤整備と積極活用」を掲げている（９頁）。

57 従前の行政機関個人情報保護法では，個人情報の定義において「他の情報と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。」とされていた（同法２条２項１号）。し
かし，統一された改正個人情報保護法では，「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。」と，民間企業等を対象としていた改正前個人情報
保護法の定義に統一され，「容易に」照合することができる場合に限定された。
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者への個人情報提供が許容される範囲が広範であることや，公権力（特に捜査機関）によ
る情報収集にほとんど規制がないこと等といった問題点の是正は全く行われていないこと
など，個人情報保護の観点は極めて弱いと言わざるを得ない。「デジタル競争の敗者」58と
なりつつある日本において，性急にデジタル化を推し進めようとする余り，プライバシー
への配慮が極めて不十分である。

現在では，政府と個人の関係に限らず，インターネットやSNSの普及により，民間企業
も，公権力に匹敵する個人情報を保有する状況となっている。これらの大量の個人情報は，
ビッグデータとして利用されるだけでなく，プライバシーを侵害する形で利用されるおそ
れもある。民間企業等における個人情報の取扱い，特に自己情報コントロール権に基づく
削除請求権や第三者提供の制限等に加え，単なるデータ主体の同意のみによって予想の困
難な個人情報の利活用を行うことに対する一定の制約などが必要と考えられるも，これら
の問題への対処は不十分であり，データ主体の権利保障が不十分であると言わざるを得な
い。

第４節　費用対効果の悪さ
第１　デジタル庁のデジタル化予算の管理能力

デジタル庁に対して計上される国家予算は，2022年度が4720億円であり，行く行くはデ
ジタル化に関する国の予算8000億円の全てをデジタル庁に委ねることが想定されてい
る59。

しかし，従前から，行政手続のオンライン化の推進に当たっては，莫大な費用をかけな
がらもその効果が僅かであるなど，その費用対効果の悪さが指摘されており60，デジタル
庁を創設しても，それを管理する能力を有する人材と組織を確立しなければ，今後もこれ
らが合理化される保証はない。

第２　膨大なマイナポイント予算の不合理性
2020年９月からマイナンバーの取得を推進するための「マイナポイント事業」（予算規

模2500億円）が開始されたが，所持率は３割程度と伸びなかった。それにもかかわらず，
政府はその後もマイナンバーカード自体の取得を推進し，2022年６月から「マイナポイン
ト事業」の第２弾として，マイナンバーカード申込みと預貯金口座の登録，健康保険証と
しての利用申込みに対してポイントを付与するための予算として，1.8兆円もの予算を確
保し，著名人を登用したテレビCM等の広報にも力を入れている（マイナンバーカードの
取得者に5,000円，カードと健康保険証を一体化した者に7,500円，公金受取口座の登録を

58 前掲「DXレポート～ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開～」26頁

59 読売Bizフォーラム東京のオンラインセミナー「我が国のデジタル改革について」における平井卓也元デ
ジタル相の発言。

60 外務省によるパスポート電子申請システムは，年８億円のコストに対し，2005年の申請件数は103件で，
１件当たり1600万円の税金がつぎ込まれた計算となる。政府自身も，コロナ改善の取組について，「全て
の手続のオンライン化を目標としたために，利便性に欠け，利用率が伸び悩んだこと，利用件数の僅少な
手続も対象とした結果，費用対効果の低さを指摘された。」（総務省「令和３年版情報通信白書」第１部
114頁）と，その費用対効果の低さを自認している。
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した者に7,500円分のポイントを付与するものであり，このマイナポイントの申請には，
マイキーID（本編第６章第３節参照）の作成が必要となる。）。

ここまでの費用をかけながら，未だに普及率は４割台61と低調な状態である。それにも
かかわらず，国が開発した新型コロナウイルスのワクチン接種の証明書を発行するアプリ
は，マイナンバーカードの所有を前提とするものであるため，国民の６割は当該アプリを
利用することもできない。

このように，現在の政府によるデジタル化は，湯水のごとく多額の税金を効果の薄い政
策につぎ込んでいる状況である。それだけでなく，5,000円から２万円分ものポイントを
提供してもなお多数の国民が積極的に利用しようとしないマイナンバーカードについて，
その利用範囲を次々と拡大（健康保険証，運転免許証との一体化やワクチン接種証明書と
しての利用等）し，現行の健康保険証を廃止することにより，事実上その取得を強制しよ
うとする姿勢は，極めて問題であり，直ちに中止することが求められる。

第３　「地方自治体情報システムの標準化」の問題点
地方公共団体においては，従前は当該地域の小規模ベンダーによって提供される情報シ

ステムに依拠していたところも多く，多岐にわたる地方公共団体の自治事務においては，
柔軟なシステムのカスタマイズ等に対応できていた。しかし，デジタル改革関連法の一つ
である「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づいて全国規模で標準化・
共同化されるようになる共通システムにおいては，それら地域の小規模ベンダーが参入す
ることは，保守管理などの問題で困難であると考えられる62。同法により，「ベンダーロッ
クイン」（特定のベンダー（企業等）にシステム等の構築，保守管理などを依頼した結果，
当該システムの維持管理には当該ベンダーの技術やノウハウを要し，他のシステムへ移行
したり，当該システム等の構築，保守管理などを他のベンダーに委託したりすることが困
難となること）の排除がうたわれているが，しかし，逆にシステム開発を受注した大手ベ
ンダーが，個々の地方公共団体の個別事情に応じたシステムのカスタマイズに応じるとは
限らず，当該地方公共団体における公共サービスの提供のために必要なシステムの改変が
困難となる可能性もある。また，地方公共団体の規模や所属する住民の性質は様々であり，
標準化・共同化されたシステムでは，規模の大小に応じたシステムの調整が困難となり，
小規模な自治体においては，システムの管理維持費が過度な負担となることも考えられる。

以上のように，一見効率化が図られるように見えたとしても，極めて複雑な政府機関や
地方公共団体の関係性や差異を前提とすれば，必ずしも一元的に実施するデジタル化が費
用対効果等の面で効果を発揮すると断言することはできない。

61 2022年7月末時点で人口に対する交付枚数率は45.9％
 （総務省ウェブページ（https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html））

62 2018年度の政府情報システム予算のうち，整備経費，運用経費の予算額が多額である上位10システムの合
計予算額は政府IT予算の半分弱を占める約3300億円に上るが，そのほとんどを大手ベンダー４社が受注し
ている。
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第５節　行政の中立公平性及び質の確保への懸念
日本では，デジタル技術の専門人材が著しく不足しており，しかも予算の関係から政府

や地方公共団体に十分な人材が確保できていない状況がある。そのため，デジタル庁にお
いても，発足時の職員600名のうち200名以上は民間出身者であり，そのほとんどが非常勤
職員である（その給与は低く，人材を出しているベンダー等の民間企業が補填している実
態がある。）。デジタル庁という，省庁横断的にデジタル化を進める権限を持つ省庁におい
て，その業務に関連する企業に籍を置く職員が３分の１を占めている状況であり，行政の
中立・公平性が維持されるのか疑問がある。

実際に，従前から，政府情報システム調達においても「ベンダーロックイン」の指摘が
なされている63。情報システムの構築等について一定の大手ベンダー業者に依存すること
になれば，カスタマイズ，維持管理などはそれらの業者に頼らざるを得ないこととなり，
多額の費用を要する可能性がある。マイナンバー関連事業を行うJ-LISにおいても，マイ
ナンバー関連事業の74％が随意契約であり，１社入札を含めると81％で競争が働いていな
いことや64，2014～2016年度に発注したマイナンバー関連事業について，契約内容を変更
するケースが相次ぎ，事業費が当初契約から約2.6倍の1655億9000万円にまで膨れ上がっ
ていることが判明している65。デジタル庁は，これらベンダーロックインの解消の役割が
期待されたものの，同庁においても，2021年９月の発足から2022年４月13日までの101件
の一般競争入札のうち，半数を超える55件が１社入札であり66，適切な競争原理が働いて
いるとは言い難い。

このような状況では，行政における中立公平性が確保されているとは評価し難い。

第６節　行政を担う人材育成の必要性
日本のデジタル人材の育成は遅れており，本章第５節で述べたとおり，我が国のデジタ

ル化の中枢を担うデジタル庁においてすら，その人材の３分の１を民間企業からの出向者
等に依存している状況である。そのため，システム開発等を行政内で行うのではなく，民
間企業へ外注することが常態化しているものの，それら民間企業による業務をチェックす
ることすらままならない。

例えば，厚生労働省が開発した新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）に生じ
た不具合等67に関し，会計検査院は，厚生労働省に対し，「受注者に適切にテストを実施
させるためにあらかじめ定めておく必要があるテストの実施対象項目，実施目的，実施内

63 会計検査院が発表した「政府情報システムに関する会計検査の結果について」（2021年５月）では，2018
年度の政府情報システムに係る競争契約423件のうち313件（73.9％），契約金額にして2929億円（84.9％）
が１社入札であり，ベンダーロックインが生じている可能性があると指摘されている。

64 東京新聞2021年４月27日。ここでも受注業者の多くは大手ベンダーであることが指摘されている。

65 東京新聞2022年１月９日

66 朝日新聞2022年４月15日

67 Android端末でCOCOAを利用する者に対して接触通知が到達しない不具合。同不具合は2020年９月28日
のアプリのバージョンアップ時から発生していたが，アップデート時に通知が届くかどうかのテストを怠
り，2020年11月にはCOCOAのプログラムを公開していたサイトに不具合の指摘がなされていたにもかか
わらず，2021年２月に修正されるまで放置されていた。
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容等のテストの実施に当たっての具体的な事項を一切定めていなかった」と指摘してい
る68。厚労省のCOCOA不具合調査・再発防止策検討チームによる報告書では，「厚生労働
省は直接システム関連の業務を発注するようなスキルが足りない」との指摘もなされてい
る69。

外部委託や非正規職員を多用すれば，当然，当該部署における経験の蓄積もなされず，
長期的なコストは増大することも考えられる。

行政においてデジタル化を進めるに当たっては，外部人材や民間企業への業務委託を活
用するとしても，委託する行政側にそれらを適切に監督する能力が不可欠である。そのた
めには，安易に民間企業等に頼るのではなく，行政内部におけるデジタル人材の育成が不
可欠である。

第７節　「参加型民主主義」の不備
Society5.0を先行して実施しているものと言えるスーパーシティ構想においては，AI（人

工知能）やビッグデータなどの先端技術を利用して遠隔医療，遠隔教育，自動運転，キャッ
シュレス決済，ドローンによる配達，顔認証を使った交通機関の利用などのサービスを一
括して住民に提供するとされている。

これらの高度にセンシティブな個人情報を，実施主体の大企業が一手に管理することに
なり，改正個人情報保護法の下においては，第三者提供により様々な個人情報が民間企業
に提供されるおそれがある。

このような構想が実施される対象の地域については，特区担当相，首長，事業者，住民
代表から成る区域会議が基本構想を作るに当たって住民の意向を確認することになってい
るが，誰を住民代表とするのか，何を住民の意向とするのか，規定は存在しない。そのた
め，形式上，住民の意見を聞いた形となり，住民の意思が反映されないまま，個人情報の
提供を求められることになるおそれがある。スーパーシティ構想については，第４編第５
章において詳述する。

スーパーシティ構想に限らず，現在進められているデジタル化は，市民を置き去りにし
て，行政や企業活動の効率性と利益を重視しているものと考えられる。経済界は「データ
民主主義」を掲げているものの，その実質は政府による個人データの集約と，それら集約
された個人情報を含むデータを企業等が経済活動のために活用することであり70，データ

68 会計検査院「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）の開発・保守等に関
する契約において実施している新型コロナウイルス接触確認アプリ『COCOA』の開発・保守等について」
６頁（2021年10月27日付け，厚生労働大臣宛て）。なお，COCOAの開発を受注していたパーソルプロセス
＆テクノロジー株式会社は，厚労省の承認を得て，COCOAの契約金額の94％を，HER-SYS契約金額の
93％を，それぞれ他社に再委託していた（東京新聞Web2021年２月20日）。

69 COCOA 不具合調査・再発防止策検討チーム「接触確認アプリ『COCOA』の不具合の発生経緯の調査と
再発防止の検討について」20頁（2021年４月）

70 CEOラウンドテーブル早稲田会議は，2022年６月24日付け日本経済新聞の広告「新しい経営資源としての
『データ』」において，「日本はデータ民主主義を宣言するべきだ。産学官が協力して共有プラットフォー
ムを構築し，企業やイノベーターたちがそれを自由に活用できるようにする。」とし，「データ共有の恐怖
心や抵抗感は誰にでもある。」ものの，データの役割は「私たちが誤った判断や思い込みをした時，事実
を示して正しい方向へと導く」ことであり，「いまこそ，事実を把握して正しい方向へ進む時だ」とデー
タ共有とその活用を要求している。
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主体としての権利性は排除され，到底「民主主義」と評価し得るものではない。
本来，デジタル化を進める目的は，市民のエンパワーメント（能力開花）であり，市民

の生活を豊かにするためである。あくまで，行政の効率化はその手段にすぎない。デジタ
ル化を進める上で留意すべきことは，個人情報の保護が適切になされることであり，市民
の意思に反して個人情報が利活用され市民が不利益を被ることがあってはならない。

さらに，第６編で述べるとおり，国外においては，行政から様々な情報が公開されると
ともに，「Decidim」等のプラットフォームを用いて市民の意見を集約し，行政に反映さ
せるなど，市民参加型の行政運営が実施され，デジタル化によって行政への市民の意見が
反映されるようなシステムが構築されている。デジタル化が「参加型民主主義」の深化に
つながっていると言える。

日本においても，個人情報の保護も不十分なままデータ利活用に傾いた形で進められる
デジタル化の在り方を見直し，市民参加型の社会構造を構築する必要がある。そのために
は，社会の主体である市民自身が，デジタル化社会の設計段階から参画することが不可欠
である。

第８節　地方自治権の制約
現在進められているデジタル化は，地方自治の観点からも大きな問題がある。

１　2021年に改正された個人情報保護法では，従前個人情報保護条例によって地方公共団
体ごとに定められてきた個人情報保護制度が画一化され，自治体ごとに住民との合意の
下で構築されてきた個人情報保護制度が失われてしまうおそれがある（詳細及び問題点
は第４編で述べる）。

２　地方公共団体にも行政機関匿名加工情報の導入が義務付けられるとすれば（第４編第
２章），個人情報の匿名化には相当の負担がかかるため，小規模自治体においては，外
部委託等による財政的な負担が必要となるのに加え，個人情報の漏えいなどのリスクの
増大が避けられない。加えて，AI技術等の高度化により，匿名加工された情報であっ
ても，個人特定可能な状態となる可能性も否定できず，プライバシー侵害のおそれが排
除できない。

３　自治体における情報管理システムの標準化も法定されたことにより，自治体の独自施
策などを阻害することが懸念される（第４編第３章で詳述する）。自治体情報システム
の標準化に関する業務に関与するJ-LISは，国のガバナンス強化によって準国家機関化
し，国による強い介入がなされる状態となっている（第４編第４章第３節で詳述する）。
自治体の個人情報管理に国が介入し，情報管理システムとマイナンバーカード（個人番
号だけでなく，公的個人認証制度やマイキープラットフォーム構想も含む。）によって，
様々な個人情報が情報連携され，国の下に管理される危険性がある。

　　現在進められているデジタル化は，地方自治の本旨に基づく地方公共団体の自主性を
尊重することなく，政府によって強権的に進められている色彩が強い。かかるデジタル
化の進め方では，地方自治の本旨（憲法92条）に抵触するおそれがある上，住民との合
意の下で築き上げてきた先進的な個人情報保護の取組が失われ，個人情報が危険にさら
されるおそれがある。
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第９節　地方公共団体の中立性・公平性の阻害
地方公共団体においては，国以上に専門人材の不足は深刻であり，民間企業やその出身

者に情報システム関連業務を依存せざるを得ない状況である。他方で，政府は地方公共団
体のデジタル化を積極的に推進しており，専門人材の確保のため，任期付き職員や特別職
非常勤職員として民間人材を任用することを検討することが望ましいとしている71。

その結果，一部の地方公共団体においては，自治体版デジタル庁とでも言うべき部署が
作られ，CIO（Chief Information Officer：最高情報責任者）及びCIO補佐官等の役職を置
き，デジタル化が進められている。

非常勤職員として民間人材を登用した場合や，業務委託としてデジタル化を実施する場
合，地方公務員法が適用されず，行政の中立・公平性の確保が課題となる。しかし，総務
省やデジタル庁は，地方公共団体における民間人材の登用に対し，どのように服務規律を
定め，行政の中立・公平性を確保するのかについては，何ら具体的な方策を示しておらず，
地方公共団体任せになっている状況である。

さらには，政府も想定していない形で，専門人材の登用がなされている例もある。総務
省は，CIOは庁内マネジメントの中核であり，庁内全般を把握するとともに，部局間の調
整に力を発揮することができるよう，副市長等であることが望ましいとしているが，神奈
川県では，CIOに大手メッセージアプリの現役執行役員を会計年度任用職員として登用し
ている。また，広島県福山市では，CDO（Chief Digital Officer：最高デジタル責任者）を，
民間企業及びその社員との間での委託契約という形で配置し，CDO補佐官を，大手IT企
業と労働者派遣契約という形で配置した。その上，同市のデジタル化推進体制図において
CDOをトップに位置付け，同市各部局に対してCDO及びCDO補佐官らが「指示」を行う
ことができる形を当初は採用していた72。これでは，行政における政策決定を正規職員で
はない民間企業従業員などが行うことに等しく，行政の中立公平性を阻害するおそれが高
いと言わざるを得ない。

大阪府では，庁内のIT関連業務について，民間企業と共同出資して立ち上げる事業会
社によって実施するとの方針を打ち出している73。かかる方針は，行政自らが行うべきシ
ステム運営等を外部に委ねるものであり，当該事業会社の利潤追求のために行政サービス
の向上が二の次とされたり，地方公共団体が保有する様々な住民の個人情報が危険にさら
されたりするおそれがある。

現状の専門人材不足の深刻さを踏まえれば，前記のように行政の政策決定に民間出身者
が関与する事例は多数起こり得ると言え，行政の中立性・公平性を確保する施策が必要で
ある。

71 総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」７頁（2020年12月25日）

72 福山市は，CDOらが市職員に「指示」するとの文言は適切ではなかったとして，「助言・支援」に変更し
ている（福山市「行政版デジタル化実行計画【第1.0版】」（2021年11月））。

73 産経新聞2022年１月３日
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第５章　監視国家化の懸念を払拭するための政府の説明責任と行政の透
明化

はじめに～監視国家化の懸念と行政の透明化の必要性
第１編，第２編で述べてきたように，デジタル社会においては，個人の行動履歴のほと

んど全てがデジタルデータとして記録される。その結果，それらのデータを即時もしくは
事後に名寄せ・突合し，プロファイリングすることにより，個人を「データ監視」するこ
とが容易な社会が到来している。民間のデジタルプラットフォーマーをめぐる「監視社会
化」の問題は前述してきたとおりであるが，行政のデジタル化に伴っても，必然的に「監
視国家化」の懸念が生じる。こうした懸念を払拭するためには，行政の透明化と，それに
よる行政（政府）への信頼性確保が必須である。

行政の透明化のためには，政府において，①個人情報の収集，利用等を行う場合は，そ
の目的を明確化すること，②行政の説明責任の履行や情報公開を丁寧に行うこと，③その
ためにも公文書を適正に保存管理すること等が必要となる。行政文書のデジタル化は，②
や③の実現に資するものである。

また，コロナ禍を水際で防いだ台湾において功績のあったオードリー・タン行政院政務
委員は，「『インターネット』というプラットフォームを使うことで，一つの主張や問題に
ついて，誰もが言葉を交わすことができる。インターネットは間接民主主義の弱点を克服
できる重要なツールとなり得る」と述べている74。デジタル化はあくまでも手段であり，
民主主義を強化するための手段として活用することも可能なのである（第６編参照）。

ところが，近年の各種立法により，政府は，①個人情報の収集・利用の目的も範囲も曖
昧にしたまま，情報の全面的収集と一元化，さらには制約なき利用を可能とする方向へと
向かっている。また，②説明責任を極めて不十分にしか果たしていない（情報収集・利用
過程の問題ではないが，いわゆる森友・加計問題等。）。さらに，③公文書の改ざんまで行
われている。

以下，このような観点から，近年の各種立法の問題点を検討する。

第１節　デジタル庁設置法，重要土地等調査規制法制定等の問題点
第１　個人情報を幅広く収集する権限を認める法律の成立

行政の透明化の要請に逆行し，情報の収集対象，利用範囲や目的が曖昧で，ますます政
府による情報の全面的収集と一元化，制約なき利用を可能にするような立法が続いている。

2014年12月10日から施行されている「特定秘密の保護に関する法律」（以下本章におい
て「秘密保護法」という。）や，2021年５月に成立した「デジタル社会形成基本法」と「デ
ジタル庁設置法」，さらに「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

（以下「整備法」という。）による個人情報保護法制の一元化（以下まとめて「デジタル改
革関連法」という。），同年６月16日に成立した「重要施設周辺及び国境離島等における土
地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」（以下本章において「重要土地等

74 オードリー・タン「デジタルとAIの未来を語る」151頁（プレジデント社，2020年）
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調査規制法」という。）など，国（行政）が個人情報を幅広く収集する権限を認める法律
が次々と成立している。

しかし，その収集の対象や条件は曖昧であり，かつ収集後の情報の保管・利用等の状況
もほとんど明らかにされていない。

また，これらの個人情報を利用しているであろう内閣情報調査室，公安調査庁，警察庁
警備局を中核とする公安警察，自衛隊情報保全隊等の活動についての監視システムは存在
しない。

デジタル庁の発足に当たり，デジタル庁本体が内閣に属する機関となり，その長は内閣
総理大臣とされたことから，全ての個人情報を内閣総理大臣の下に集中しうるシステムの
構築が懸念される（日弁連「デジタル改革関連６法についてプライバシー・個人情報保護
の観点から，必要な法改正と法の適正な運用を求める意見書」（2021年12月17日）参照）。

2022年４月１日施行の改正警察法により，サイバー犯罪に関わる情報収集等のために，
警察庁にサイバー局が設置され，関東管区警察局にサイバー特別捜査隊が設けられた。サ
イバー犯罪対策の強化を目的としてデジタル化された個人情報が警察庁に集中されること
となる。

さらに，同年５月11日成立した「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保
の推進に関する法律」（以下「経済安全保障推進法」という。）により，先端的な特定重要
技術の研究開発の官民協力による官民パートナーシップと称する「協議会」によって，軍
事技術につながる特定重要技術の研究開発を政府が一元的に管理・統制するシステム等が
出来上がるおそれがある。加えて，その「秘密」の漏えいは刑事罰で処罰される。研究開
発に関する情報が収集されることとなり，学問の自由を侵害することにもなりかねない。

情報機関の監視権限とその行使について，厳格な制限を定め，独立した第三者機関によ
る監督を制度化することの必要性は一層高まっている。

以下，デジタル改革関連法，重要土地等調査規制法，警察庁サイバー局，経済安全保障
推進法について，以下のとおり，行政の透明化の観点から，その問題点を指摘する。

第２　デジタル改革関連法による情報の全面的収集と一元化
１　デジタル改革関連法において，自己情報コントロール権の明記がない点については，

本編第３章で述べたとおりである。確かにデジタル社会基本法では，基本理念として個
人の権利利益が害されることのないようにされることを掲げ（10条），基本方針として
個人情報の保護を掲げているが（33条），それらは抽象的な理念や方針にすぎない。人
は監視されていると感じると，自らの価値観や信念に基づいて自律的に行動して情報を
収集し，表現することが困難になる。同法は，自己情報コントロール権を認めておらず，
情報の全面的収集と一元化をもたらす構造的な欠陥があると言わざるを得ない。

２　情報の全面的収集と一元化をもたらす構造的な欠陥は，デジタル庁の組織及び権限の
問題として，明らかになっている。

　　デジタル庁設置法では，強力な総合調整機能（勧告権等）を有する組織としてデジタ
ル庁を設置し，国の情報システム，地方共通のデジタル基盤，個人番号（マイナンバー），
データ利活用等の業務を強力に推進するため，内閣直属の組織とし（２条），その長は



第３編　政府が目指しているデジタル社会とは？

─ 170 ─

内閣総理大臣とする（６条１項）。このようにデジタル庁の長を内閣総理大臣としたこ
とにより，全ての個人情報が内閣総理大臣の下に集中されてしまうことが懸念される。

　　以上のようなデジタル庁の強力な権限や組織に鑑みると，デジタル庁は，金融庁や消
費者庁などと同様に，内閣ではなく内閣府（の外局）に置き，デジタル庁の長は内閣総
理大臣ではなく特命担当大臣であるデジタル大臣とし，地方自治法245条の４第１項に
基づき普通地方公共団体に対して技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求を行う
主体を，内閣総理大臣からデジタル大臣に変えるべきである。また，デジタル大臣の勧
告についての尊重義務の規定を削除し，かつ，勧告に当たっては，国民の個人情報やプ
ライバシーを不当に侵害しないよう配慮しなければならない旨の法改正もなされるべき
である。

３　デジタル改革関連法においては，特に，センシティブ情報を含む個人情報の目的外利
用や提供に対する規制が緩やかである。

　　整備法では，関連する63の法律を改正し，整備を一括して行う仕組みとなっている。
とりわけ，民間部門，行政機関，独立行政法人等を対象機関とする個人情報保護関連３
法を１本の法律に統合するとともに，地方公共団体の制度についても全国的な共通ルー
ルを設定し，所管が分かれていたものを個人情報保護委員会に一元化し，さらに医療・
学術分野における現行法制の不均衡を是正することとしている。

　　しかし，整備法においても，個人のプライバシー保障・個人情報の保護の観点から見
て，多くの問題点がある。

　　特に，現行の行政機関個人情報保護法８条の保有個人情報の利用及び提供の制限の規
定が，改正個人情報保護法69条としてそのまま維持されているが，デジタル化の時代に，
この規定が定める目的外利用や他の行政機関等への提供を認める「相当の理由」（同条
２項２号，３号）や，行政機関等以外への第三者提供を認める「特別の理由」（同項４号）
が濫用されて，個人情報，特にセンシティブ情報（機微な情報）がみだりに収集され，
他の行政機関はもとより民間企業にまで不当に提供されるなどして目的外で利用される
危険性を否定できない。

　　したがって，保有個人情報の目的外利用や他の行政機関等への提供が可能となる「相
当の理由」(改正後の個人情報保護法69条２項２号，３号)を「特別の理由」にするなど，
行政機関等による保有個人情報の目的外利用や提供が許される場合を限定するよう法改
正をすべきである。

４　整備法における個人情報保護法改正によっても，個人情報保護委員会の監督権限や組
織体制は不十分であり，情報の全面的収集と一元化，制約なき利用を規制することは期
待できない。この点は，第４編第２章第２で詳述する。

５　以上，デジタル改革関連法は，流通するデータの多様化・大容量化への対応による便
利さを強調する余り，情報の全面的収集と一元化をもたらし，かつ監督機関も不十分で
あるから，プライバシー・個人情報の保護を後退させる危険性が存する。

第３　重要土地等調査規制法による情報の全面的収集と一元化
重要土地等調査規制法は，2021年６月１日の衆議院本会議で可決され，６月16日の未明
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に，立憲民主党，共産党，社民党，沖縄の風など野党（会派）の反対にもかかわらず成立
した。

本法では，内閣総理大臣は，閣議決定した基本方針に基づき，重要施設の敷地の周囲お
おむね1000メートルや国境離島等の区域内に「注視区域」や「特別注視区域」を指定する
ことができ，そして，その区域内にある土地及び建物（以下「土地等」という。）の利用
に関し，調査や規制をすることができることとなっており，「重要」な土地等の関連情報
の全面的収集と一元化をもたらす。

具体的には，次のとおり重大な問題がある。
第１に，本法における「重要施設」の中には，自衛隊等の施設以外に生活関連施設が含

まれているが，これらを重要施設に指定するための条件は政令に委ねられている。
第２に，本法では，地方公共団体の長等に対し，注視区域内の土地等の利用者等に関す

る情報の提供を求めることができるとされているが，その情報の範囲も政令に委ねられて
いる。

第３に，本法では，注視区域内の土地等の利用者等に対して，当該土地等の利用に関し
報告又は資料の提出を求めることができ，それを拒否した場合には，罰金を科すことがで
きるとされている。そこでは，求められる報告又は資料に関して何の制限もない。思想・
良心を探知されるおそれのある事項も含まれる。

第４に，本法では，内閣総理大臣が，注視区域内の土地等の利用者が自らの土地等を重
要施設等の「機能を阻害する行為」に供し又は供する明らかなおそれがあると認めるとき
には，刑罰の威嚇の下，勧告及び命令により当該土地等の利用を制限することができると
されている。第１から第３までの制約なき情報収集によって，私権が過度に制約されるお
それがある。

第５に，本法では，特別注視区域内の一定面積以上の土地等の売買等契約について，内
閣総理大臣への届出を義務付け，違反者には刑罰を科すものとされている。これも過度の
情報収集と一元化である。このことから財産権の侵害につながるおそれもある。

このように，本法は，重要土地等調査名目による情報の全面的収集と一元化をもたらす
のであるが，これによって，思想・良心の自由，表現の自由，プライバシー権，財産権な
どの人権を侵害し，個人の尊厳を脅かす危険性を有するとともに，曖昧な要件の下で刑罰
を科すことから罪刑法定主義に反するおそれもあるものである。

なお，本法は，自衛隊や米軍基地等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害
すること等の防止を目的とするとされているが，これまで，そのような土地取得等により
重要施設の機能が阻害された事実がないことは政府も認めており，そもそも立法事実の存
在について疑問がある（日弁連「重要土地等調査規制法案に反対する会長声明」（2021年
６月２日）参照）。

第４　警察法の一部を改正する法律によるサイバー局の設置による重大サイバー事案情報の
全面的収集と一元化

2022年４月１日施行の改正警察法により，サイバー犯罪に関わる情報収集等のために，
警察庁にサイバー警察局が設置され，関東管区警察局にサイバー特別捜査隊が設けられた。
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政府は，この改正の背景として，サイバー空間は誰もが参加する公共空間であるが，世
界中から直接攻撃を受ける可能性があるということを挙げている。そして，これらの組織
によって，重大サイバー事案（国や地方公共団体，重要インフラに重要な支障が生じたり，
海外のサイバー集団が関与した事案として，警察法５条４項６号に規定される事案）に対
する対処能力の強化を図るものとされる。

組織的には，①国家公安委員会・警察庁の重大サイバー事案に対処するための事務をサ
イバー警察局が所掌，②重大サイバー事案に対処するための事務を関東管区警察局が分掌

（全国管轄）して，サイバー特別捜査隊が全国を管轄し，重大サイバー事案の捜査（国際
共同捜査を含む）を実施するという。なお，サイバー特別捜査隊の関東管区警察局への設
置は下位法令事項である。

重大サイバー事案に限定されているものの，重大サイバー事案にかかる犯罪捜査は，警
察庁サイバー警察局に集中管理されることとなる。犯罪捜査等に係る個人情報の収集管理
について，個人情報保護委員会その他の第三者機関による監督は不十分である。また，重
大サイバー事案にかかるとの名目による公安警察による個人情報の収集についても，同様
に監督は不十分である。それゆえ，全国のデジタル化された個人情報が警察庁サイバー警
察局に移管されて，デジタル個人情報が情報主体の手の届かないところで，侵害される危
険が存する。

第５　経済安全保障推進法が企業版の秘密保護法になるおそれ
１　政令委任個所だけで約130か所
　　経済安全保障推進法の最大の特徴は，法の根幹に関わる「経済安全保障」そのものに

定義がなく，多くの重要概念や基本的事項が政令と省令，さらには政府の決める「基本
方針」や「基本指針」に委任されているため，規制される内容が法律だけを見ても皆目
見当がつかない点にある。政令委任個所だけで約130か所を数えるものである。

　　本法の３本の柱の中の一つとして，先端的な重要技術の研究開発について官民協力を
強めるとの名目で，総理大臣をトップとする「官民協議会」を作り，さらに100名の研
究者を集めるシンクタンクを作ることがある。この法律が軍事目的の科学技術研究の推
進も目的としていることが，明確となった。

　　官民協議会は，総理大臣をトップとし，研究開発担当大臣と政府関係者や研究者らで
構成される。政府が重視する先端技術を「特定重要技術」と位置付け，資金面で支援す
ることとされている。この協議会に防衛省が参加する可能性を政府は認めている。

　政令委任が具体的でなければ，定義のない「経済安全保障」に係る情報が「官民協議会」
において全面的に収集され，一元的に管理される危険性がある。

２　企業版「秘密保護法」と言える罰則規定
　　本法には，多くの罰則が定められている。そのため，公安調査庁，公安警察，内閣情

報調査室等による科学技術者に対する監視が強化され，関連する企業や研究者・技術者，
市民の活動の自由が抑制される危険性がある（73，74，83条：２年以下の懲役若しくは
100万円以下の罰金，67，70，73，77，78，80条：１年以下の懲役若しくは50万円以下
の罰金，84条：30万円以下の罰金）。
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　　このような罰則を伴う規制により，若い研究者を軍事技術分野の研究に囲い込み，守
秘義務を課して転職を困難にしてしまうのではないかとの問題点も指摘されている。

３　「外部」とは何かに関する定義の不明確さ
　　本法では，重要物資の安定確保のためのサプライチェーンの強化やサイバー攻撃に備

えた基幹インフラの事前審査について，「外部への依存」「外部からの妨害」などの概念
が使われている。しかし，本法には，この「外部」とは何を指すのかに関する定義がな
い。

　　企業の自由な経済活動に対して大幅な制限が課され，経営に重大な影響を与えかねな
い条項であるのに，意味内容が不明なままで法制化，政省令化が進められている。中国
等との貿易自体が大幅に制限される可能性もあり，我が国経済への影響も計り知れない。

　　意味内容の不明確さゆえに，横浜市の機械製造会社「大川原化工機」の幹部ら３人が，
軍事転用が可能な噴霧乾燥機を無許可で輸出したとして逮捕・起訴され，その後に起訴
が取り消されたえん罪事件が発生しているが，そのような事例が続発しかねない。

第２節　政府が説明責任を極めて不十分にしか果たしていないこと
前記のとおり，政府は，行政の透明化の要請に逆行し，個人情報の収集，利用の目的も

範囲も曖昧にしたまま，情報の全面的収集と一元化，制約なき利用ができる方向へと向かっ
ているが，それと同時に，説明責任を極めて不十分にしか果たしてきていない。
第１　森友学園問題に見る意思形成過程の公文書廃棄

2016年６月に財務省近畿財務局が学校法人森友学園に売却した国有地（大阪府豊中市）
について，情報公開請求に対して，同近畿財務局がその売却額を非公開とした問題で，財
務省は，この売買契約の過程の記録は重要なものではないことから廃棄したと説明した。
その際，売却額は１億3400億円，当初の鑑定額は９億5600万円であったが，地下のごみの
撤去費を考慮して８億円以上を差し引いたとも説明した。

公文書管理法４条は，「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」をも
合理的に跡付け又は検証できるよう文書作成を義務付けている。財務省による公文書廃棄
は，公文書管理法４条違反であることが指摘された。

このため，公文書管理委員会において１年未満の保存期間文書の取扱いを検証すること
とし，財務省行政文書管理規則細則６条２項の適用を停止し，１年未満の保存期間文書の
取扱いを見直すとともに，紙媒体の文書と並行して，電子文書についても，一旦はデータ
ベース上の中間書庫に保管し，公文書の重要度が明らかになるかどうか一定期間見定めた
上で，廃棄か保存かを決めるような文書管理の体制が早急に求められた。

第２　加計学園獣医学部新設手続の過程文書の「不存在」
学校法人加計学園獣医学部の新設については，その決定手続過程において，国家戦略特

区諮問会議を分掌する内閣府に選定過程の記録が存在しないことについて，森友問題と同
様，文書の作成義務を定めた公文書管理法４条違反の疑いが認められた。

再調査の結果，選定過程の記録文書は，文部科学省の専門教育課の「国家戦略特区」の
共有フォルダに保存されておらず，それ以外の共有フォルダに保存されている文書である
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ことが判明した。
公文書，特に電子データの保存についても問題点があることが明らかとなった。

第３　森友学園問題で財務省では公文書の改ざんまで行われていたこと
森友学園問題は，2018年３月２日の朝日新聞スクープに端を発したが，その後の財務省

の調査によれば，財務省近畿財務局から森友学園への公有地の売却に至るまでの，普通財
産（貸付）決議書と普通財産売渡決議書の二つの決議書関係の14の文書について，書換え
が行われていたことが確認された。紙媒体の13の決裁文書と１件の電子データの上書き処
理が行われていた。

このことから，紙媒体の決裁手続を残すとしても，これに電子決裁を連動させて，決裁
終了後には，電子データの決裁部分については書換え・変更ができないシステムの導入が
求められた。

第３節　監視国家化を防止するための第三者機関による実効的な監視・監督シ
ステムの構築

１　人は監視されていると感じると，自らの価値観や信念に基づいて自律的に判断し，自
由に行動して情報を収集し，表現することが困難になる。すなわち，プライバシー権は，
個人の尊重にとって不可欠な私的領域における人格的自律を実現するとともに，表現の
自由の不可欠な前提条件となっており，立憲民主主義の維持・発展の基礎を成す極めて
重要な基本的人権である。

　　したがって，大量の個人情報が集積される超監視社会とも呼ぶべき現代にあって，個
人が尊重されるためには，公権力により監視対象とされる個人の私的情報の収集は必要
最小限度のものとし，公権力が私的情報を収集，検索，分析，利用するための法的権限
と行使方法等を定めた法制度が構築されなければならない。

２　日弁連は，2017年10月に開催した第60回人権擁護大会において，「個人が尊重される
民主主義社会の実現のため，プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促
進を求める決議」を採択し，超監視社会におけるプライバシー権保障の充実について，
具体策を提言している。

　　これらの立法提言は，いずれもデジタル庁が設立され，急速なデジタル社会化が推し
進められつつある今こそ，緊急に実現する必要がある。特に，内閣情報調査室，公安調
査庁，自衛隊情報保全隊の活動についての監視システムが存在しない点は喫緊の課題で
ある。これらの情報機関の活動については，個人情報保護委員会又はこれとは別個に独
立した専門の第三者機関が，職権で，特定秘密や情報機関の集めた情報，デジタル庁が
共通仕様化した情報等の中身までもチェックし，これに対し是正の勧告・命令ができる
制度が必要である。

３　なお，2016年５月５日に発効したEU捜査機関データ保護指令41条は，捜査や犯罪予防，
諜報などの活動を行う機関について，同指令の遵守を監督する一つ以上の独立した公的
機関を設置するよう義務付けており，その公的機関については，GDPR（欧州一般デー
タ保護規則）に基づいて設立されるデータ保護機関でも，別途独立した機関でもよいと
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されている。
４　日本においては，第三者機関による監督が制度化されていない情報機関が多く，あっ

ても実効性に欠けているため，国際的なプライバシー保護水準に到達していない。それ
ゆえ，マイナンバー制度を始めとする情報システムに関するプライバシーリスク防止の
観点からも，情報機関の活動に対する個人情報保護委員会，又はこれとは別個に独立し
た専門の第三者機関による実効的な監視・監督システムが必要である。個人情報保護委
員会を強化するということであれば，第４編第２章で述べるとおり，個人情報保護委員
会の組織を，少なくとも公正取引委員会並みに，常時800名程度の職員と各地方事務所
を有する組織に拡大強化することが必要である。

第４節　公権力による網羅的なデータ収集による監視行為を禁止する必要性
上述したように，デジタル社会の進展と情報処理技術の進展があいまって，デジタルプ

ラットフォーマーは，位置情報や行動性向などに関する様々な個人情報を大量に名寄せ・
突合した上，包括的な人物像の把握（プロファイリング）を行うことができるようになっ
ている。また，国などの行政機関も，デジタル化により，その保有する個人情報を連携さ
せることが非常に容易になってきている。

このような社会において，公権力がその保有する個人データを利用してプロファイリン
グを行ったり，又は，デジタルプラットフォーマーが収集した個人データを入手してプロ
ファイリングを行ったりすること，いわば「データ監視国家」化することは，技術的には
十分可能な状況となっている。

世界的に見れば，中国の ｢データ監視｣ は有名であるが，例えば，米国においても，警
察がグーグル等に対して，その保有する利用者の位置情報の中から，犯罪現場付近にいた
利用者全員の個人情報を，事後的に「地引網」的に一括請求する捜査手法（ジオフェンス
令状75）が多用されるようになっている。しかし，このような捜査手法は，市民のプライ
バシーや移動の自由等を侵害し，市民社会を萎縮させるものであって許されず，禁止され
なければならない。

また，国や行政がプラットフォーム化することにより，「監視国家化」のインフラは，
ますます整うことになる。例えば，上述したマイナンバーカードの顔写真データと防犯（監
視）カメラ網が連動すれば，中国のような監視体制をとることは容易である。また，行政
が保有する膨大な個人情報の中から，いくつかの条件を付けてフィルターをかければ，一
定の特性を有する国民を，例えば ｢テロリスト予備軍｣ としてピックアップすることも可
能となるであろう。

しかし，このような個人情報の利用は，情報の利用に関する個人の予測可能性をなくす
ことになり，個人のプライバシーや自由を著しく侵害するものであって許されない。

したがって，政府や行政機関は，必要不可欠な行政目的の達成のために必要不可欠な手

75 GPSやWi-Fiなどの位置データを使って，仮想的なフェンス（柵）を作る仕組みが，ジオフェンシング
（Geofencing）。利用者がこのフェンスで囲まれた領域に入った（出た）ことを判定し，店舗情報やクーポ
ンを送ったりするために，商業利用されている。犯罪現場付近をジオフェンシングすれば，その領域にい
た利用者全員を捕捉できることになる。　
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段でない限り，顔認証データ等の個人情報を収集したり，利用したりすべきではない。例
えば，国はマイナンバーカードに対する健康保険証機能の付与を進めており，将来的には
現行の紙製の健康保険証を廃止する予定であるとしているが，それではマイナンバーカー
ドの取得，すなわち顔写真データ提供が事実上強制される結果となる。日弁連は，このよ
うな顔認証データの強制取得に強く反対している76。

このような監視国家化を防ぐためには，法律により，個人情報の収集利用目的を厳格に
規定するとともに，政府においても，説明責任の履行と行政の透明化を一層強化すること
が求められる。市民の側では，情報公開請求権と個人情報開示請求権の絶え間なき行使が
求められる。また，行政の説明責任の履行と透明化の一層強化のためにこそ，第６編で紹
介されるような，民主主義の強化につながるようなデジタル化が目指されなければならな
い。

76 日弁連「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」（2021年９月16日）
 （https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/210916.html）
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第６章　デジタル改革が個人番号制度を前提としており，利用分野を更
に拡大していることについて

第１節　利用拡大の一途をたどる個人番号制度
個人番号制度は，当初は社会保障・税・災害対策分野３分野を利用範囲として運用開始

された（ただし，「刑事事件の捜査」等，相当広範な例外が存する。）が，番号法の附則に，
法律の施行後３年をめどとして，個人番号の提供範囲の拡大，特定個人情報以外の情報提
供への情報提供ネットワークシステムの活用等を検討する旨が定められていた。

その後，2019 年５月，戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第17号）が成立し，
番号法に基づく情報連携の対象に戸籍に関する情報が追加され，2024年３月以降，戸籍情
報の個人番号制度における情報連携が可能となるとされている（本編第１章第２節末尾の
図「マイナンバー制度導入後のロードマップ（案）」参照）。

さらに，2021年１月25日，政府は，新型コロナワクチンの接種状況を把握するためとし
て，個人番号とひも付けたシステムの構築に乗り出すと公表し，同年４月中旬頃からワク
チン接種記録システム（VRS：Vaccination Record System）の運用を開始した。

2021年５月19日に公布されたデジタル改革関連法では，①医師免許等の国家資格に関す
る事務への個人番号の利用，②公金受取口座を個人番号とともに登録する制度の創設，③
預金口座への個人番号の付番等が定められた（本章第１章第２節末尾の図「マイナンバー
制度利活用推進ロードマップ（案）」参照）。

そして，2021年12月24日に政府が閣議決定した「デジタル社会の形成に関する重点計画・
情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画」は，個人番号（マイナンバー）制
度を個人のID・認証基盤と位置付け，個人番号制度をデジタル社会における社会基盤と
して利用することにより，「行政の効率化，国民の利便性の向上，公平・公正な社会を実
現する」ことを目指すとして，「マイナンバーの利用の拡大を図るとともに，継続的な発
展に向けて，マイナンバーカードによる認証を利用した行政サービスを民間が後押しする
ための仕掛け，つまりはライフイベントにおいて，行政サービスと民間事業者のビジネス
の恩恵を，国民一人ひとりが官民システムの連携を通じて享受できる社会の実現を目指す」
としている。

ついに政府は，個人番号制度について，社会保障・税・災害の３分野に限定するとの方
針を転換した。2025年度までに，この３分野以外の手続にも個人番号を利用できるように
することを目指している。

個人番号は，現在の３分野で利用されるだけでも，非常に広範で機微な個人情報とひも
付けられている。本編第１章第２節で前述したように，これが更に広範な分野で共通番号

（統一番号）化した場合，個人番号をキーとして名寄せすれば，あらゆる個人情報が，漏
れなく・確実に名寄せ・突合（データマッチング）できることになり，このことが悪用さ
れると容易にプロファイリングできるようになる。実際に，米国では，社会保障番号（SSN）
が幅広い行政分野及び民間分野で広く利用されることになった結果，SSNを用いた不正な
名寄せや，名寄せされた個人情報の販売が行われており，社会問題となっている。不正な
名寄せや名寄せされた個人情報の売買は，漏えいした情報をもとになされるが，日本でも
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個人情報の漏えい・紛失事故は，上場企業とその子会社120社が2021年に公表した分に限っ
ても，事故件数137件，漏えいした個人情報574万9773人分に達している。2012年から2021
年までの累計事故件数は925件，漏えい・紛失した可能性のある個人情報は累計１億1979
万人分と，ほぼ日本の人口に匹敵するという（東京商工リサーチ発表77による）。個人番
号の利用拡大により名寄せできる個人情報が増えると，個人のプライバシーや人格権を侵
害するおそれが非常に高くなる。

しかし，以下に詳述するように，政府は急速に個人番号と個人情報のひも付けの範囲を
拡大している。

第２節　新たに個人番号とのひも付けが開始された事務と，今後予定される事務
第１　個人番号とのひも付けが開始された事務～ワクチン接種記録システム（VRS）

各市町村においては，従前から予防接種台帳が整備されており（予防接種法施行令６条
の２），2018年度時点で，95％以上の自治体が電子データで予防接種記録を保有していた。
このように，予防接種記録についてはマイナンバー制度導入前から既に電子化が行われて
いた。

それにもかかわらず，国は，新型コロナウイルスワクチンの接種記録について，従前の
予防接種記録システムとは別個に，新たなワクチン接種記録システム（VRS）を国が提供
するクラウドに構築し，全自治体に対して，参加するよう強く求めた。

VRSは，番号法の例外規定（19条16号「人の生命，身体又は財産の保護のために必要が
ある場合において・・・本人の同意を得ることが困難であるとき」）を初めて適用して個
人番号を利用したものである。

情報連携ネットワークシステムを使わずに特定個人情報のやり取りをすることとしたた
めに，情報連携ネットワークシステムについてのシステム上の安全措置が一切当てはまら
ない。接種情報も一元管理されるため，情報を一元管理せず，分散管理で安全が図られて
いるとの従前の国の主張も当てはまらない。

すなわち，VRSでは，同じクラウド基盤で，全国の自治体が個人番号を含む個人情報（特
定個人情報）を管理することになり，これは一元管理にほかならない。また，情報提供ネッ
トワークシステムを使用しないために，機関別符号を用いた情報連携は実施されず，個人
番号そのもので照会することになる。

VRSの構築によりクラウド基盤上に全国民の情報が集められると，サイバー攻撃のター
ゲットとされる危険性が高まる。全国の自治体の中に，予算や技術不足によりセキュリティ
対策が不十分な自治体があると，その自治体のシステムに不正侵入され，そこからVRSに
アクセスされて，全国民の情報がまるごと盗まれる危険が現実味を帯びてくる。

したがって，VRSは極めて危険性の高いシステムであると言わざるを得ない。

77 東京商工リサーチウェブページ（https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210117_01.html）
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第２　今後，ひも付けが予定されている事務
１　公金受取口座の登録・利用

⑴　公金受取口座登録制度とは，年金や児童手当などの給付金等を受け取るための預貯
金口座を，受給者があらかじめ国に登録する制度である（デジタル改革関連法の一つ
である「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律」）。預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国（デジタル庁）に登録
しておくことにより，今後の緊急時の給付金等の申請において，申請書への口座情報
の記載や通帳の写し等の添付，行政機関における口座情報の確認作業等が不要になる
という。

登録した口座情報は，緊急時の給付金のほか，年金，児童手当，所得税の還付金等，
幅広い給付金等の支給事務に利用される。

⑵　しかし，以下のような問題がある。
①　年金・児童手当の振込先情報は各自治体が既に把握している。所得税の還付金の

振込先についても，確定申告書に記載する等によりあらかじめ国税庁に登録されて
いる。

②　2020年，新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として，全住民に特別定額給付
金10万円が支給されることとなったが，その際，申請及び給付は原則として世帯主
のみとされたことから，DV・虐待や後見開始等の事情のために給付金の受取が困
難となった住民が発生した。

　　現代社会においては様々な世帯，家族実態があることを前提に事務運営を進化さ
せていく必要があるのであり，そもそも，個人単位の個人番号制度を利用すること
には困難がある。国は，無理やり個人番号制度の利活用拡大を図って，同制度と結
び付けたシステムを導入することを検討する以前に，世帯単位での社会保障といっ
た従前の給付行政事務の在り方自体を見直すべきである。

③　さらに，特別定額給付金のような政策が今後数十年のうちに行われることがある
か全く不明である。仮に10年後に大災害等があった際の緊急経済対策として特別定
額給付金が国民に支給されることになったとして，かつて公金受取口座登録制度に
登録した口座情報がそのまま利用できる住民はどのくらいいるのかも分からない。
年金や児童手当等の給付金を受領していない多数の住民が，口座情報に変化がある
都度，公金受取口座の登録情報を自ら変更してくれることは期待できない。そもそ
も，給付金は本人の申請に基づき給付される前提であるから，申請時に確認をすれ
ば済むことであり，あらかじめ登録を求める必要性も乏しい。

　　公金受取口座登録制度が今後，必要かつ有用な制度になるとは考え難い。
２　各種免許・国家資格等のデジタル化

⑴　個人番号（マイナンバー）を活用した情報連携の拡大として，国は，国家資格関係
事務における個人番号の利用及び情報連携の拡大，具体的には，32の資格について，
個人番号利用事務に指定することにより住基システム・戸籍システムとの連携を行う
こととし，「国家資格等情報連携・活用システム（仮称）」によるデジタル化の検討を
行い，2024年度のサービス開始を目指すとしている。
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この32資格とは，①医師，②歯科医師，③薬剤師，④看護師，⑤准看護士，⑥保健
師，⑦助産師，⑧理学療法士，⑨作業療法士，⑩視能訓練士，⑪義肢装具士，⑫言語
聴覚士，⑬臨床検査技師，⑭臨床工学技士，⑮診療放射線技師，⑯歯科衛生士，⑰歯
科技工士，⑱あん摩マッサージ指圧師，⑲はり師，⑳きゅう師，㉑柔道整復師，㉒救
急救命士，㉓介護福祉士，㉔社会福祉士，㉕精神保健福祉士，㉖公認心理師，㉗管理
栄養士，㉘栄養士，㉙保育士，㉚介護支援専門員，㉛社会保険労務士，㉜税理士であ
る。

その改正の背景は，「各省庁が所管する各種免許・国家資格等の管理は，必ずしも
デジタル化が進んでおらず，資格者の各種届出等が徹底されていない場合もある。ま
た，対面や郵送での手続が必要となることや，紙ベースの処理が行われていること等，
資格者の資格証明，行政機関等の資格確認の負担も少なくない」とされ，「デジタル化」
の効果は，「情報連携による戸籍関係情報等の提供や住基システムを通じた氏名・住
所等の提供により，①添付書類の省略等の手続きの簡素化，②登録情報の正確性の確
保・最新化を実現」することにあり，「改正の効果」として，①各種届時に求められ
ていた，戸籍抄（謄）本の写しの添付を省略，②マイナポータルを活用した，資格保
有者から第三者への資格保有の証明及び就業支援情報の提供等，③遺族からの死亡届
を不要とし，資格管理者が職権で登録の抹消を行うことにより，登録原簿の正確性を
確保すること，を挙げている。

⑵　しかし，これらの「デジタル化」は，利便性の向上の効果すら低いものである。
上述の各資格者について，「国家資格等情報連携・活用システム（仮称）」を構築し，

各資格者が死亡した場合に死亡届等から死亡の事実をすぐに把握できるようにして，
生存者のみの正確な資格者名簿にしておくことに，大きな社会的ニーズがあるとは思
われず，高額な費用をかけて同システムを構築する必要性・合理性はとても認められ
ない。

３　戸籍への個人番号付番
⑴　2019 年５月，戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第17号）により，番号

法に基づく情報連携の対象に戸籍に関する情報が追加された。これにより，2024年３
月以降，戸籍情報のマイナンバー制度における情報連携が可能となり，番号法に規定
される事務を所管する各府省庁は，確認すべき事項に係る情報を入手でき次第，戸籍
謄本等の提出を不要化することが予定されている。

⑵　しかし，国の委託調査研究として実施された戸籍制度に関する国民の意識調査によ
ると，戸籍謄本等の交付請求をした目的として最も多かったのは旅券申請のためであ
り，次いで婚姻届などの戸籍上の届出，３番目が年金や社会保障給付金受給に関する
手続のためであったという。どの手続も，年に一度どころか，５年，10年に一度ある
かどうかの手続である。このような手続に個人番号を利用することで戸籍謄本の添付
を省略できるようになったとしても，日常的に便利になったと国民が実感することは
ないであろうし，行政事務が効率化するとも思えない。

また，当然ながら，個人番号が付番されるのは付番当時に生存している日本国民だ
けで，それ以前に死亡した個人には付番されない。したがって，今後80年以上が経過
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して，死亡者が全員，生前に個人番号が付番されていたという時代が到来した後であ
ればともかく，少なくとも今後数十年の間については，相続手続に当たって相続人の
範囲確認のために取得する除籍謄本や改製原戸籍に個人番号が付されていても，相続
人の範囲を漏れなく確定することは困難である。

結局，個人番号と戸籍情報をひも付け，戸籍システムを整備することに莫大な費用
をかける意味はないに等しく，費用対効果の観点から見て税金の無駄遣いと言わざる
を得ない。

第３節　マイナンバーカードと電子証明書，マイキープラットフォーム
第１　マイキープラットフォーム

本編第１章第２節第７で述べたように，個人番号（マイナンバー）カードに搭載されて
いる電子証明書の発行番号は，個人番号と同等の個人識別符号となり得る。同カードを健
康保険証として利用する際も，発行番号を用いた資格確認が行われる。今後，民間事業者
が構築する，発行番号と民間IDとをひも付けたデータベースに，個人が個人番号カード
を使用した履歴が蓄積されていくことも考えられる。このようなデータベースに相当する
ものを，国自身が構築しているのが，マイキープラットフォームである。
「マイキープラットフォーム及び自治体ポイント管理クラウド利用規約」２条２号は，「マ

イキープラットフォームとは，マイナンバーカードのマイキー部分（ICチップの空き領
域と公的個人認証の部分）を利用して，マイナンバーカードを各種サービスを呼び出す共
通の手段とするための共通情報基盤のことをいいます」と規定する。

このようなマイキープラットフォームには，番号法やその他の法令上の根拠はなく，規
制も存在しないため，個人番号カードの活用策の一つとして，様々な利用者カードを個人
番号カード１枚に統合化したり，種々のポイントを一元管理等したりすることを可能とす
る，国（総務省）が実施する事業となる。

第２　マイキープラットフォームの内容
１　マイキープラットフォームを利用するには，マイキーIDというIDを発行する必要が

あり，このIDの発行には，個人番号カードの利用者証明用電子証明書が利用される。
２　下図の「マイキープラットフォーム」という部分を見るならば，マイキープラット

フォームにおいて，情報が一元管理される仕組みが視覚的に示されている。マイキープ
ラットフォームにおいて，マイキーIDと，利用者証明用電子証明書の発行番号，署名
用電子証明書の発行番号，個別の事業者等のIDが一元的に管理されることになる。
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(出典)　総務省「マイキープラットフォーム構想の推進について（未定稿）」（2018年４月９日）

　　この一元管理に同表の「JPKI」（公的個人認証）が利用される。マイキーID設定時に
利用者証明用電子証明書が利用され，利用者証明用電子証明書が再発行された場合も，
自動的にマイキーIDとひも付けられることになるのである。

３　マイキープラットフォームで管理される情報，IDには，図書館やスポーツ施設など
の各種公共施設の利用に係るID情報等があるほか，現在国が強力に申込みを誘引して
いるマイナポイントも，マイキープラットフォームを利用している（個人番号カードの
取得者に最大5,000円，カードと健康保険証を一体化した者に7,500円，公金受取口座の
登録をした者に7,500円分のポイントを付与するもの。マイナポイントの申請には，マ
イキーIDの作成が必要となる。）。

　　また，自治体ポイントについてはマイキープラットフォームとは別に自治体ポイント
管理クラウドという情報基盤が設置されるが，同クラウドの情報もマイキーIDで管理
される。したがって，自治体ポイントに変換されるクレジットカードや，航空会社，携
帯電話会社等のポイントもマイキーIDとひも付けられることになる。

第３　マイキープラットフォームにおける情報連携の危険性
以上のように，マイキープラットフォームにおける情報連携は，番号法の規制の及ばな

い情報連携を国自らが行っているというものである。マイキープラットフォームに個人の
様々な情報が集約されることになれば，本人の意図しないところで情報が利用され，プロ
ファイリング等される危険が生じることになる。
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第４節　小括～個人番号制度を土台としたデジタル化は見直されるべきである
以上のように，個人番号の利用拡大のために国が打ち出した政策は，国民の個人情報を

一元化して危険にさらしたり，必要性が乏しかったり，制度の有用性に疑問があったりと，
いずれも無理やり，国が「デジタル化」の基本政策と考えている個人番号制度と結び付け
ようとしているとしか考えられないものばかりである。

そもそも，個人番号制度のシステムは，「行政手続において行政機関が必要とする場合
には，個人情報を提供することは当然」との発想に基づき，全員参加で，提供される個人
情報の範囲も行政機関が決めることを前提に設計されている。このような制度を土台とし
てデジタル化を進めようとすると，全住民は，個人情報を提供するかしないか，どの範囲
の個人情報を提供するかを選ぶ余地もなく，各分野の個人情報と個人番号とをひも付けら
れてしまう。

本編第３章第１節で述べたように，現在，個人情報を取り扱うシステム構築については，
設計段階からプライバシー保護を考慮するアプローチであるプライバシー・バイ・デザイ
ンの考え方を採用するのが世界のすう勢であり，政府機関・民間企業においても相次いで
採用されている。ユーザーのプライバシーを確保し，個人の自己情報に対するコントロー
ルを達成するための基本原則として，実際にプライバシー侵害の問題が発生する前の段階
で，事前に発生し得る問題を予測して対策を導入することや，システムの初期設定にあら
かじめ個人情報を保護する施策を組み込むこと等が目指されている。日本でも，総務省及
び経済産業省は，民間企業に対しては，パーソナルデータの利活用においてプライバシー
への配慮はますます重要であるとして，プライバシー・バイ・デザインによる仕組みの構
築及び見直しを推奨している（総務省・経済産業省「DX時代における企業のプライバシー
ガバナンスガイドブック」（2021年７月））。

よって，個人番号制度のように全住民の個人情報を取り扱うシステムこそ，プライバ
シー・バイ・デザインの考え方に基づいて設計されるべきであるが，現行のシステムは個
人の意思にかかわらず全員に個人番号が付番されて個人情報が管理され，提供される個人
情報の範囲を個人で決めることもできず，国民のプライバシー権・自己情報コントロール
権に対する考慮がないに等しい。

このような個人番号制度のシステム設計はプライバシー・バイ・デザインの考え方を全
く無視するものであり，このシステムを前提としたデジタル化は全面的に見直されるべき
である。
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第７章　医療分野におけるデジタル化　PHRについて

はじめに
日本におけるデジタル化政策において，重点が置かれている分野の一つとして，健康・

医療・介護分野が挙げられており，その中心施策がPHR（personal health record）の実
現である。PHRは「生まれてから学校，職場など生涯にわたる個人の健康等情報を，マ
イナポータル等を用いて電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組み」だと
されている（「経済財政運営と改革の基本方針 2020～危機の克服，そして新しい未来へ～」
16頁脚注32（2020年７月17日））。

以下，同施策の概要と問題点について述べる。

第１節　政府のPHR施策～目的及び検討状況
第１　検討会の設置

政府は，2019年９月11日，「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」を
設置した。これは，従前より政府の政策に基づいて，PHR実現に向けて進めてきた環境
整備のため，厚生労働省によって設置された医療等分野情報連携基盤検討会の第３回会議
において，同検討会を設置し包括的な検討をすることとされたことを受けたものである。

同検討会の開催要綱には，その目的として，「急激な少子高齢化，人口減少が進む我が
国にあって，更なる健康寿命の延伸に向けた取組を進めることが重要である。そのための
仕組みの一つとして，世界的には，個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記
録として本人や家族が正確に把握するための仕組みであるpersonal health record（PHR）
の考え方が広まっている。我が国では，2020 年度から特定健診，乳幼児健診等，2021 年
度から薬剤情報について，マイナポータルにより提供することとされており，これらを通
じて，予防，健康づくりの推進等が期待されている」と記載されている。

第２　経済財政の運営と基本方針2019における方針
「経済財政と運営の基本方針 2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」（2019

年６月21日閣議決定）においては，「生まれてから学校，職場など生涯にわたる健診・検
診情報の予防等への分析・活用を進めるため，マイナポータルを活用するPHRとの関係
も含めて対応を整理し，健診・検診情報を 2022 年度を目途に標準化された形でデジタル
化し蓄積する方策をも含め，2020 年夏までに工程化する」と掲げられた。その上で，「今
後は他の健康・医療等情報等も含めたPHRの活用も期待される。このため，既に進んで
いる事業の状況も踏まえつつ，我が国のPHRについての目的や方向性を明確にした上で，
自身の健康に関する情報について電子データ等の形での円滑な提供や適切な管理，効果的
な利活用が可能となる環境を整備していくため，関係省庁や省内関係部局との連携の下，

『国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会』を開催し，必要な検討を行う。」
とされた。
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第３　関係省庁の意見
前述の基本方針に記載された「関係省庁や省内関係部局との連携の下」に関連して，第

１回検討会において，文部科学省，総務省及び経済産業省から資料が提出された。
①文部科学省は，「児童生徒等の健康診断情報の利活用について」と題する資料において，

学校における健診情報の電子化を一層進め，自治体の実施する他の健診情報との連携につ
いて，PHR検討会と連携し検討を進めることを挙げた。②総務省は，クラウドやモバイ
ル（スマートフォン）の普及とあいまって，PHRサービスモデル等の構築及び同サービ
スの普及発展に向けてのルール作りを推進するべきとした。③経済産業省は，「ヘルスケ
アIT分野への民間投資活性化に向けて」と題する資料において，民間投資の活性化により，
医療の質を高めるイノベーションを実現するべきとした。④内閣府大臣官房番号制度担当
室は，「マイナポータルで実現されるサービス」と題する資料において，2017年７月から
運用が開始されたマイナポータルに関して，行政機関等が保有する自己情報を確認できる
サービスに加えて，自己情報の提供まで行えるようにし，自己情報取得API78として機能
を拡充する予定であるとした。

第４　取りまとめに示されたPHRの利用目的及び工程表
以上のように，各担当部署が幅広く連携することで，PHRの推進に向けて，国として

の一定の方向性を示すことが目指された。
2019年11月20日，第２回検討会において，PHRの推進に関する基本指針検討作業班が

作成した「国民・患者視点に立ったPHRの内容の検討における留意事項～健診（検診）
情報等を中心としたPHRの整備について（案）」が提出され，若干の追記等の後，2020年
２月６日開催の第３回検討会において，「国民・患者視点に立ったPHRの検討における留
意事項～PHRにおける健診（検診）情報等の取扱いについて～」が取りまとめられた。

同留意事項においては，PHRの利用目的として，①個人の日常生活習慣の改善等の健
康的な行動の醸成，②診療時等に医療従事者等が当該保健医療情報を活用することによる，
効果的・効率的な医療等の提供，③公衆衛生施策や保健事業の実効性の向上，災害等の緊
急時での利用，④保健医療分野の研究への二次利用などが想定された。

そして，基本的な考え方として，まずは，①の個人の日常生活習慣の改善等の健康的な
行動の醸成のための利用を想定して，健診情報等を活用できるよう整備するとされ，それ
以外については，2020年夏までに工程表を作成するとされた。その後，実際に，厚生労働
省のデータヘルス改革推進本部において，2021年６月４日「データヘルス改革に関する工
程表」が策定されている。

78 APIとは，アプリケーション・プログラミング・インターフェースの略であり，マイナポータルのAPI提
供とは，外部のWEBサービスのシステムからマイナポータルにアクセスしてその機能を活用できるように
必要な仕様等を作成し，一定の要件の下で公開するもの。
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（出典）厚生労働省　データヘルス改革推進本部（2021年６月４日）
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前記工程表の「自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備」の項目においては，健
診・検診情報（乳幼児健診・妊婦健診，特定健診，事業主健診，自治体健診，学校検診，
予防接種等），レセプト・処方箋情報（薬剤情報，電子処方箋情報，医療機関名等，手術・
透析情報等，医学管理等情報），医療的ケア児等の医療情報，電子カルテ・介護情報等（検
査結果情報・アレルギー情報，告知済傷病名，画像情報，介護情報）について，既にマイ
ナポータルで閲覧可能なものに加え，今後閲覧が可能となる時期等が記載されている。

第２節　EHR等との関係及び課題
第１　EHR等

EHR（Electronic Health Record）とは，生涯にわたる個人の健康や医療情報等を電子
的に記録した上で，ネットワークの活用によって管理する電子健康記録であり，地域医療
情報連携基盤とも呼ばれている。

EHRは，個々の病院や診療所が治療等のために，内部で作成し使用する，いわゆる電
子カルテと呼ばれるEMR（Electronic Medical Record）とは異なり，情報が継続的に蓄
積され，外部の医療機関や健康機関との情報連携が目的とされているものである。日本に
おいては，地域医療介護総合確保基金及び地域医療再生基金（以下，合わせて「基金等」
という。）を活用して，2011年頃から増え始め，2019年度の調査段階では，構築された地
域医療情報連携ネットワークが全国で218存在する79（しかしながら，補助金に依存し自主
財源を確保できず，事業の継続そのものが困難となるなど，その後の普及が進んでいな
い。）。

第２　PHRとの違い
EHRに対して，PHRは，前述したとおり，個人が主体となってネットワークを利用して，

自らデータを管理する仕組みである。すなわち，EHRが地域の医療機関同士によるネッ
トワークによって患者の診療上で必要な情報（患者の基本情報や検査データ及び画像デー
タ等）を電子的に共有するのに対し，PHRは，患者個人が自身の医療情報等を，自ら他
の医療機関へ提供することで，共有される結果となる。

第３　EHR等の課題
政府によって，2022年６月７日に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が策定され，

医療現場でのDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速する基盤となる全国医療
情報プラットフォームの創設に取り組むことが明らかにされた。このプラットフォームは，
オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し，レセプト・特定健診等情報に加
え，予防接種，電子処方箋等，自治体健診情報，電子カルテ等の医療（介護を含む）全般
にわたる情報について共有・交換できる全国的なものである。

このように，政府は積極的に全国的規模のEHRの整備を目指しているものと考えられ

79 地域医療情報連携ネットワークの現状について（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000683765.
pdf）
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るが，前記のとおり，①EHRには多額の財源も必要になり，また，個人情報の保護に関
して解決されなければならない問題も多い。また，②電子カルテ（EMR）の規格の標準
化作業も必須となるが，技術の推進に合わせるとなると，統一されたカルテや画一的な製
品は現実的ではない。さらに，③PHR等を推進する制度自体が構築されたとしても，利
用者が自身の健診情報等を閲覧しただけでは，個人の健康増進や行動変容の促進に直接つ
ながるわけではなく，情報の具体的活用法の普及や啓発が重要となる。④医療や健康分野
等のネットワーク化においては，遠隔医療（患者が直接病院等へ訪問しなくても，診察等
の医療サービスを受ける制度）も挙げられるが，技術的な面や器機の導入の必要性，医師
との対面での診察でないことから生じるコミュニケーション不足による誤診のおそれや患
者の安心感不足，医療費の支払方法など解決しなければならない点は多い。

したがって，国民に身近な，民間事業者が提供するアプリの利用など，可能な範囲から
実施し実績を示すことが，国民の理解を得られやすく，安心感を増幅させると考えられる。
そのため，必ずしも政府主導で完成形のプラットフォームを目指すのではなく，一部の自
治体や地域，民間において既に存在するEHRを利用し，そこに特に必要な情報（例えば，
子どもの命に関わるアレルギー情報など）をPHRで補うという形で医療連携ないし医療
情報等の共有を試みることが，効率性及び実効性の観点から重要である。

海外の例として，カナダにおいては，州ごとに異なった内容で進められており，最も
EHRの整備が進んでいるとされるアルバータ州においては，アルバータヘルスサービス
という保険機関がEHRへの全てのアクセスをログに記録して監視し，市民は監査された
ログを得ることができる。また，医師であっても限られた者だけがEHRにアクセスでき
るなど，プライバシー保護が厳重になされている80。

第３節　民間PHR事業者サービスについて
国民が効果的に保健医療情報を活用できる環境を整備するためには，公的に最低限の利

用環境を整備するとともに，民間PHR事業者の活力を用いることが必要不可欠であると
されている（第４回健康・医療・介護情報利活用検討会，第３回医療等情報利活用WG及
び第２回健診等情報利活用WGに提出された本体資料６「自身の保健医療情報を活用でき
る仕組みの拡大について」３頁（2020年10月21日））。現在，民間PHR事業者によって，
体重，血圧等のバイタルに関わる情報を用いて，個人の健康維持や生活改善の支援を始め
とした多種多様なサービスが提供されている。

この点に関して，2020年１月15日，「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検
討会　民間利活用作業班」が立ち上げられ，2021年４月23日，総務省，厚生労働省及び経
済産業省から同時に，「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」
及び「民間利活用作業班報告書」が取りまとめられ公表された。基本的指針においては，
健診等情報を扱うPHRサービスを提供する民間事業者が遵守すべき情報の管理・利活用
に係るルールが示され，報告書においては，PHR事業者間において検討すべき事項等が
取りまとめられている。

80 アルバータ州ウェブページ（https://www.albertanetcare.ca/FAQ.htm）
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もっとも，PHRを活用する民間事業者は必ずしもヘルスケアを扱う事業者とは限らず，
携帯電話を取り扱う事業者や決済サービスを取り扱う事業者など様々な業者からの参入が
予想される。現在，PHRについての業界団体等がない以上，ガイドラインを含めた民間
PHR事業の整備は国がリードして行うことになると考えられている（2021年３月25日付
け・健康・医療・介護情報利活用検討会健診等情報利活用ワーキンググループ民間利活用
作業班（第７回）議事概要）。その場合，民間PHR事業者分野においても，後述するような，
問題点が当てはまることになる。

第４節　個人情報保護及びプライバシー保護の観点からの問題点
PHRによる情報の一元管理によって，患者への二重投薬を防ぐことができたり，これ

までと異なり，転院する度に同じような診察や検査を受けなくて済むようになる可能性が
あり，患者に対する医療の質向上や，医療現場の業務の効率化が実現する可能性も出てく
る。

しかしながら，次のとおり，様々な問題点や，プライバシー上のリスクがある。
第１　セキュリティ

PHRは，生まれてからの生涯にわたる健康・医療情報等が集められる仕組みであり，
政府の公表した前記「データヘルス改革に関する工程表」においては，集められる情報は，
検診情報やレセプト・処方箋情報にとどまらず，電子カルテ等やゲノム解析結果までもが
予定されている。それらの情報は，最も機微性が高いものであることから，第２で述べる
ように，そのような情報のむやみな収集，結合は，それ自体がプライバシー侵害となるし，
仮に情報が漏えいしたときの被害は甚大なものとなり，取り返しがつかない事態を招来す
る。

そのため，堅牢なセキュリティ対策が必要であり，万一にも情報の漏えいはあってはな
らない。

第２　一生涯にわたる健康・医療等情報の蓄積とプライバシーの保護
１　PHRは，一生涯にわたる情報の蓄積を前提としており，長年の情報の蓄積によって，

個人の健康状態の全体像が分かってしまう極めて機微な個人情報の塊である。
　　したがって，そもそも，センシティブ情報である健康・医療等情報を自動的に集積・

結合すること自体が，プライバシー侵害性が高いものであり，その目的の正当性や，そ
れらの情報を収集する必要性について，厳格な審査をする必要性が存する。「国民の健
康づくり」といった抽象的な行政目的のために，個人の一生涯の健康・医療等情報が収
集・保存され続けることは，必要性とプライバシー侵害性のバランスを失していると言
わなければならない。また，仮に一定の健康・医療等情報を収集する必要性が認められ
るとしても，漏えい時のリスクも併せ考慮して，一定期間経過後，一定の内容の情報を
削除する仕組みや，誤った情報の修正等の仕組みについても，慎重に検討される必要が
ある。

２　また，国民の全てが，自身の健康・医療情報等のデータが蓄積されていくことを，必
ずしも積極的に認識するとも限らない。さらに，遺伝的素因が原因となる疾病において
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は，当該個人のみならず，その家族にも関わる情報であると言えるから，当該個人の同
意のみによって情報が蓄積されてしまうと，家族等の情報コントロールが及ばない危険
性もある。

３　遺伝情報を始め，医療情報が企業により積極的に利活用されると，本来加入できたは
ずの保険契約から排除されるなどの不利益を生じるおそれが強い。センシティブ情報の
利活用は，不利益の方が大きいことが類型的に懸念される情報であり，その結合や長期
間の保存は真にやむにやまれぬ不可欠の行政目的が存在し，結合が限定的であり，利用
される機関や範囲が市民によって把握できる状況にない限り，無限定なプロファイリン
グとしてプライバシー侵害の違法となると考えるべきである。

４　日本においては，個人情報保護法による一般的な規制を除けば，遺伝情報に基づく差
別等を具体的に禁止する法令が存在していない。2022年４月６日，日本医学会及び日本
医師会においても，「我が国の社会環境の整備としては，個人情報の取得や第三者提供
に本人同意の取得を求めるという個人情報保護法による対応のみに留まっており，不当
な差別や社会的不利益の防止については，法律あるいは自主ルールのいずれの形でも定
められていません。我が国では，国民皆保険の制度が整備され，公的健康保険の加入に
際して，遺伝情報・ゲノム情報の提示を求められることはありません。しかし，いわゆ
るがん保険や死亡保険等の，民間保険の引受・支払実務における遺伝情報・ゲノム情報
の取り扱いに関するルールは不明瞭な状況にあり，業界の自主規制の検討状況を待って
いる状況にあります。」との共同声明が出されている。

　　医療に関する個人情報は，極めて高度のプライバシー情報であり，情報主体（患者）
による自己情報のコントロールや情報の第三者利用についても一般的な個人情報とは格
別の考慮を必要とするものであるから，医療情報に関する個人情報保護の個別法の制定
が求められる。日本においては，次世代医療基盤法が制定されたり，デジタル田園健康
特区（仮称）を指定し，健康医療情報の自治体を超えたデータ連携を推進し，PHRを
介して一元管理を図る医療版情報銀行制度が構築されるなど，医療情報の利活用を図る
法整備等には積極的であるにもかかわらず，プライバシー保護についての検討は不十分
であると言わざるを得ない。医療情報の取扱いにおいては，同情報がセンシティブ情報
であり，まず，原則収集禁止であることが確認されなければならない。少なくとも，蓄
積される情報の内容に合った制度設計が必要であるとともに，医療情報プラットフォー
ムにおいては，米国のHIPAA（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）や
HITECH（経済的及び臨床的健全性のために医療情報技術に関する法律），欧州の
GDPR（一般データ保護規則）等を踏まえて，セキュリティ及びプライバシー保護につ
いての，実務的なルールを定める必要がある。

第３　雇用契約上の問題点
PHRの普及によって，個人が自身の保健医療情報を簡単に保有できるようになること

自体にも注意が必要である。例えば，事業者は，労働者の雇入れに際して，健康診断の実
施に代えて，既往歴を含む項目が記載された健康診断結果を提出させることが認められて
いる（労働安全衛生規則43条）。この場合，PHRは一生涯型の検診医療情報が蓄積されて
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いることから，不必要な情報までも，事業者に提供せざるを得なくなってしまうリスクが
ある。

裁判例においても，①労働者の採用時における，本人の同意を得ないHIV抗体検査は，
プライバシー侵害に該当し，「実施することに客観的かつ合理的な必要性が認められ，かつ，
検査を受ける者本人の承諾がある場合に限り，正当な行為として違法性が阻却される」と
判断した東京地判2003（平成15）年５月28日（判タ1136号・114頁）や，②雇用主が，労
働者に無断でHIV抗体検査を医療機関に依頼した事案において，検査結果を取得する行為
などは，労働者のプライバシーを不当に侵害すると判示したことに加え，「HIV抗体検査
を実施する医療機関においては，たとえ事業主からの依頼があったとしても，本人の同意
を確認した上でなければHIV抗体検査を行ってはならず，また，検査結果についても秘密
を保持すべき義務を負っているものというべきであり，これに反して，本人の承諾を得な
いままHIV抗体検査を行ったり，本人以外の者にその検査結果を知らせたりすることは，
当該本人のプライバシーを侵害する違法な行為である」と判断した千葉地判2000（平成
12）年６月12日（労働判例785号・10頁），③病院に勤務する看護師が，別の病院でHIV陽
性であると診断された旨の情報を，同病院の医師によって勤務先の病院に伝達され，さら
に勤務先の病院内でも職員によって，院内感染防止を目的として情報共有されたという事
案において，「被控訴人が従業員であっても，本件情報が被控訴人の患者としての情報で
あることには変わりないから，それを被控訴人の治療内容等の決定，その実施のための控
訴人(ﾏﾏ)病院の体制整備等という患者等の情報としての利用目的を超えて，従業員として
の被控訴人の労務管理に利用する場合には，手段として利用する場合であっても，目的外
の利用として被控訴人の同意が必要というべきである」と判示し，個人情報の利用目的と
された診療目的を超えた目的外利用となり，本人の同意を得ないまま同情報を共有したこ
とは，プライバシーを侵害する不法行為に該当すると判断した福岡高判2015（平成27）年
１月29日（判時2251号・57頁）がある。

雇入れの場面に限らず，従業員の処遇や配置転換などにも利用される危険性もある。
なお，前記裁判例③においては，共有された情報は，看護師に勤務を休むよう強いるた

めに利用されている。自己の医療情報等であっても，医師等からの開示を受ける必要があ
る場合と異なり，個人が簡単に保有できる状況になると，雇用関係に限らず，安易に医療
情報の提出を求められる事案は増えるおそれがあり，また，利用者の過失によるデータ漏
えいも生じ得る。

第４　不十分な国民的議論
１　そもそも，民間PHRサービス利用者へのアンケート調査では，生活保護や各種障害者

手帳などの給付状況の情報や，うつ・統合失調症等といった高度のプライバシー情報は
もとより，自分で記録した運動・食事・睡眠等の生活習慣データでさえ50％前後のユー
ザーが「全て連携したくない」と回答する結果となっている（健康・医療・介護情報利
活用検討会・健診等情報利活用ワーキンググループ・民間利活用作業班（第６回）の資
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料３「民間PHRサービス利用者へのアンケート調査結果等」13頁81）。
　　病歴や詳細な健康情報は，一般人の感覚に照らして他人に知られたくない情報として

のプライバシー情報の枠を超え，センシティブ情報に該当するのであり，同意のない情
報の結合は，不可欠な行政目的のために手段としても不可欠である場合にしか許容され
得ない。したがって，抽象的な行政目的しか掲げられていない現状においては，同意の
ないデータベースの作成は許されない。システムを稼働する場合においては，市民が同
意しなくても不利益を受けないことを保障した上，同意するかについて，真に任意に選
択できることが必要である。

　　治療等に必要ではない情報を提供しないようにする仕組みが具体的に構築されていな
い状況では，健康寿命の延伸という抽象的な目的のために，行きすぎた共有化によって
かえって患者の権利・利益を害する事態を招くことが懸念される。

２　上記アンケート調査結果を前提とすると，医師から治療を受ける場面においても，必
ずしも全ての医療情報を開示することが望ましいとは言えない。確かに，治療のために
は，より多くの情報を知った方が方針を立てやすいとは思われるが，例えば，歯科医師
に対して精神疾患の病歴を開示する必要性には疑問が残る。他方で，治療を受ける患者
の立場では，医師への情報開示を拒絶することも困難であると思われる。したがって，
個人が保有する情報の共有範囲の限定に関する制度設計が必要となる。

３　生涯消されることのない受診履歴となることを恐れて，精神科・心療内科あるいは感
染症等の治療を受けることを自己抑制してしまい，市民が生命･健康を害することも強
く懸念される。特に，うつ病での精神科受診の抑制は，自殺者を増やす懸念すらある。
一体，誰のための，何のためのデータの利活用なのか，そのデータの利活用により本当
に市民の幸福が増進されるのか，エビデンスに基づいて，合理的な仕組みの構築（構築
しないことの選択肢も含めて）が検討されるべきである。

第５　カルテ情報との関係
PHRでは，患者にカルテ情報が保有されることになるため，医師等がカルテへの記載

内容を気にしすぎる余り，本来治療に必要な情報等が記載されず，他の医療機関に共有さ
れたとしても情報が不足する可能性さえあり得る。ある団体による医師1526人に対するア
ンケートでは，PHRについて半数の医師が反対していること82，情報漏えいのリスク及び
セキュリティへの懸念が示されたことや，記載されている情報を患者が理解できるか不安
であるといった意見があったことなどが紹介されている。

第６　マイナンバーカード・マイナポータル前提のシステムであることに関する問題点
政府によるPHRの制度設計ばかりが急がれ，国民への理解，普及が不十分な点も問題

である。
すなわち，マイナポータルには，個人番号カード（マイナンバーカード）に搭載される

81 厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/chosakekka.pdf

82 M3.comウェブページ（https://www.m3.com/news/open/iryoishin/614014?category=opinion）
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電子証明書（公的個人認証サービス）を利用してログインする必要があるため，マイナン
バーカードの普及が前提となる。2022年５月１日時点のマイナンバーカードの交付率は
44％にとどまっており，これにスマートフォン等の利用のための端末の普及率も加味する
と，国民全員が利用できる状況とは評価できない。特に高齢者はスマートフォンの利用者
が相対的に少なく，また，利用しているとしても，操作に慣れているとは言い難い。

さらに，マイナポータルで，自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようにするた
めには，マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする必要がある。しかしな
がら，2022年５月15日時点で，マイナンバーカードを保険証として利用することに対応し
ている病院は，わずか19％にとどまっている83。そのためほとんどの利用者は，マイナン
バーカードだけではなく，結局，健康保険証も携帯しなければならないことになり，利便
性に問題が残る。

また，薬剤情報はレセプト情報であるため，マイナポータルで確認できる薬剤情報に反
映されるまでには１～２か月のタイムラグが生じることから，お薬手帳が全く不要とは限
らない。そもそも，番号法17条１項は，個々人が個人番号カードを所持することによる利
便性と危険性を利益衡量して取得するか否かを決めるという申請主義（任意取得の原則）
を採用しており，事実上の強制や一体化する必要性の低い他制度機能の取り込み，行政事
務の簡素化などの本来の制度目的と全く関係のない利益誘導などによって，全国民に個人
番号カードを普及させることを目指すような施策自体に問題がある。

第５節　小括
以上のとおり，医療情報に関するプライバシー保護，差別禁止等の前提的法整備がなさ

れておらず，PHRを含めた健康・医療等情報についての国民的議論も全く不十分な中で，
PHRを含めた医療のデジタル化を拙速に進めるべきではない。

83 第151回社会保障審議会医療保険部会の資料１「オンライン資格確認等システムについて」の資料２頁目
 （https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000942378.pdf）
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第８章　教育のデジタル化について

はじめに
日本におけるデジタル化政策において，重点が置かれている分野の一つが教育分野であ

り，その中心施策がGIGAスクール構想である。
以下，同施策の概要と問題点について述べる。

第１節　GIGAスクール構想（global�and�innovation�gate-way�for�all）
１　2019年にデジタル機器を学習に利用する時間がOECD加盟国の中で最下位であったこ

とから，文部科学省は，「１人１台端末，通信ネットワーク等の学校ICT環境を整備・
活用することで，個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実など教育の質を向上す
る構想」であるGIGAスクール構想を発表した84。

　　GIGAスクールという造語を日本語に意訳すれば「全ての人にとって国際的な革新へ
入口となる学校」ということになる。

２　GIGAスクールを推進しているのは，文部科学省だけではない。内閣府，デジタル庁，
総務省，経済産業省も関与している。

　　GIGAスクールの推進については，経団連の「Society5.0に向けて求められる初等中等
教育改革第一次提言」（2020年７月）85でも触れられているとおり，経済界からの要請も
ある（Society5.0とは，狩猟社会（1.0），農業社会（2.0），工業社会（3.0），情報社会（4.0）
に続く第５段階の新しい社会のことである。）。企業としては，楽天，ソフトバンク，パ
ソナグループ，日本電気，NTTコミュニケーションズ等が関与している。

３　この構想では，①教師は授業中でも一人一人の反応を把握でき，それを踏まえてきめ
細かな指導ができる，②学習履歴が自動的に記録されるので，一人一人の教育ニーズ・
理解度に応じた個別学習や個に応じた指導が可能となるとされている。

　　経済産業省は，「同じ学年の子ども達が同じ教室に同時に集まり，標準的な授業時間
数を一律に履修することを前提とした現在の制度」は，時代遅れであると言い，産学協
同でデジタルコンテンツを作成し，オンライン・ライブラリーで学べばよいと言ってい
る86。

　　経団連は，「同じ学年でも，学習進度の速い児童生徒と遅い児童生徒がいることを踏
まえれば，デジタル教材などを活用して，一人ひとりの児童生徒の理解度に合わせて，
学習ペースの速い子供は到達度に応じて上級学年の内容を学べるようにするとともに，
学習につまずきがあれば，つまずいた下級学年の内容から改めて学べるようにすること
は重要であ」ると述べている（前記第一次提言）。

84 文科省「教育のデジタル化の推進について」（2021年11月17日）

85 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/063_honbun.pdf

86 経済産業省「『未来』の教室ビジョン　未来教室とEdTech研究会第２次提言」（2019年６月）
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第２節　GIGAスクール構想の問題点
第１　デジタル化により子どもたちの個人情報はどうなるかの問題

政府は，マイナンバー制度と学習履歴のひも付けを考えている。理由は，転校するとき
にも学習履歴を切れ目なく利用できるからであるという。

オンライン授業用のアプリと連携されたタブレットは，使えば使うほど生徒個人の学習
データが蓄積されることとなる。子供たちにはIDが付番され，学習履歴，体力履歴，健
康履歴，テスト履歴等がIDとひも付けられて収集・保存される。学習履歴には塾の学習
履歴も含まれる。

データの収集と利活用は，初等中等教育のみならず，高等教育や生涯学習，さらに就学
前教育も見据えたシームレスなものが考えられている87。

(出典)教育データ利活用ロードマップ　2022年１月７日　デジタル庁・総務省・文科省・経産省

これにより，子どもたちは，興味関心，学習到達度，学習履歴がAI解析され，評価等
が管理されることとなる。その履歴が一生涯残るようなことになれば，子どもたちの将来
は，過去の履歴や評価により拘束される可能性が高い。

特に，子ども学校検診情報については，前記第７章の「医療分野におけるデジタル化　
PHR（personal health record）について」に記載したほかに，「医療分野の研究開発に資
するための匿名加工医療情報に関する法律」に基づき，自治体が悉皆的に認定事業者に提
供する例も見られる。

87 デジタル庁・総務省・文科省・経産省「教育データ利活用のロードマップ」（2022年１月７日）
 （https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/0305c503-27f0-4b2c-

b477-156c83fdc852/20220107_news_education_01.pdf）
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健康履歴や学習履歴は，雇用など社会的生活の各場面において差別を招く可能性の高い
極めてセンシティブな個人情報であることを考えれば，このような情報を，紙媒体の管理
では効率的なデータの流通・蓄積ができないといった程度の理由によってデジタル化して
収集することは，違法であると言うべきである。必要不可欠な行政目的が存在し，その達
成の手段としても不可欠でなければ違法となると考えるべきであるところ，そのような目
的は存在しないからである。

その上で，仮に，デジタル化による収集・利用等に一定の合理性・必要性があり許され
る場合が存在し得るとしても，同意を前提とし，かつ範囲や利用目的等を限定することが
必要である。また，その場合に，収集することを子どもたちや保護者が拒むことができ，
拒んでも不利益を被らない制度設計にすることが大前提となる。

いずれにしても，幼児期から高等教育までの履歴をシームレスなデータとして保存し，
分析，利用することは，後記第３節に記載したような制度設計が採られるまでは認められ
るべきではない。

第２　民間IT企業の教育情報の一元管理と利活用の問題
デジタル庁は，行政向けのシステム基盤「ガバメントクラウド」について，最新かつ最

高レベルの情報セキュリティ確保が基準であるとして，アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）
とグーグルの米国２社を選んだ。

また，文部科学省は，デジタル教科書の導入のために登録可能なサービスプロバイダー
として，グーグル，マイクロソフト，アップルを推奨し，今後も対応可能な民間事業者は
増える予定であるという。

教育デジタル化が進むと，このような外国３社を含めた民間IT企業が，子ども・若者
の学力や資質・能力に関する個人情報を一元的に収集・保管する可能性があり，これによ
り，子供たちが一生涯にわたって監視・管理される可能性も生じる。

EUでは，市民のプライバシー情報がデジタルプラットフォーマーによって集積され，
商業利用されている状況に対し，市民の情報自己決定権を守る観点から，デジタルプラッ
トフォーマーに対し，厳格なプライバシー保護のためのルールの遵守を課している。しか
るに，これとは全く真逆に，子ども・若者の将来の進路において差別的に取り扱われる危
険性が類型的に高い情報を，わざわざデジタルプラットフォーマーに提供する仕組みを構
築するというのは，一体誰のため，何のためなのかという根本的な疑問がある。

子どもたちの個人情報が，GAFAや我が国のIT企業に流れてビジネスチャンスに利用
される危険性を考える必要がある。特に，外国の企業であれば，日本法のコントロール下
にないことを考えると，このような利活用は，特に慎重になされなければならない。

第３　子供の学習や人格形成の在り方の問題～デジタル教科書と紙の教科書
１　文科省は，2024年度からデジタル教科書の本格的導入を検討している。GIGAスクー

ル構想を進めていけば，おのずとデジタル化を推進するのであるから，教科書は，紙の
教科書からデジタル教科書に移行していく流れとなるが，それでよいのであろうか。

２　教育で重要なことは，人間が対面で触れあうことである。教室で生まれる教師と生徒
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との一体感は，デジタル化されても出せるだろうか。批判的思考を身に付けるためには，
仲間と対面しながら討論することが必要ではないだろうか。

　　東京大学の酒井邦嘉教授は，デジタル教科書と紙の教科書について，概略，次のよう
に述べている88。

　　デジタル化しても教科書の内容は紙の教科書と同じでないかとの意見には，酒井教授
は次のように反論する。「内容の把握（の仕方）が変わる。デジタル教科書の場合，画
面上の位置が定まらない。スクロールすると位置がかわってしまう。電源を切って画面
を閉じれば実体がなくなってしまう。記憶するには空間的な手がかりが非常に大切だが，
何ページのどこに書き込んだとか，あそこで先生がこう言ったのをこうメモをしたとか
の手がかりが，デジタルではほとんどない。」。

　　現場で痛感していることとして，「簡単にネット検索ができると，確かに便利だが，
考える前に調べてしまう。これは大学生たちを見ていると本当に，何か少し私が話をし
ただけでスマホでの検索が始まっている。自分で考えを咀嚼する前に調べてしまう。考
えるのはバカバカしい。書いてあるモノを探してくればいいんだと。それが学習だと勘
違いしている。」。

　　人間の脳は，「非常に原始的に，記憶するときには沢山のムダな情報を取り込むこと
で自分で関連づけをして，自分なりの知識を確立していく。」「アナログとデジタルのバ
ランスを取りたいという議論が多いが，あえてアンバランスを取らなければいけないと
私は考えます。紙の教科書やノートが主であって，あくまでもデジタルは従。そうしな
いと教育そのものの質が低下していく。」。

３　文部科学省は，2021年度に小５～中３の児童・生徒と教員を対象に，デジタルと紙の
教科書を比べるアンケートをしたところ，「図表や写真が見やすい」の項目では，デジ
タル教科書の方が「情報は集めやすい」「図や写真が見やすい」と肯定的に捉えた子ど
もが，紙の教科書より多かった。しかし，「書き込みやすさ」の項目では，「書き込みや
すい」「自分の学んだことを残しやすい」と感じる割合は，紙の教科書の方が高かった。

　　また，教員は，デジタル教科書を使う頻度が高くなく，５割を越える教員が「使わな
い週もある」と回答した89。

　　このアンケートについて，中央教育審議会分科会ワーキンググループの委員の中には，
「使用したデジタル教科書が，単に紙をPDF化したデジタル教科書なのか，教材を
付随させた形のデジタル教科書であるのかで，かなりの差がでるだろう。デジタル
教科書がどんな教育環境の中でどう使われて，それによってデジタル教科書がどん
な役割を担ったかまで見ていく必要がある」

　との意見を述べる者もいる。
　　デジタル教科書の普及率は，2021年度で３割に達していない。紙の教科書は無料であ

るが，デジタル教科書は有料であることもネックになっているようである。
４　学ぶということは，能動的な行動が伴う必要がある。紙の教科書や新聞を読むことは，

88 東京新聞TOKYOweb2021年６月15日

89 日本経済新聞2022年４月26日
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受け身である液晶画面のタブレットとは違い，自ら読もうとしないと頭に入ってこない
能動的な作業である。紙の教科書や新聞を読むことは，効果的な学びの訓練となると考
えられる。

５　読売新聞が，全国の公立小中学校にアンケートを実施したところ，デジタル教科書へ
の全面移行に懸念を抱く学校が９割近くに上ることが分かった。

　　デジタル教科書に関しては，「電源が入らない」「インターネットにつながらない」な
どのタブレットの不具合の対応に苦慮している学校も多く，経済協力開発機構（OECD）
の分析では，コンピューターの使用頻度が高い学校ほど読解力の成績が低いという結果
が出ている90。デジタル教科書の導入は，活用の範囲や導入した場合のメリット，デメ
リットを慎重に精査する必要がある。

６　グーグル幹部を始め西海岸のテック企業の子どもたちが通う，シリコンバレーで一番
人気がある「ウォルドルフ・スクール・オブ・ザ・ペニンシュラ」では，13歳の前の子
どもたちはテクノロジーに触れさせない。その理由は，デジタル機器利用により，子ど
もの健康な身体，創造性と芸術性，規律と自制の習慣や，柔らかい頭と機敏な精神を十
分に発達させる能力が妨げられるためであるという。

７　なお，教育のデジタル化には，液晶画面を見続けることによる子どもたちの目への負
担，首や肩のコリ，頭痛などの症状が出る可能性があるといった問題もある。三重県四
日市市で2022年１月に開催された教育委員会のGIGAスクールに関する会議では，オン
ライン授業の際に体調不良を訴える子どもがいたことが話題になり，市のPTAの会議
でも同様なことが話題になった。タブレット端末の活用には，健康面に関してもアフター
ケアをする必要性が指摘されている。

第３節　小括～教育のデジタル化とプライバシー影響評価の必要性
学習や教育に効率を求めデジタル化するということは，GAFAや我が国のIT企業に個

人情報が集積されるということを意味する。ケンブリッジアナリティカ事件で分かるよう
に，現在のデジタル技術により，個人情報が集積され分析されることは，単に個人情報を
取得されるにとどまらず，思想・良心の自由の前提となる子どもたちの認知過程を効率的
に操作することを可能にしている。子どもたちの幼児期からの学習履歴，体力履歴，健康
履歴，テスト履歴等が収集され，AIで解析されることは，「フィルターバブル」（利用者
に合わない情報から隔離され，自身の考え方や価値観のバブル（泡）の中に孤立する情報
環境）や「エコーチェンバー」（自分の意見と似た意見だけが反響する部屋）という情報
環境に置かれ続けることとなり，子どもたちの未来の選択肢も制御される可能性がある。

第２編第２章で述べたとおり，EUのAI規則案では，子どもや障害者等の弱者の脆弱性
につけ込むAI利用を禁止している。これは，いずれもAIを使った個人の認知過程に対す
る介入及びわい曲・操作を禁止するものである。我が国における教育デジタル化に当たっ
ても，自己情報コントロール権も含めて，EUの規則案に沿ったような情報環境を整備す
べきである。

90 読売新聞オンライン2022年４月24日
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いずれにしても教育をデジタル化する際には，その内容が透明化され，国・自治体や企
業が集積した個人情報がどのように管理・分析・利用されているのかを検証できる仕組み
を作っておかないと，個人情報は民間IT企業のビジネス資源となり，子どもたちと若者
の個人情報が全て民間IT企業や国の管理・監視の下に置かれるという危惧がある。

デジタル化は，データシステムを「持つ側」「管理する側」と「データを提供する代わ
りにサービスを受ける側」の間に支配従属関係を生み出す。特に学校関係では，データを
提供する側が，未成年の子どもであることを考えると，個人情報の収集を伴う情報システ
ムの企画，構築，改修に当たり，情報提供者のプライバシーへの影響を「事前」に評価し，
情報システムの構築・運用を適正に行うプライバシー影響評価（PIA）を厳格に行う必要
性がある。

子どもたちの個人情報を民間事業者に収集・分析させることは，学習成果と関連がある
データがどのようなものであるか，及び，プライバシーに対する影響がどのようなもので
あるのかが明らかになるまでは，認めるべきではない。特に，学習成果との関係が明確で
ない健康履歴，体力履歴等は，収集・分析を認めるべきではない。

前記のような危惧を払拭して教育のデジタル化を進めるためには，データ収集範囲の明
確化，データの保存期間の設定，AIによる分析の禁止，利用範囲の明確化，データ提供
の拒否権と拒否したことによる不利益取扱いの禁止などについての制度設計が必要であ
る。そのような制度設計が終わるまでは，教育のデジタル化を性急に進めるべきではない。
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第４編　地方自治体における個人情報保護をめぐる問題点

第１章　個人情報保護制度形成における地方自治体の主導性

第１　はじめに
　この編では，地方自治体に関して生じている，個人情報保護を脅かす様々な問題につい
て取り上げる。
　個人情報保護制度の進展について，国よりもむしろ地方自治体が先駆的な役割を果たし
てきたことは，国も含めて共通認識となっている。個人情報保護法の2021年改正に向けた
論議でもこのことは前提とされていたが，実際には，多年にわたり地方自治体が運用して
きた個人情報保護条例の独自性を否定する画一化が導入されたことを始め，自治体におけ
る個人情報の保護，ひいては地方自治そのものを脅かす様々な政策が進められようとして
いる。
　ここではまず，個人情報保護制度形成における地方自治体の先駆性，主導性とはどのよ
うなものであったかを具体的に検討する。

第２　個人情報保護法制制度化の経緯
　個人情報保護制度の導入は，まず地方自治体による条例制定から始まった。
　1975年に国立市が「電子計算組織の運営に関する条例」を制定するなど，電子計算機の
導入に対応するための条例を制定したのを先駆けとして，1984年には，春日市が，その後
の個人情報保護条例のモデルとなる総合的な個人情報保護条例を制定し，以後，主に市・
町で個人情報保護条例の制定が進められた。
　その間，1980年９月にはOECD（経済協力開発機構）理事会勧告が公表され，個人情報
保護のための８原則が提唱された。
　これを受けて，当時の行政管理庁が1981年１月にプライバシー保護研究会（座長加藤一
郎東大教授（当時））を設置し，同研究会は1982年７月に報告書を取りまとめ，OECDの
８原則をベースとした「５原則」を提案した。この「５原則」は，以後の個人情報保護条
例制定に影響したと言われているが，国の法律の制定はこれに従ったものにはならなかっ
た。
　その後総務庁（当時）は，新たに，行政機関における個人情報の保護に関する研究会（座
長林修三元内閣法制局長官）を設置し，国については「行政機関の」「電子計算機処理に
係る個人情報」に限定して個人情報保護制度を設けることを前提に検討を進め，1986年12
月に同研究会が報告書を公表し，これに基づいて法律が制定されることになった。
　そして，1988年12月に，行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関
する法律（いわゆる旧行政機関個人情報保護法。以下「旧行個法」という。）が成立した。
　他方，都道府県レベルでは，全国の都道府県に先駆けて神奈川県が，1990年３月に，神
奈川県個人情報保護条例（以下「神奈川県条例」という。）を制定した。以後，都道府県
も含めた地方自治体で個人情報保護条例の制定が進められていく。
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　神奈川県条例は，旧行個法が制定されたすぐ後に制定されたにもかかわらず，その内容
は同法と大きく異なっていた。神奈川県条例はそれ以前の各地の条例の実績を踏まえて制
定されたものであり，それが以後の条例制定のスタンダードとなっていった。

第３　制定時の旧行個法と当時の神奈川県条例の比較
　それでは，旧行個法と当初の神奈川県条例にはどのような違いがあったのか。具体的に
検討する。
１　対象の範囲

　神奈川県条例は議会も条例の実施機関になっているが，旧行個法は，始めから「行政
機関」以外の対象は想定していない。
　神奈川県条例では，民間事業者について「登録制度」を設けるなどして，民間事業者
への指導・監督を及ぼそうとしていたが，旧行個法は，民間事業者の規制は全く想定外
であった。
　対象情報についても，神奈川県条例が，手書き文書も含めて対象としていたことに対
し，旧行個法は「電算情報」に限っていた。
　このように，地方自治体が，主体を問わずその地域における個人情報保護のルールの
確立，徹底を目指していたのに対し，国の姿勢は，制度の対象の設定自体から消極的で
あった。

２　個人情報の登録の仕組み
　神奈川県条例では，個人情報の取扱いについて，業務ごとにほぼ漏れなく登録し公表
する個人情報取扱事務登録簿の制度を導入したが，旧行個法の登録制度である個人情報
ファイル簿は，本人の数1000人未満のものは除外することを始め，様々な例外が設けら
れていた。

３　個人情報の取扱制限
　神奈川県条例では，センシティブ情報の取扱制限，本人外収集の制限，目的外利用・
提供の制限，オンライン結合の制限など，様々な観点からの取扱制限を設け，それぞれ
について一定の例外規定を置くほか，第三者機関である個人情報保護審議会の意見を聴
くことによって例外扱いを認めるという仕組みが採られた。
　旧行個法では，センシティブ情報の取扱制限，本人外収集の制限，オンライン結合の
制限などの規定はなく，目的外利用・提供の制限については抽象的な例外規定が置かれ，
第三者機関の意見を聴く手続などはない。
　旧行個法の方が，個人情報の取扱制限は緩く，内部の判断のみで是非が決められる構
造になっていた。

４　審議会（第三者機関）の役割
　神奈川県条例では，有識者や県民代表により構成される審議会が，前記の個人情報取
扱制限の例外に当たるか否かについて意見を述べるとともに，条例改正等の重要事項の
審議に当たることとされた。審議は公開され，議事録も公表されていて，個人情報に関
する政策の公開性の保障と住民参加という意義があった。
　旧行個法では，こうした第三者機関は置いていない。
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５　権利保障の範囲
　神奈川県条例では，開示請求権，訂正・削除請求権を明記していた。利用停止請求に
ついては，当時多くの条例では中止請求権が定められていたもののそこまでは踏み切れ
ず，是正の申出という仕組みを設けた。
　旧行個法では，開示請求権は規定しているものの，医療，教育，刑事事件関係につい
ては適用除外にするという形骸化したものであり，訂正については申出にとどめ，利用
停止請求については認めなかった。個人の権利保障について，条例の水準に劣ることは
明らかであった。

６　制定経過
　神奈川県条例は，地域にふさわしい条例について，有識者，住民代表らによる審議機
関を設けて検討し，繰り返しシンポジウムを行うなどして県民の関心を喚起し，県民の
意見を募った上で作られた。他の多くの自治体も同様の手続を経て条例を制定した。
　旧行個法は，前記の総務庁の研究会の報告書に従って作られた。

第４　その後の経過
法律による民間事業者の規制は大幅に遅れ，個人情報保護法ができたのは2003年であっ

た。このとき旧行個法も大きく修正された（名称も，「行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律」に変更された。以下「行個法」という。）ものの，個人情報保護条例の
レベルには達しなかった。

2015年の個人情報保護法改正では，民間事業者規制に関する監督機関として個人情報保
護委員会が設けられたにもかかわらず，行政機関については監督機関とされなかった。ま
た，条例では従来から取扱いを制限していたいわゆるセンシティブ情報について，要配慮
個人情報として行個法，個人情報保護法の双方に導入されたが，民間事業者については取
得，提供について制限を設けた一方，行政機関については何ら取扱制限を課さないままと
された。本人外収集やオンライン結合の規制は，行個法では導入されないままであった。

このように行個法に比べて各地の個人情報保護条例の方が個人情報保護のレベルにおい
て先行している状況が続いていた中で，「2000個問題」解決のための条例標準化の動きが
出てくる。条例標準化が必要であるとしても，共通ルールを作るというならば，行個法と
各地の条例を十分に比較検討して標準となるモデルを作るべきであったが，そうはならな
かった。

デジタル社会推進のスローガンの下に一気に法改正が加速する中で，国の行政機関への
規律をそのまま全ての自治体に適用する，個人情報保護法の2021年改正が実現した。これ
は，国に先行して地方自治体が自ら作り上げ，運用してきた個人情報保護制度を否定する
ものである。そして国の個人情報保護委員会が，ガイドライン等を通じて，条文の記載を
超えて，今後の地方自治体の取組を強く制限する改正法の解釈を強いていることも大きな
問題と言わざるを得ない。このことについては次章において詳しく述べる。
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第２章　個人情報保護法改正による条例画一化の実情と問題

第１　個人情報保護法に基づく規律
１　地方公共団体は，「区域の特性」に応じた条例制定権と，個人情報保護法の自律的・自主

的な法解釈権を有する
⑴　地方公共団体の「認知的先導性」1

国，都道府県，市区町村の保有する個人情報を比較すると，市区町村は住民の生活
に密接に関係する事務を行うため，最も多様かつ大量の個人情報を保有している。都
道府県が保有する個人情報は，市区町村より多様性，情報量とも少なく，国が保有す
る個人情報の多様性，情報量は更に少ない。

そのため，これまで個人情報の取扱いに関する諸問題を，地方公共団体，取り分け
市区町村が国よりも先に認知し，対策を講じることが少なくなかった（地方公共団体
の「認知的先導性」）。

そして，地方公共団体が，その「認知的先導性」を活かして，創意工夫により法律
にはない新機軸を打ち出し，また，それを参考にして他の地方公共団体も同様の規定
を設けることにより，全国的な個人情報保護の水準が引き上げられてきた。

したがって，個人情報保護法制の発展を促すためには，この地方公共団体が有する
「認知的先導性」を尊重する必要がある。

この点，2021年（令和３年）個人情報保護法改正の国会審議において，衆参両院の
内閣委員会が，「地方公共団体が，その地域の特性に照らし必要な事項について，そ
の機関またはその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに
関して条例を制定する場合には，地方自治の本旨に基づき，最大限尊重し，全国に適
用されるべき事項については，個人情報保護法令の見直しを検討すること」という附
帯決議を行ったこと（衆議院附帯決議四２，参議院附帯決議四２）は極めて適切であっ
たといえ2，３年後の見直しの際には，認知的先導性の成果を反映させることを忘れて
はならない。

⑵　個人情報に関する事務は，「自治事務」である
個人情報保護制度は，情報公開制度や公文書管理制度とともに情報管理の基盤を形

成し，行政上の意思決定と密接に関係する重要な制度である3。
そうであるならば，地方公共団体の個人情報保護制度の在り方も，その地方公共団

体の意思決定の基盤を構築するものとして，地方公共団体の自主的判断が尊重されな
ければならない。地方公共団体が保有する個人情報に関する施策が自治事務とされ4，

「区域の特性に応じた」施策の策定，実施が認められているゆえんである（個人情報

1 宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」828頁（有斐閣，2021年），宇賀克也ほか「自治体職員のため
の2021年改正個人情報保護法解説」８頁（第一法規，2021年）

2 前掲「自治体職員のための2021年改正個人情報保護法解説」12頁

3 原田大樹「デジタル時代の地方自治の法的課題」17頁（地方自治・884号）

4 前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」128頁
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保護法５条）。
他方で，地方公共団体の個人情報保護の事務が自治事務とされることからすれば，

国や国の機関である個人情報保護委員会は，地方公共団体が「地域の特性に応じて」
個人情報保護に関する事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない

（地方自治法２条13項）。
⑶　「認知的先導性」と「自治事務」から導き出される帰結

ア　以上述べてきたことからすれば，地方公共団体に，個人情報保護法の自律的，自
主的な法解釈権が認められなければならない5。

　　この点，個人情報保護委員会が，地方公共団体の解釈を「許容されない」と断じ
る等，あたかも唯一の解釈権者であるかのように振る舞っているのは，完全な間違
いである。2022年（令和４年）４月に個人情報保護委員会が発出した「個人情報の
保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」（以下，本章において
は，単に「ガイドライン」という。）では，同法156条から169条の規定があること
を根拠に，「地方公共団体の個人情報保護制度についても，法の規律を適用して解
釈を委員会が一元的に担う仕組みが確立された」（70頁），「委員会は，個人情報保
護法の一元的な解釈権限を有する」（72頁）などと記載されているが，これらの記
載に法的根拠は全くない。

イ　そして，地方公共団体が「区域の特性」（個人情報保護法５条）ありと判断した
場合，その内容に沿った個人情報保護条例の制定権が認められなければならない。

　　現在に至るまで，法律と条例の関係についての判断基準となっている徳島市公安
条例事件最高裁判決（最大判1975（昭和50）年９月10日（刑集29巻８号489頁））で
は，法律と条例が同一の目的であった場合について，「条例の規制に特別の意義と
効果があり，その合理性が肯定される場合」には，条例の適法性を認めている。そ
うであるならば，個人情報保護法の法解釈権を有する地方公共団体が，「区域の特性」
ありと判断した場合，個人情報の適正な取扱いについて条例を制定することは，当
然に可能である。

　　そして，先に述べた地方公共団体の「認知的先導性」を尊重する観点からすれば，
ここにいう「区域の特性」の内容は，区域の人口，個人情報取扱事業者の活動状況
やプライバシー侵害事例の発生状況といった当該区域の社会的経済的諸条件，住民
意識といった特性のみに限られず，社会問題，課題に関する住民の声を体現する地
方公共団体の判断によるものも含まれるものである。 

　　したがって，個人情報保護法５条を根拠に，改正法の解釈についても合憲的解釈
をしなければならない。すなわち，長年運用され定着してきた個人情報保護条例の
実績や，その地域の特別な事情から個人情報の取扱いを国より厳しく規定すること
は，当該地方公共団体における「区域の特性」として許容され得ると解釈運用され
るべきである。

5 人見剛「個人情報保護法制の法律による一元化と自治体条例」14頁（日弁連情報問題対策委員会編「個人
情報保護法改正に自治体はどう向き合うべきか」（信山社，2022年））
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２　地方公共団体は，「国の施策との整合性に配慮しつつ」もこれまでの個人情報保護の水準
を切り下げてはならない
⑴　「国の施策との整合性に配慮」することの意味内容

個人情報保護法１条は，同法の目的を，「個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の
権利利益を保護すること」と規定する。また同法３条は，個人情報の適正な取扱いに
当たっての基本理念として，「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき」
と規定する。

このような目的，基本理念からすれば，個人情報保護法の主目的は，あくまでも個
人の権利利益の保護にあることを強調しておかなければならない。個人情報の利活用
は，同法の従たる目的である6。 

したがって，当該地方公共団体は，個人の権利利益の保護目的や個人の人格尊重の
理念に基づいて，これまでの個人情報保護条例で保障されていた個人の権利利益の保
護の水準を切り下げないようにしなければならない。

他方，2021年（令和３年）個人情報保護法改正により，地方公共団体の責務を定め
た５条に，「国の施策との整合性に配慮しつつ」との文言が加えられたが，これは同
改正により，地方公共団体も，同法で国が定める個人情報の保護に関する基本方針（個
人情報保護法７条）を踏まえて個人情報保護に関する施策を講ずる責務を負うことと
なったためであり7，個人情報保護法第５章で定めた個人情報保護の水準（ナショナル・
ミニマム）を下回らないようにすることを規定したものであると解すべきである。

⑵　改正個人情報保護法が規定しない個人情報の本人取得原則や要配慮個人情報の原則
取得禁止への対応

これまでほとんどの地方公共団体において，個人情報の本人取得の原則，要配慮個
人情報の取得禁止の原則が条例で定められていた。しかし，2021年（令和３年）個人
情報保護法改正では，これら個人情報の取得に関する規律が規定されず，本人以外か
らの個人情報の取得や要配慮保護情報の取得が可能になった。立法担当者は，行政機
関等に個人情報の適正な取得義務を課した個人情報保護法64条や，行政機関等が法令
上の事業の遂行に必要な個人情報しか取得が認められていない個人情報保護法61条１
項・２項の規定を根拠に，保護水準が低下することはないと説明する8。しかし，地方
行政の現場からは，本人の知らないところでの個人情報の取得や要配慮個人情報の取
得が住民とのトラブルを招き，個人情報保護に関する住民の地方公共団体に対する信
頼が失われ，地方自治の基礎が傷付きかねないとの懸念が示されている9。

この点，前述したように，何よりも求められるのは，個人情報保護の水準（ナショ
ナル・ミニマム）を下回らないことであり，長年運用され定着してきた個人情報保護
条例の実績やその地域の特別な事情から，個人情報の取扱いを国より厳しく規定する

6 前掲「個人情報保護法制の法律による一元化と自治体条例」16頁

7 前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」128頁

8 冨安泰一郎ほか「一問一答令和３年改正個人情報保護法」57-58頁（商事法務，2021年）

9 犬塚克「一自治体の現場から見た改正個人情報保護法の課題」16-17頁（自治実務セミナー・2021年９月号）
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ことは，当該地方公共団体における「区域の特性」として許容される。そうであるな
らば，個人情報の本人取得の原則，要配慮個人情報の取得禁止の原則を，個人情報を
取得する場面におけるいわゆる「上乗せ条例」として規定することも許容されるはず
である（齋藤裕「令和３年改正個人情報保護法と個人情報保護条例の効力」（判時
2510号・93頁）も同様の意見を述べる。）。

また，例えば，条例で，個人情報の取得は可能な限り本人から収集するよう努める，
憲法上の人権に関わる要配慮個人情報を収集しないように努めるという責務規定を設
けることや，現在の実務と同等の保障がなされるような運用を行うことは当然許容さ
れる。さらに，自治体が取得，保有する個人情報は，もともと住民個人のものである
ことを明確にする意味で，自己情報コントロール権を規定することが検討されてもよ
い。

３　政府や個人情報保護委員会は，地方公共団体の権限を極めて制限しようとしている
　以上述べてきたように，地方公共団体は，これまでの個人情報保護条例による保護の
水準を切り下げることなく，「区域の特性」に応じた条例制定権と，個人情報保護法の
自律的・自主的な法解釈権を有している。
　しかし，政府や個人情報保護委員会は，必ずしもそのように考えていない。
⑴　改正前の「最終報告」における議論状況

すなわち，今回の個人情報保護法の見直しにあたり，内閣官房に設置された「個人
情報保護制度の見直しに関するタスクフォース」（以下「タスクフォース」という。）が，
2020年（令和２年）12月に示した「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告」（以
下「最終報告」という。）では，条例で定める独自の保護措置について，
①　個人情報保護法制が「個人の権利利益の保護」を最重要の目的としていることを

踏まえると，共通ルールよりも保護の水準を下げるような規定を条例で定めること
は，法律の趣旨に反するものとして認められない。

②　他方，共通ルールよりも保護の水準を高めるような規定を条例で定めることは，
必ずしも否定されるものではないと考えられる。ただし，個人情報保護法制が「個
人情報の有用性に配慮」することを求めるものであり，共通ルールを設ける趣旨が
個人情報保護とデータ流通の両立を図る点にあることを踏まえると，地方公共団体
が条例で独自の保護措置を規定できるのは特にそのような措置を講ずる必要がある
場合に限ることとするのが適当である。
としており，条例で定める独自の保護措置を，この時点で既にかなり限定しようと

いう考えであったことが見て取れる10。
⑵　改正法の内容

そして，2021年（令和３年）改正に当たり，立法担当者は，条例で規定することが
想定される事項を，以下の内容に限定している11。

10 岡田博史「自治体から見た個人情報保護法の改正について」22頁（日弁連情報問題対策委員会編「個人情
報保護法改正に自治体はどう向き合うべきか」（信山社，2022年））

11 前掲「一問一答令和３年改正個人情報保護法」69頁
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ア　個人情報保護法に明文の根拠のあるもの 
①　「条例要配慮個人情報」の内容（60条５項）
②　個人情報取扱事務登録簿の作成・公表（75条５項）
③　本人開示等請求等における手数料（89条２項，119条３項４項）
④　本人開示等請求における不開示情報の追加・縮減（78条２項）
⑤　本人開示等請求における手続（107条２項，108条）
⑥　審議会等への諮問（129条）

イ　共通ルールの内容を変更しないもの
①　法の実施のための細則
②　団体内部の手続的事項
③　具体的な法的効力を伴わない理念的事項
④　地方議会の自律権に関する事項
⑤　個人情報保護以外の観点から定められる事項

ウ　その他地域の特性に照らし特に必要な事項（ただし，現在具体的に想定している
ものはない。）

⑶　改正後の「規律の考え方」「ガイドライン」における個人情報保護委員会の姿勢
さらに，改正後の2021年（令和３年）６月に個人情報保護委員会が発出した「公的

部門（国の行政機関等・地方公共団体等）における個人情報保護の規律の考え方（令
和３年個人情報保護改正関係）」（以下「規律の考え方」という。）によれば，①死者
に関する情報の扱い，②地方議会の扱い，③条例要配慮個人情報，④オンライン結合
制限，⑤審議会への諮問の５点を挙げ，②を除く４点で，地方公共団体が条例で独自
の保護措置を採ることを，「許容されない」という強い文言を用いて規律しようとし
ており，地方公共団体の自由度を最も狭める方向を示している12。 

この方向性は，個人情報保護法制における地方公共団体の「認知的先導性」を軽視
し，かつ，これまでの条例による個人情報保護水準を切り下げるおそれがあり，憲法
が保障する「地方自治の本旨」にも整合しない非常に問題点の多いものである。

しかし，2022年（令和４年）４月に改正されたガイドラインは，パブリックコメン
トで多くの問題点が指摘されたにもかかわらず，その方向性を変更しなかった。

ガイドラインの項目ごとの問題点については後述するが，個人情報保護委員会は，
例えば，「条例要配慮個人情報について，法に基づく規律を超えて地方公共団体によ
る取得や提供等に関する固有のルールを付加したり，個人情報取扱事業者等における
取扱いに固有のルールを設けることは，法の趣旨に照らしできない。」（16頁）である
とか，「令和３年改正法では，社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデー
タ流通の両立の要請を踏まえて，地方公共団体の個人情報保護制度についても，法の
規律を適用して解釈を委員会が一元的に担う仕組みが確立されたところ，地方公共団
体の機関において，個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問

12  「パネルディスカッション個人情報保護法改正に伴う個人情報保護条例の改正はどうあるべきか」67頁（宍
戸常寿教授発言）（日弁連情報問題対策委員会編「個人情報保護法改正に自治体はどう向き合うべきか」（信
山社，2022年））
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を行うことは，法の規律と解釈の一元化という令和３年改正法の趣旨に反するもので
ある。」（70頁）といった解釈を随所に展開している。しかし，これまで見てきたこと
からも分かるように，これらの解釈は，いずれも個人情報保護法や地方自治法の規定
から導き出すことができない解釈である。

自治事務に対する法令による規律に関して，条例が法令に確定的に違反するのは，
当該法令が，地方自治の本旨，及びそれを具現化した地方自治法２条などの諸規定に
対して正当化される場合に限定されるものであることを踏まえ，ガイドラインは，速
やかに正しい解釈に修正すべきである。

４　個人情報の円滑な利活用のために「全国共通ルール」の策定の必要があるという立法事実
は存在しない
⑴　着眼点

前記「最終報告」②では，個人情報保護法制が「個人情報の有用性に配慮」するこ
とを求めるものであり，共通ルールを設ける趣旨が個人情報保護とデータ流通の両立
を図る点にあることを踏まえると，地方公共団体が条例で独自の保護措置を規定でき
るのは，特にそのような措置を講ずる必要がある場合に限られるとする。

しかし，前述したように，個人情報保護法の主目的は，あくまでも個人の権利利益
の保護にあるのであり，個人情報の利活用は，同法の従たる目的にすぎない。

したがって，「個人情報の円滑な利活用のための『全国共通ルール』の策定の必要
性という立法事実が，『特に』必要である場合以外には条例の独自措置を認めないと
いう一般論を正当化するほどに説得的なものかは，具体的な検証が必要である。」13と
する有識者の指摘は当然である。前述したように，法律の規定の解釈から条例で独自
の保護措置を許容しないことは，改正法を前提とした場合，全く成り立たないし，仮
に，新たに条例の独自措置を認めない方向での法改正が検討されたとしても，そのよ
うな措置を正当化する具体的な検証がなされる可能性はほとんどないと言えよう。

⑵　改正前の会議録等による検証
2019年（令和元年）12月，個人情報保護委員会は，地方公共団体の個人情報保護制

度の中長期的な在り方についての意見交換を通じ，個人情報保護条例の法による一元
化を含めた規律の在り方，国・地方の役割分担の在り方について検討するため，「地
方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」（以下「懇談会」という。）を開催し
た。

その懇談会の場で，企業からの個人情報保護条例に関する相談・要望等の状況につ
いて意見交換がなされたが，参加した地方公共団体はいずれも，企業から何らの要望
がないことを述べた14。

しかし，個人情報保護委員会は，「地方公共団体のパーソナルデータに係る利活用
の期待は高い」「利活用側として主に想定される民間側の法制とも整合的である必要

13 巽智彦「令和三年個人情報保護法改正と地方公共団体」24頁（地方自治・885号）

14 懇談会第２回議事録22頁，第３回議事録10，13，15頁
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性」等を内容とする論点整理に向けた書面15を懇談会に示した。これに違和感を示し
た地方公共団体側との間で意見の取りまとめには至らず，懇談会は2020年（令和２年）
７月に打ち切られている。

また，内閣官房のタスクフォースは，2020年（令和２年）８月，「個人情報保護制
度の見直しに向けた中間整理」で，「データ利活用を円滑化するためのルールや運用
の統一を求める声が主として民間サイドから高まりつつある」と位置付けた。しかし，
その後開催された「個人情報保護制度の見直しに関する検討会」（以下「検討会」と
いう。）では，地方三団体から，現場では企業からの利活用の要請がほとんどないこ
とを指摘された16。他方で，経済団体側は，利活用についての意見は多いものの個人
情報の保護に配慮した紹介できる具体的事例は手元にないと述べており17，個人情報
の利活用と保護は車の両輪との基本的考え方に課題を残す状況であることが見て取れ
る。

⑶　立法事実の不存在
以上の議論状況からすれば，取り分け先進的な取組をしている地方公共団体の個人

情報保護の基準を緩和してまで，個人情報の円滑な利活用のための「全国共通ルール」
の策定の必要があるという立法事実は存在しない。

５　ガイドラインの分析と具体的問題点（以下，本文記載の括弧書き頁は，ガイドラインの該
当個所を示す。）
⑴　ガイドラインに従わない場合の効力

ガイドラインは，「『しなければならない』，『してはならない』及び『許容されない』
と記述している事項については，地方公共団体の機関及び地方独立行政法人について
も，これらに従わなかった場合，法違反と判断される可能性がある」と記述する（１
頁）。

この記述は，「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」１
頁の「しなければならない」「してはならない」の記述と同様のものである。しかし，
前述したように，地方公共団体は，個人情報保護法について自律的・自主的な解釈権
を有している。ガイドラインの記載は，これを有しない民間事業者と，地方公共団体
とを同列に扱うものであり失当である。さらに，ガイドラインは，前記通則編にはな
い「許容されない」との記述も同様に取り扱うとしており，この点も失当である。

また，個人情報保護委員会自身，ガイドラインを地方自治法245条の４第１項で「技
術的な助言」にすぎないと位置付けているにもかかわらず，「従わなかった場合，法
違反とされる可能性がある」と述べている点も失当である。

このようなガイドラインの記述は，いずれも個人情報保護委員会が「個人情報保護
法の一元的な解釈権限を有する」と考えて初めて成立するものであるが，個人情報保

15 「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇親会における実務的論点の整理に向けて」（2020年６月24日
個人情報保護委員会決定）

16 検討会第７回議事録22，25頁

17 検討会第７回議事録11頁
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護法や地方自治法の規定から導き出すことができない見解である。同様の指摘をパブ
リックコメントで複数受けたにもかかわらず，個人情報保護委員会は何ら回答してい
ないことからすれば，上記見解には実定法上の根拠がないことが明らかになったと言
える。

したがって，上記ガイドラインの記載は速やかに削除されるべきである。
⑵　対象から地方議会を除外していること

ガイドラインは，「地方公共団体の議会については，国会や裁判所が法による個人
情報の取扱いに係る規制の対象となっていないこととの整合を図るため，基本的に地
方公共団体の機関から除外され（法２条11項２号），法第５章が規定する行政機関等
の個人情報の取扱いに係る義務等に関する規律の適用対象とされていないが，個人の
権利利益の保護という観点からは，自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが行
われることが望ましい。」と記述する（10頁）。

この記述によれば，ガイドラインは，地方公共団体の議会を「国会や裁判所と同様」
の機関と位置付けている。しかし，憲法上，地方公共団体の長と議会の議員は住民が
直接選挙すること（憲法93条２項）から長と議会の関係は対等であるとされているも
のの，独立性が強調されているわけではない。国会は「唯一の立法機関」（憲法41条）
と位置付けられているのに対して，「議会」は，憲法第８章（地方自治）で「議事機関」
として規定されている（憲法93条１項）。長の行政について議事を行う機関であり，
国会とは異なる。したがって，「同様の機関」と捉えるのはおかしい。

また，議会に独自に条例化させるとするならば，条例を制定しない地方公共団体が
増える可能性も生じてしまう。実務的にも地方公共団体の機関と議会が同種の個人情
報を保有する場合，基本的には同じルールで管理されてよいはずである。地方公共団
体の議会及び議会事務局の実情からするならば，混乱を招かないようにするには，同
じ条例で規定するか独自の条例とするかはそれぞれの議会の判断によることを明示し
て記述すべきであるが，ガイドラインにはそのような配慮はなされていない。

⑶　死者に関する情報を個人情報として取り扱わないこと
ガイドラインは，死者に関する情報を個人情報として扱わず，「死者に関する情報

が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には，当該生存する個人に
関する情報として法の保護の対象となる」と記述する（12頁）。

しかし，人の生死によってその者に関する情報の扱い方が全く異なり，およそ適正
管理・開示等の対象にならないということは適当ではない。「死者に関する情報」は，
個人情報の定義の個所ではなく，適正管理・開示等の内容として位置付けるべきであ
る。

また，ガイドラインの記述を前提としても，「遺族等の生存する個人に関する情報」
を，人格的つながりを含めて考えるか，相続など財産関係に限るかによって，その範
囲に大きな開きが生じる。過去に問題となったいじめ自殺の問題等18への適切な対応

18 東京地判1997（平成９）年５月９日（判時1613号・97頁），東京高判1999（平成11）年８月23日（判時
1692号・47頁）
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としては，人格的つながりを含めて考えるべきであり，その旨，具体例を挙げて記述
すべきであるが，ガイドラインには具体的記載はなされていない。

⑷　条例要配慮個人情報の取扱いについて
ア　ガイドラインは，条例要配慮個人情報について，「法に基づく規律を超えて地方

公共団体による取得や提供等に関する固有のルールを付加したり，個人情報取扱事
業者等における取扱いに固有のルールを設けることは，法の趣旨に照らしできな
い。」と記述する（16頁）。

　　この点，改正個人情報保護法は，要配慮個人情報の取得について，民間事業者に
は原則本人の同意を要求する規律を置くが（個人情報保護法20条２項），行政機関
には同様の規律を置いていない。立法担当者は，行政機関には同法61条２項の保有
制限規定があることから，民間事業者と規律の程度において差はないと考えるよう
であるが，そうであるならば，そもそも民間事業者と異なる規律を置くべきではな
いし，条例で民間事業者と同じ規律を置くことが禁止される理由はない。

　　また，条例要配慮個人情報を置く目的が，「本人に対する不当な差別，偏見その
他の不利益が生じないようにすること」（個人情報保護法60条５項）であることか
らすれば，その目的達成が最優先されるべきであり，目的達成の手段として条例で
取扱いに関する厳格な規律を置くことは法の許容するところである19。したがって，
厳格な規律の具体的内容として，取得に際しての本人同意を求める規律を条例で置
くことが禁止される理由はない。

　　さらに，従来，圧倒的多数の地方公共団体が，地域の特性に合わせたセンシティ
ブ情報について，条例で本人の同意なしの取得を禁止してきた。こうした実績及び
法５条の趣旨に照らせば，抽象的に「固有のルール」を設けることが許されないと
の記述は，法解釈として間違っている。各地方公共団体の条例制定権を尊重するこ
とを明記すべきである。

イ　また，ガイドラインは，条例要配慮個人情報を規定する場合に，委員会に事前相
談することが望ましいと記述する（16頁）。

　　しかし，前述したように，個人情報保護法の法解釈権を有する地方公共団体が，「区
域の特性」ありと判断すれば，個人情報の適正な取扱いについて条例を制定するこ
とは，当然に可能である。条例制定権（自治立法権）は，憲法が直接地方公共団体
に与えた権限であり，事前にその是非を指示することにつながるような事前相談の
記述は，削除すべきである。

⑸　行政機関匿名加工情報の対象の範囲
ガイドラインは，行政機関匿名加工情報の対象の範囲について，「行政機関及び法

第58条第１項各号に掲げる法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範
囲内で，法第116条第１項の基準に従い，当該個人情報ファイルを構成する保有個人
情報保護を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること（法第60条
第３項第３号）」を挙げる（18頁）。

19 前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」450頁
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この点，防衛省が，横田基地騒音訴訟の原告団の個人情報を，2020年度（令和２年
度）に行政機関非識別加工情報の提案募集の対象としたものの，2021年度（令和３年
度）になって，当該個人情報ファイルのうち提供できる個所が非常に限られているこ
とから，非識別加工情報を作成する際に行政の「適正かつ円滑な運営に支障」が生じ
るものとして対象から除外したとの国会答弁がなされている。

このように提供できる個所が非常に限られている場合には，地方公共団体の情報公
開条例においても提案募集の対象にならないのか，「非常に限られている場合」とは
どのような場合を言うのか，説明すべきである。

しかし，ガイドラインは具体的な説明をしていない。
⑹　利用目的以外の目的のための利用及び提供の禁止の原則

ガイドラインは，利用目的以外の目的で個人情報を利用，提供できる例外について，
個人情報保護法69条１項の「法令に基づく場合」を挙げているが，「『法令に基づく場
合』とは，法令に基づく情報の利用又は提供が義務付けられている場合のみならず，
法令の情報の利用又は提供の根拠規定が置かれている場合も含むと解されるが，他方
で，具体的な情報の利用又は提供に着目せずに行政機関等の包括的な権能を定めてい
る規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは，『法令に基づ
く場合』には当たらない。」と記述する（29頁）。

この点，「法令に基づく場合」と言えるためには，条文による予測可能性の観点から，
当該条文から収集目的及び収集範囲がおおむね特定できるような場合であって，具体
的な場面ではそのような特定の範囲に限定される必要があるというべきである。また，
地方公共団体の取扱いに疑義を生じないよう，当該条文から収集目的及び収集範囲が
特定できるものといえる具体的事例として，ガイドライン通則編に記述されている弁
護士会照会等の具体例を指摘すべきである。

しかし，ガイドラインは具体例を指摘して説明していない。
⑺　地方公共団体に置く審議会等への諮問について

ア　「特に必要であると認める」（個人情報保護法129条）の内容
　　個人情報保護法129条は，個人情報の適正な取扱いを確保するために審議会等に

諮問することができる場合を，「専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要
であると認めるとき」に限定した。

　　そして，ガイドラインは，この「特に必要であると認めるとき」の内容について，
「個人情報保護制度の運用やその在り方について，サイバーセキュリティーに関す
る知見等の専門的知見を有する者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判
断される場合をいう。」と記述する（70頁）。

　　しかし，そもそも個人情報保護法129条は，地方公共団体の設置する審議会が，
専門的な問題も検討できる体制とすることが望ましいということにとどまる。した
がって，審議会の人選について国が規律しようとするのは越権である。

　　地方公共団体における審議会については，当該団体の地域の特性に応じた個人情
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報保護の水準を引き上げる意味で肯定的に評価すべきである20。 そして，このよう
な審議会の意味からすれば，プライバシー保護の根拠となる憲法，個人情報保護の
根拠となる個人情報保護法について知見を有する法学者や法律専門家，住民のプラ
イバシー，個人情報保護が保障されているかをチェックする住民代表も審議会の構
成員として考えられることを，明らかにすべきである。

　　今後も個人情報保護の在り方は変遷していくであろうことを考えると，多様な住
民情報を収集・保有・利用している地方公共団体において，その取扱いを慎重に行
いたいと考えるのは正常な判断なのであるから，「特に必要な場合」の判断も個人
情報保護法の解釈権を有する地方公共団体の判断を尊重すべきである。

イ　許容されない条例の範囲について
（ｱ）　ガイドラインは，「個人情報の取得，利用，提供，オンライン結合等について，

類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。」と記述し，
続けて2021年（令和３年）改正法により，地方公共団体の個人情報保護制度につ
いても，「法の規律を適用して解釈を委員会が一元的に担う仕組みが確立された」
として，「地方公共団体の機関において，個別の事案の法に照らした適否の判断
について審議会等への諮問を行うことは，法の規律と解釈の一元化という令和３
年改正法の趣旨に反する」と記述する（70頁）。

　　しかし，繰り返し述べてきたように，個人情報保護委員会が個人情報保護法の
一元的な解釈権限を有するという主張は，個人情報保護法や地方自治法の規定か
ら導き出すことができない。実定法上の根拠を有しない見解である。

　　そして，個人情報保護法５条が，地方公共団体に対して，「国の施策との整合
性に配慮しつつ，その地方公共団体の区域の特性に応じて」施策を実現すること
を求めたのは，地方公共団体による独自の措置について，地域の特性により正当
化される場合には認めることを示したものと考えられる。そこには，ガイドライ
ンが示すような「条例を定めてはならない」といった禁止の趣旨を読み取ること
はできない。

（ｲ）　また，ガイドラインの記述は，他の個所との理論的整合性が取れているとも言
い難い。

　　例えば，利用目的以外の目的のための個人情報の利用及び提供について，ガイ
ドラインは，「法第69条第１項は，他の法令に基づく場合は，利用目的以外の目
的のための利用及び提供をし得るとするものであり，同項の規定により利用及び
提供が義務付けられるものではない。実際に利用及び提供することの適否につい
ては，それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければならない」と記述す
る。この場合，当該地方公共団体が「適切に判断」するに当たって，審議会に諮
問することは当然認められてよいはずである。

（ｳ）　さらに，個人情報保護委員会の管轄外に当たる機関への諮問について，どのよ
うに考えるのか，ガイドラインでは明らかでない。

20 前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」732頁
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　　例えば，医療情報の提供について，法129条で設置される審議会とは別の医療
に関する審議会に諮問することは，個人情報保護法制のことではないので否定で
きないはずである。そうであるならば，同様の諮問を，法129条で設置する審議
会にすることを許さないとしても意味がないことになる。しかし，このような場
合についての対応についての記述はない。

　　したがって，審議会の諮問事項の範囲について具体的な事例が示されていない
にもかかわらず，「条例を定めてはならない」との物言いは，地方公共団体の自
主立法権に対する過度の介入と言わざるを得ない。禁止の記述は削除されるべき
である。

⑻　個人情報保護委員会による監視
ガイドラインは，「委員会は，個人情報保護法の一元的な解釈権限を有することから，

地方公共団体の機関及び地方独立行政法人が行う個人情報等の取扱いのうち，条例に
基づくものであっても，法第５章の円滑な運用が図られていないと判断した場合には，

『資料の提出の要求及び実地調査』，『指導及び助言』並びに『勧告』を行うことがある。」
と記述する（72頁）。

しかし，繰り返し述べてきたように，個人情報保護委員会が個人情報保護法の一元
的な解釈権限を有するという主張は，個人情報保護法や地方自治法の規定から導き出
すことができない。実定法上の根拠を有しない見解である。他方，地方公共団体は，
個人情報保護法の自律的な法解釈権を当然に有している。

したがって，個人情報保護委員会が一元的な解釈権限を有するとの見解は，あたか
も委員会が地方公共団体の上級庁であるかのような振る舞いであり，法的根拠の全く
ない，誤った考えである。

なお，「資料の提出の要求及び実地調査」，「指導及び助言」並びに「勧告」を行う
等の個人情報保護法の規定は，国の機関である個人情報保護委員会の地方公共団体に
対する関与に該当するものである。したがって，関与の通則法を定める地方自治法が
適用となり，同法245条の４から245条の８までに規定されている一般的な関与として
の「技術的な助言又は勧告」，「資料の提出の要求」等の基本類型に該当するものにつ
いては，同法を根拠に行うことができる。それにもかかわらず，関与に該当する個人
情報保護委員会による監督行為を，個別法である個人情報保護法に規定したのは，地
方自治法においては，都道府県が市町村に対して関与をすることも前提としているが，
個人情報の取扱いについては，個人情報保護委員会が都道府県及び市町村に対して監
督権限を一元的に行使することが適切と判断し，この点を明確に規定する必要がある
ことから，その根拠を設けることとしたものである。つまり，有権解釈権を有すると
の個人情報保護委員会の主張とは何の関連性もない。また，個人情報保護委員会が地
方公共団体に対して行使できる監督権限（①法の施行状況の報告の要求，②資料の提
出の要求及び実地調査，③指導及び助言並びに④勧告）は，いずれも地方公共団体に
従うべき法的義務を課すものではないことを前提として，その権限行使が妥当である
と判断されたものであることにも留意する必要がある。

また，個人情報の適正な保護の在り方として，「円滑な運用」が常に正しい運用で
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あるとは言えない。
例えば，個人情報保護審議会への諮問手続を見ると，確かに審議会の審議に向けた

準備期間は存在するが，慎重な準備は事前検討を濃密にする効果があるし，審議会で
の審議は原則公開されているので，個人情報保護に係る施策の透明性を確保し，説明
責任を履行する権能も担っている。正に個人情報保護の適正な保護の役割を果たして
いると言えよう。他方，オンライン審議が浸透し，合理的内容の施策であれば１回の
審議で承認されると考えられる 21。仮に個人情報保護委員会が，審議会への諮問手続
の存在を「円滑な運用」を害する障壁と考えているのであれば，その認識を改める必
要がある。

⑼　地方公共団体による必要な情報等の提供の求め
ガイドラインは，「地方公共団体においては，個人情報の適正な取扱いを確保する

ために情報提供又は助言が必要であると判断した場合には，速やかに委員会に連絡す
ることが望ましい。」と記述する（73頁）。

しかし，個人情報保護法166条第１項は，地方公共団体が必要な場合に情報提供や
技術的な助言を「求めることができる」という規定であり，この条文を根拠に「速や
かに委員会に連絡することが望ましい」という解釈を導くことはできない。これまで
地方公共団体は，審議会に諮問したり，周辺の地方公共団体に相談したりしながら創
意工夫により先進的な個人情報保護の取組を行ってきた。個人情報委員会はそうした
相談先の一つであって，ガイドラインの「速やかに委員会に連絡することが望ましい」
との記述は削除すべきである。

⑽　条例の個人情報保護委員会への届出について
ガイドラインは，「法の規定に基づき定めたすべての条例（条例で定めることを妨

げるものではないとされているもの及び個人情報保護やデータ流通に直接影響を与え
ない事項について条例で独自の規定を定める場合を含む。）の制定及び改廃が届出の
対象となる。」と記述する（73頁）。

しかし，ガイドラインは，別の個所で「この法律の規定に基づき個人情報の保護に
関する条例を定めたとき」の内容を列挙している（74頁）。

・「条例要配慮個人情報」の内容（法60条５項）
・個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項（法75条５項）
・開示等請求における不開示情報の範囲（法78条２項）
・開示請求等の手続（法107条２項及び108条）
・個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要があると認めるときの審議会等への諮問（法129条）
そうであるならば，それ以外の事項は届出事項にはならないと考えるのが個人情報

保護法167条１項の論理的解釈である。このような論理的帰結を無視して「すべて」
届出義務があるとの委員会の主張は，地方公共団体が制定する個人情報保護条例の全
ての範囲を是正の対象としようとする姿勢と取られても仕方がない。

21 宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」734頁（有斐閣，2021年）
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この個人情報保護委員会の姿勢は，地方公共団体に対する国の関与の基本原則を，
「その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに，普通地方公共団
体の自主性および自立性に配慮しなければならない」と規定した地方自治法245条の
３に違反した過度の介入であると言わざるを得ない。

個人情報保護委員会には，地方公共団体に対して個人情報保護法が定める共通ルー
ルを遵守するように指導・助言するのみならず，地方公共団体からの提言・問題提起
を真摯に受け止める姿勢が望まれる。

第２　個人情報保護委員会の現状と課題
　ここでは改正個人情報保護法に基づく条例改正について，地方公共団体に一方的な解釈
を強いている個人情報保護委員会の組織の実情と問題点を検討する。
１　独立行政委員会の重要性

⑴　個人情報保護委員会は，内閣府設置法49条３項の規定に基づいて設置されたもので
あり（法127条１項），独立行政委員会22と位置付けられる独立性の高い組織である。

また，「委員会の委員長及び委員は，独立してその職務を行う。」（法130条）と規定
されており，委員長及び委員が内部についても職務権限の独立性が保障されている。

2022年３月30日に個人情報保護委員会が公表した「個人情報保護委員会の組織理念」
においても，「その使命は，独立した専門的見地から，同法の目的規定にあるとおり，
行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り，並びに個人情報の適正かつ
効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現
に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を
保護するため，個人情報（特定個人情報を含む。）の適正な取扱いの確保を図ること
です。」と記載されている。

⑵　個人情報保護委員会の独立行政委員会としての重要性は，国際水準からの当然の要
請であると言える。

GDPR51条１項（個人情報保護委員会仮日本語訳より引用，以下も同様。）は，「１． 
各加盟国は，取扱いと関連する自然人の基本的な権利及び自由を保護し，かつ，EU 
域内における個人データの自由な流れを促進するため，本規則の適用を監視する職責
を負う1若しくは複数の独立の公的機関を定めなければならない（「監督機関」）。」と
規定し，GDPR52条１項は，「各監督機関は，本規則に従ってその職務を遂行し，かつ，
その権限を行使する際，完全に独立して行動しなければならない。」，同２項は，「各
監督機関のメンバー又はメンバーたちは，本規則に従ってその職務を遂行及び権限の
行使において，直接又は間接を問わず，外部からの影響を受けることなく，かつ，誰
に対しても指示を求めず，また，誰からの指示も受けない。」と規定するなど，個人

22 独立行政委員会の例としては，公正取引委員会や国家公安委員会が代表的なものであるが，独立行政委員
会には，国家行政組織法第３条に基づく委員会（いわゆる３条委員会）と同様の権限を持つ内閣府設置法
第64条に基づき設置された委員会がある。国家行政組織法３条に基づく委員会は，国家行政組織法別表第
１に列挙されており，公害等調整委員会，公安審査委員会，中央労働委員会，運輸安全委員会，原子力規
制委員会が該当する。内閣府設置第64条で定める委員会は，同条で公正取引委員会，国家公安委員会，個
人情報保護委員会，カジノ管理委員会が列挙されている。
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情報保護の監督機関の独立性，第三者機関性は，その本質的要素とされている。
⑶　個人情報保護委員会は，特定個人情報保護委員会を経て，2016年１月に設置されて

いるが，従前より，日本国内においても，専門性の高い第三者機関によって個人情報
の取扱いを指揮・監督する必要性が叫ばれていた。日弁連においても，古くは2000年
7月13日の「個人情報保護基本法制に関する大綱案（中間整理）に対する意見書」に
おいて，「個人情報保護のための要となるべき独立の行政委員会を設置し，その独立
した第三者機関としての行政委員会には，地方に地方事務所を置き，統一的に権限を
行使すべきである。」「独立行政機関としての個人情報保護委員会を設置し，独立した
調査や勧告の権限を持ちつつ，苦情処理，相談機関として活動させるべきである。」
との意見を述べており，その後も，2014年２月21日の「日本版プライバシー・コミッ
ショナーの早期創設を求める意見書」において，「官民で管理する個人情報全般の取
扱いを監視・監督する独立した第三者機関（日本版プライバシー・コミッショナー）
が速やかに創設されるべきである。」との意見を述べるなど，官民で管理する個人情
報を第三者機関において監視・監督する必要性を繰り返し表明してきた。

２　個人情報保護委員会の権限の拡大
⑴　2014年設置当初について

個人情報保護委員会は，もともと行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）により，2014年１月１日に特定
個人情報保護委員会として設置された。

そして，特定個人情報保護委員会の設置について，番号法36条においては，「内閣
府設置法第49条第３項の規定に基づいて，特定個人情報保護委員会を置く」（１項），「委
員会は，内閣総理大臣の所管に属する」（２項）とされていた。

また，任務については，「委員会は，国民生活にとっての個人番号その他の特定個
人情報の有用性に配慮しつつ，その適正な取扱いを確保するために必要な個人番号利
用事務等実施者に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを任務とする」と規
定していた。

すなわち，（特定）個人情報保護委員会は，発足当初は，番号法の監督機関にとど
まるものであった。

⑵　2015年改正
しかし，個人情報保護法の2015年改正により，個人情報保護法をも所管する機関と

して，特定個人情報保護委員会は個人情報保護委員会に改組された。そして，同改正
に伴い，番号法「第６章　特定個人情報保護委員会」の規定は，番号法から削除され，
2015年改正後の個人情報保護法に移項されることとなった。これにより，個人情報保
護委員会は，特定個人情報保護委員会として担当していた特定個人情報の適正な取扱
いの確保を図る任務に加え，個人情報全般の適正な取扱いに関する独立した監督機関
としての業務等を任務とすることになった。これは民間事業者に対する監督であり，
従来主務大臣が分野ごとに行っていたものを全て委員会が一元的に行うことになり，
個人情報保護委員会のそれまでの存在意義が大きく変容した。しかし，行政機関につ
いては，総務大臣が行政機関の長に対して法の施行状況の報告を求め，その概要を毎
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年公表するものとされており，委員会に立入検査権などはなく，その監督機能は極め
て不十分であった。

また，個人情報保護法は，その目的について「個人情報の適正かつ効果的な活用が
新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので
あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを
目的とする。」（法１条）と規定し，個人情報保護委員会の任務についても，「委員会は，
個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつ
つ，個人の権利利益を保護するため，個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任
務とする。」（法51条（2020年改正前））と規定している。このように，個人情報保護
法の全般についての独立した監督機関として広範な業務を取り扱うようになる一方
で，個人情報の利活用への配慮も求められることとなった。

委員会の所管事務は，具体的には，①基本方針の策定及び推進に関すること，②個
人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要な
あっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること，③認定個人情報保護団体
に関すること，④特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出につ
いての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること，⑤特定個人
情報保護評価に関すること，⑥個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての
広報及び啓発に関すること，⑦事務を行うために必要な調査及び研究に関すること，
⑧所掌事務に係る国際協力に関すること，⑨法律（法律に基づく命令を含む。）に基
づき委員会に属させられた事務と規定されていた（法61条（2020年改正前））。

⑶　2020年改正
2020年に個人情報保護法が改正され，更に個人情報保護委員会の業務が増大するこ

とになった。
すなわち，①仮名加工情報に関する事業者への監督，②個人関連情報の第三者提供

規制に関する監督，③不適正利用の禁止に関する監督，④海外にある第三者への提供
の制限に関する確認，監督，④漏えい等の報告等に関する監督が追加された。

⑷　2021年改正（2022年４月１日施行分）
2021年改正（2022年４月１日施行分）によって，個人情報保護委員会はこれまでの

業務に加えて，国の行政機関に対する監督等の業務を所管することとされた（デジタ
ル社会形成整備法50条による改正）。国の行政機関の定義としては，個人情報保護法
２条８項で，法律で内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関などと規
定されている。

改正に伴い，総務省所管だった国の行政機関，独立行政法人等（法２条９項。国立
大学法人，国立病院機構，国立研究機関も含む。）における個人情報等についても新
たに監督の対象となった。学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合に
は，個人情報取扱事業者の義務は適用除外とされていたが，例外はあるものの安全管
理措置等の規制は適用され，監督の対象になった。

⑸　2021年改正（2023年４月１日施行分）
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デジタル社会形成整備法51条に基づく，個人情報保護法の2021年改正により，これ
まで各地方公共団体の条例で規律されていた事項についても，原則として国の行政機
関に関する条文がそのまま適用されることとなった。

これに伴い，地方公共団体も個人情報保護委員会の監視対象となる。
改正法では，個人情報保護委員会が，地方公共団体の機関に対して，資料の提出要

求や指導及び助言，勧告等の権限を行使することができるものと規定された23。
⑹　個人情報保護委員会の任務の拡大とその問題点

以上述べてきたとおり，個人情報保護委員会は，その監督・監視対象が，民間，国
の行政機関，地方公共団体と大きく拡大してきており，その内容も極めて高度で専門
的なものになり，個人情報保護委員会の責任範囲は格段に拡大し，監督すべき業務量
は想像を絶するほど増大することになった。一方，個人情報保護委員会の任務は，「行
政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り，並びに個人情報の適正かつ効
果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に
資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を保
護するため，個人情報の適正な取扱いの確保を図ること（個人番号利用事務等実施者
に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。）を任務とする。」（個人情
報保護法131条）と規定されており，本来的任務である「個人情報の保護」以外に，「個
人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊か
な国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮」するこ
とが強調され，まるでこれまでもが任務に含まれているかのように見える。また，所
掌事務として「個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に
関すること。」（同法132条６号）が規定されている。これでは，個人情報保護委員会
が本来果たすべき個人情報の保護についての取組が，弱体化することを懸念せざるを
得ない。

しかも，番号法19条17号により，個人情報保護委員会は，規則を制定して特定個人
情報の提供先を拡大する権限さえ付与されていることからも明らかなように，個人情
報の保護だけではなく，個人情報の利活用を図ることさえその権限とされている。こ
の点は，「取扱いと関連する自然人の基本的な権利及び自由を保障し」（GDPR51条）
と規定し，明確にプライバシー保護のための第三者機関として機能が純化され，基本
権（人権）の保護を監督機関の目的としているGDPRと異なる。

平井卓也デジタル担当大臣（当時）は，デジタル改革関連６法案の審議における国
会答弁で，「（個人情報保護法）第１条は，『個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の
権利利益を保護することを目的とする。』と規定しています。この目的規定は，個人
情報を保護することを当然の前提とした上で，個人情報の保護の実現の方法やそれを
通じて保護する利益を明らかにしたものであって，このように，個人情報の保護は目
的規定においては前提であり，個人情報の保護が適切に行われるように取り組んでい

23 これらの権限は，地方自治法で定める，国による自治体への関与の一般的な権限と同等の内容にすぎない。
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きたいと考えています。」24と答弁するとともに，「個人情報保護法制は個人の権利利
益の保護を最終的な目的として個人情報の保護を行うものである」と答弁している25。
しかし，後述するように，個人情報保護委員会の常勤委員には，個人情報保護に専門
的知見を有する者は１人もいない一方で，委員及び専門委員に「民間企業の実務に関
して十分な知識と経験を有する者」が多数選任されている。これは，「個人情報の保護」
を前提とした上で「個人情報の利活用」を行うという姿勢に欠けていることの証左で
あり，平井大臣の発言は，実質を伴わないものと言える。

早急に，個人情報保護委員会はプライバシー保護に専念する機関として，その存在
目的を設定し直し，任務及び所掌事務は「個人情報の保護」に限定するとともに，調
査権限等を充実させて，プライバシー保護機能を強化するべきである。

３　独立行政委員会として備えるべき機能について
　独立行政委員会として欠かせない要件として，独立性（及び公正性）と専門性が必要
であることに異論はないが，それに加えて，独立行政委員会としての役割を果たすため
の必要な権限が与えられていることが欠かせない26。これらの三つの要素について，制
度面及び運用面の両面から見ていく。
⑴　独立性について

制度面から「独立性」の要となるのが，合議制構成員の地位である。個人情報保護
委員会の委員の任期は５年（132条）とされ，身分保障もされている（133条）ので，
他の独立行政委員会の委員と比べても遜色はない。しかし，個人情報保護委員会は，
政令で定める一定の事情がある場合，個人情報保護法143条１項の規定による権限（報
告徴収及び立入検査の権限）を事業所管大臣に委任することができるとされている（同
法147条１項）。2022年４月現在の個人情報保護委員会の資料27によれば，内閣総理大
臣（内閣府本府）以下各大臣に対して多くの権限委任がされている。2021年改正（2022
年４月１日施行分）によって，個人情報保護委員会はこれまでの業務に加えて，国の
行政機関に対する監督等の業務を所管することとされたところである。現在，監督対
象となった各省庁に対して権限委任を行うことは，後述する権限行使の在り方の問題
としても捉えることができるが，制度面での独立性の観点からも，「利益相反」や適
切な監督権の行使に支障を生じることとなり得るところであるから，見直しが必要で
ある。

次に，運用面からは，職務遂行上の「独立性」を確保する上で重要と考えられるの

24 第204回国会　衆議院内閣委員会会議録第８号（2021年３月12日）20-21頁

25 第204回国会　参議院内閣委員会議事録第13号（2021年４月20日）17頁

26 フランスにおける独立行政機関委員会（les autorites administratives independantes）（略称はAAI）につ
いて，2001年コンセイユ・デタ報告書では，AAIは，「権限（autorite）」，「独立性（independance）」及び

「行政的性格（nature administrative）」の三つの側面から成るとされる。

27 「権限の委任を受ける事業所管大臣，委任しようとする事務の範囲，委任の期間及び報告の期間」個人情
報保護委員会（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kengeninin_R4.pdf）
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が，事務局の体制，人的スタッフの問題28である。累次の法改正にもかかわらず，個
人情報保護委員会の行政機関職員定員令上の職員定員は195人のままである29。監督権
限を適切に行使するためには，個人情報保護委員会の組織を，少なくとも公正取引委
員会30並みに，常時800名程度の職員と各地方事務所を有する組織に拡大強化するこ
とが必要である。公正取引委員会は，2018年度から2022年度まで，毎年総合職として
新規採用で６人又は７人を常に採用しているが，個人情報保護委員会は，総合職を新
規採用では全く採用していない。生え抜き職員の充実に取り組むべきである。また，
個人情報保護委員会は，監督対象である民間企業から18名という多くの職員を受け入
れている（2022年３月現在）。人事院の資料によれば，受け入れている民間企業は，
JR東海，KDDI，NTTドコモ，PwCコンサルティング（２名），イトーキ東光製作所，
サイマル・ビジネスコミュニケーションズ，セブン＆アイ・ホールディングス，トラ
ベラー，みずほ銀行，大和証券，日本IBM，日本ユニシス，日立製作所（２名），富
士通，三井住友海上火災，三菱UFJニコスとなっている31。一方，公正取引委員会は，
市場の取引実態の調査などを行う経済取引局に１名の職員を受け入れているのみであ
り，審査局や犯則審査部等には一切受け入れていない。公正かつ中立的な監督をすべ
き個人情報保護委員会が，このように多くの民間企業から職員の受け入れをしている
ことは，そのこと自体で公正性を疑われる状態になっていると言えるものである。直
ちに民間企業からの受入れを中止すべきである。

⑵　専門性について
制度面からは，個人情報保護法131条１項で「委員会は，委員長及び委員８人をもっ

て組織する。」，２項で「委員のうち４人は，非常勤とする。」とするともに，４項で「委
員長及び委員には，個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のあ
る者，消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者，情報処理技術に関する学
識経験のある者，行政分野に関する学識経験のある者，民間企業の実務に関して十分
な知識と経験を有する者並びに連合組織（地方自治法263条の３第１項の連合組織で
同項の規定による届出をしたものをいう。）の推薦する者が含まれるものとする。」と
されており，六つの分野から委員が選ばれることを個人情報保護法は求めている。

しかし，個人情報の保護について専門的見地から取り組む上で，この六つの分野が
適切なのかが問われるところである。まず，「個人情報の保護及び適正かつ効果的な
活用に関する学識経験のある者」を一つの分野とするのではなく，「個人情報の保護
に関する学識経験のある者」とすべきであり，この分野からは少なくとも複数の者を
選任すべきである。また，「民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者」
ではなく，少なくとも「民間企業において個人情報の保護の実務に関して十分な知識

28 2001年コンセイユ・デタ報告書で，職務遂行上の「独立性」に関して重要視されているのが人的スタッフ
の問題である。

29 2021年７月１日現在の職員数は134人。

30 2022年４月現在の職員数は854人。

31 内閣官房内閣人事局「民間から国への職員の受け入れ状況」
 （https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/jkj_ukeire_r040309.pdf）



第２章　個人情報保護法改正による条例画一化の実情と問題

─ 225 ─

と経験を有する者」とすべきである。2022年７月現在の個人情報保護委員会の常勤委
員（委員長及び委員５人）には，「民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有す
る者」が２人いるにもかかわらず，「個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関
する学識経験のある者」は１人もいない。個人情報の保護を軽視していることが明ら
かとなっている。また，８人の委員のうち３人（うち，常勤委員は２人）が「民間企
業の実務に関して十分な知識と経験を有する者」となっているとともに，専門委員５
人のうち４人が「民間企業の実務に精通している者」として選任されており，著しく
均衡を失している。

次に，運用面からは，現実に専門家が任免されているかどうかが問われる。専門家
でない者を任命する人事は，任命権者や同意権者の意向に沿った職権行使を招くおそ
れがあり，独立性，中立性にも関わる。専門家でない者の任命は，任命権の濫用であ
り，個人情報保護法の遂行を弱めるおそれが大である。

個人情報保護法131条３項は，「委員長及び委員は，人格が高潔で識見の高い者のう
ちから，両議院の同意を得て，内閣総理大臣が任命する。」と規定している。同意権
を有する衆参両議院は，委員長又は委員の候補者が専門資格を有しているか十分審査
すべきであるが，個人情報保護委員会の委員については，従来から，議院運営委員会
及び本会議において，実質的な審議もなく内閣総理大臣の提案が承認されている。日
本の個人情報保護委員会に相当するイギリスのICO（Information Commissioner's 
Office（個人情報保護監督機関 ）） や米国のFTC（Federal Trade Commission（連邦
取引委員会）） の委員は，国会での同意に当たって，候補者からの意見聴取が行われ
ているが，日本では，独立行政委員会のうち，公正取引委員会委員長と原子力規制委
員会委員長のみが，各院の議院運営委員会で所信聴取・質疑を行うこととされている
だけである32。透明性に著しく欠ける手続だと言わざるを得ない。個人情報保護委員
会の重要性に鑑み，任命手続の改善が必要である。

個人情報保護委員会のウェブサイトには，委員長及び委員の経歴のみが掲載されて
いるが，これでは，委員としての専門性があるかどうかについて，外部から判断する
ことが困難である。また，専門委員（うち４人が民間企業の関係者）については，経
歴も一切掲載されていない。専門家としてふさわしい研究論文の実績や専門的な実務
の経験を有することを理解するに足る実績を明確に記載すべきである。

⑶　権限に関して
制度面からは，個人情報保護委員会が本来の独立行政委員会としての機能を果たせ

ていない原因として，委員会が有する権限が十分ではないのではないかという点が以
前から指摘されている。整備法による個人情報保護法の改正によって，個人情報保護
委員会が行政機関に対する監督権限を持つことになった点は一歩前進である。しかし，
個人情報保護委員会の監督権限は，資料の提出及び説明の要求，実地調査，指導及び
助言，勧告にとどまるものであって（改正個人情報保護法153条～156条），行政機関
による濫用をチェックするための権限としては実効的とは言えない。民間部門に対し

32 参議院事務局企画調整室編集・発行「立法と調査No.342」（2013年７月）



第４編　地方自治体における個人情報保護をめぐる問題点

─ 226 ─

ては，立入りや帳簿書類その他の物件の検査権限（同法143条）や命令権限（同法145
条第２項，第３項）を付与しているのと比較して，監督権限が貧弱である。

衆参両議院の各内閣委員会における附帯決議によれば，行政機関等が保有する個人
情報の目的外での利用又は第三者への提供については，その要件である「相当の理由」
及び「特別の理由」の認定を厳格に行うこととし，行政機関等が行った判断の適否を
個人情報保護委員会が監視することとされている。これらの附帯決議では，個人情報
保護委員会による行政機関等の監視に当たっては，資料の提出及び実地調査をちゅう
ちょなく行うとともに，必要があれば，勧告や報告の要求を遅滞なく行うことにより，
監視の実効性を確保することが求められている。しかし，個人情報保護委員会の権限
が勧告にとどまるならば，適正な監督は困難である。個人情報保護法の更なる改正に
より，個人情報保護委員会の行政機関に対する立入調査権や命令権限など33が認めら
れるべきである。

また，個人情報保護委員会による指導監督は，今後は，地方公共団体も対象となる
ため，地方警察をも含む警察情報全般に及ぶことになる。それゆえ，特定有害活動（ス
パイ行為等）や共謀罪捜査の名の下に行われる個人情報の収集やプロファイリングに
対しても，不正を正す徹底した指導監督がなされるべきである。

さらに，「国の安全，外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録す
る個人情報ファイル」や「犯罪の捜査，租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の
調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し，又は取得する個人情報ファイル」
の保有については，個人情報保護委員会への事前通知義務の対象外とし（同法74条２
項１号，２号），個人情報ファイル簿の作成及び公表義務の対象からも外している（同
法75条２項１号）。

この点，先進諸国を見るに，ドイツでは連邦及び州のデータ保護監察官（データ保
護コミッショナー）が，防衛・外交，犯罪捜査等に係る個人データについても立入検
査をして，２年に１回，データベースをチェックし，不正があれば削除を要求するな
ど強い権限を有している（日弁連第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～」399頁以下）。日本におい
ても，個人情報データベースの立入検査などについて，行政機関を対象に加えるべき
である。また，公権力により監視対象とされる個人の私的情報を必要最小限度とする
とともに，公権力が私的情報を収集，検索，分析，利用するための法的権限と行使方
法等を定めた法制度を構築すべきである。

個人情報保護委員会の役割を，個人情報の保護に特化し，個人情報の利活用の業務
は法律から削除すべきである。現行法のままでは，流通するデータの多様化・大容量
化への対応による便利さを強調する余り，プライバシー・個人情報の保護を後退させ
ることが危惧される。

運用面からは，個人情報保護委員会の国会に対する年次報告も，従来のものでは全

33 個人情報保護委員会の国の行政機関に対する命令権限を付与するとともに，地方自治法における国の地方
公共団体への関与のルールを踏まえ，個人情報保護委員会の都道府県及び市町村に対する「是正の要求」
の権限を認めるべきである。
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く不十分である。同委員会による監督が機能しているか否か，ひいては国民のプライ
バシーや個人情報保護が守られているかを確認するためには，年次報告による個人情
報利活用の透明性の確保が必要である。そこで，少なくとも，全ての行政機関につい
ての厳格適正な調査とその結果の詳細な報告が，国会に対してなされる必要がある。
また，その場合，国会の行政監視委員会等がその職責を果たさなければならない。さ
らに，個人情報保護委員会自体も，ウェブサイト等を活用して，より積極的に活動状
況の情報公開を促進すべきである。

⑷　明らかになった問題事例
個人情報保護委員会が権限行使をすべきであるにもかかわらず，適切に行使しなっ

た事例として，個人情報保護委員会のJR東日本への不適切な対応を挙げることがで
きる。2021年７月６日，JR東日本は，公表した「東京2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けた鉄道セキュリティ向上の取り組みについて」という広報資料にお
いて，「新たなセキュリティ対策の取り組み」の一つとして，「不審者・不審物検知機
能（うろつきなどの行動解析，顔認証技術）を有した防犯カメラを導入し，不審者な
どを探索します。」とするとともに，「顔認証技術の導入に当たっては，個人情報保護
委員会事務局にも相談の上，法令に則った措置を講じています。」と述べている34。そ
の後，同年９月になって，駅での出所者の顔認証は中止となった35。個人情報の保護
の観点を欠いた不適切な判断を行っていたと言わざるを得ない。

また，国会で，個人情報の提供に関して同意したが，その後に同意を取り消せるか
について質問されたことに対する答弁で，個人情報保護委員会の其田真理事務局長（当
時）は，「同意の撤回という規定はない。」とし，同意の撤回（取り消し）を認めるか
どうかは法律ではなく，事業者の判断に委ねられていると答弁している36。これは，
個人情報保護法の解釈として適切ではないと言える37。同時に，個人情報保護の意識
の低さとともに，事業者への配慮が個人情報保護よりも優先する姿勢がはしなくも露
呈したものであると思われる。

⑸　小括
以上から，制度面及び運用面から見た場合，個人情報保護委員会には多くの問題が

あることが明らかである。制度的問題の解決ももちろん重要であるが，運営上の問題
が改善されないままに，仮に，委員会の権限が強化された場合，個人情報保護の観点
からは，より事態が悪化することも予想される。制度面から改善を図るとともに，運
用面の問題点の改善を併せて図っていかなければ，個人情報の保護の実効性を高める

34 JR東日本ウェブページ（https://www.jreast.co.jp/press/2021/20210706_ho02.pdf）

35 2021年９月21日付け毎日新聞（https://mainichi.jp/articles/20210921/k00/00m/040/254000c），
 同日付け産経新聞（https://www.sankei.com/article/20210921-Y7S5GNRWORJWBKRIZL5TKZD27E/）ほ

か

36 第201回国会参議院内閣委員会会議録第13号27-28頁（2020年６月４日）

37 宇賀克也氏は，個人情報保護法第16条（目的外利用の同意）の個所の解説で，「本人から利用目的の一部
について同意を取り消す旨の意思表示があった場合には，その後の個人情報の取扱いは，同意が存続して
いる範囲でのみ可能となるのは当然である」（「個人情報保護法の逐条解説（第６版）」136頁（有斐閣，
2018年））としている。前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」にも同様の記述がある。
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ことは到底できない。
個人情報保護委員会が本来のプライバシー保護機能を発揮できる組織となるよう，

政府は，個人情報保護委員会について，独立行政委員会としてのあるべき制度面及び
運用面の改善に速やかに取り組むべきである。

第３　条例改正への対応
１　地方自治体の取組状況～アンケートの分析から

　改正個人情報保護法は，2023年４月１日から全面施行される。各自治体は，上記改正
法の施行日前に住民の意見を聴取するなどした上で，条例改正等の対応をする必要があ
る。
　各自治体における対応状況，準備状況等を把握するため，2021年11月から2022年７月
にかけて，各地の弁護士会で条例改正に関する地方自治体の取組状況について，アンケー
ト調査を実施した。これまでに集計できた分を紹介する。
　なお，神奈川県では，市民団体であるかながわ市民オンブズマンが同様の内容のアン
ケートを実施しており，全自治体の回答を得て集計しているので，その結果を紹介する。
⑴　愛知県弁護士会（2021年11月12日問合せ）

愛知県及び県内の市町村，合計39の自治体に対し，改正法への対応として，個人情
報保護条例における独自性を残すか否かについて，方針が決まっているかを質問した
ところ，35の自治体から回答があった。回答の内訳は，「検討中である」が20，「まだ
検討していない」が14，「特別な検討の必要はないと考えている」が１であった。「独
自性は残さずに対応することに決めた」，「何らかの方法で独自性を残す方向で対応す
ることに決めた」，「その他」は０であった。

回答の時点では，多くの自治体で，まだ方向性が定まっていなかったものと見受け
られる。

⑵　かながわ市民オンブズマン（2022年３月１日集計）
神奈川県及び県内の市町村，合計34の自治体に対し，①改正法への対応に関する取

組状況，②住民の意見を反映させることの予定，③改正法に対応する上での基本的な
姿勢を質問し，34の全ての自治体から回答があった。

①については，「内部での検討と併せて審議会に諮問している」が２，「内部で検討
を進めている」が20，「今後検討したいと考えている」が12であった。「目下のところ
取り組む予定はない」，「その他」は０であった。取組については６割強が検討中であっ
た。

②については，「予定している」が14，「予定していない」が３，「その他」が17であっ
た。「その他」については，未定，検討中等の回答があった。約４割の自治体が住民
の意見を反映させることを予定しているとし，「その他」の中でもパブリックコメン
ト実施に言及している自治体が６あり，関心が高いことがうかがわれた。

③については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が11，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなってもやむを得ないと考える」が２，
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「その他」が20であった。「その他」については，国の解釈に従いながら，個人情報保
護条例の施策を後退させないよう取り組んでいく，等の回答があった。「その他」の
回答も含め，国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得な
い，と回答した自治体は，回答全体の１割未満であった。

⑶　奈良弁護士会（2022年５月20日集計）
奈良県内の39の市町村に対し，①改正法への対応に関する取組状況，②住民の意見

を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時期，④改正法に対
応する上での基本的な姿勢を質問し，25の自治体から回答があった。

①については，「内部で検討を進めている」が11，「今後検討したいと考えている」
が14であった。「個人情報に関する審議会に諮問した」，「目下のところ取り組む予定
はない」，「その他」は０であった。

②については，「予定している」が１，「予定していない」が17，「その他」が７であっ
た。「予定している」と回答した自治体はパブリックコメントの実施を予定しており，

「その他」のうち２は，パブリックコメントを検討しているとの回答だった。パブリッ
クコメント実施に言及する自治体は全体の１割強にとどまった。

③については，「予定している」が11，「未定である」が14であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「９月」が１，「12月」が８，「12月か３月」
が１，「施行期日までに」が１であった。過半数が未定としている一方，予定してい
ると回答した自治体においては８割強が12月までに改正案の提出を予定していた。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が11，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなるのはやむを得ないと考える」が10，

「その他」が４であった。「その他」の回答の中には，施策後退は避けるべきであるが
原則国の解釈を準用していく予定，との回答や，国のガイドラインを元に可能な範囲
で取り組む，国の解釈が示されれば従う，等の回答があった。「その他」の回答も含め，
国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得ないと回答した
自治体は，回答全体の約半数に及んだ。

⑷　旭川弁護士会（2022年５月集計）
旭川地方裁判所管内の52の市町村に対し，①改正法への対応への取組状況，②住民

の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時期，④改正
法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，46の自治体から回答があった。

①については，「内部で検討を進めている」が22（うち２は審議会への諮問予定時
期の回答があった。），「今後検討したいと考えている」が17，「目下のところ取り組む
予定はない」が４，「その他」が３であった。「個人情報に関する審議会に諮問した」
は０であった。「その他」は，順次検討を進めていくとの回答があった。回答の約半
数が内部で検討を進めている，というものであった。

②については，「予定している」が６，「予定していない」が27，「その他」が13であっ
た。「その他」の中にパブリックコメントに直接言及する回答はなく，多くが未定，
検討中，今後検討という回答であった。パブリックコメント実施に言及する自治体は
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回答全体の１割強にとどまった。
③については，「予定している」が32，「未定である」が14であった。「予定している」

との回答の内，具体的な時期については「９月」が１，「９月又は12月」が１，「12月」
又は「12月頃」が15，「12月又は３月」又は「12月～３月」が６，「２月頃」が１，「３
月」が７，「本年度中」が１であった。「予定している」との回答があった内では，12
月ころまでに改正案を提出するとの回答が約半数であった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が９，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなるのはやむを得ないと考える」が21，

「その他」が16であった。「その他」の回答に中には，国の解釈には従うがこれまでの
施策を後退させないよう取り組むとの趣旨の回答が複数あったほか，「法律の範囲内
で独自の保護措置を検討」，「現行規定との間に相違があるため，今後の取組姿勢につ
いては慎重に判断しなければならない」等の回答があった。

国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得ないと回答し
た自治体は，回答全体の約半数に及んだ。

⑸　仙台弁護士会（2022年５月集計）
宮城県及び県内の市町村，合計36の自治体に対し，①改正法への対応への取組状況，

②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時期，
④改正法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，32の自治体から回答があった。

①については，「内部で検討を進めている」が15（うち２は審議会への諮問予定時
期の回答があった。），「今後検討したいと考えている」が13，「目下のところ取り組む
予定はない」が１，「その他」が３であった。「個人情報に関する審議会に諮問した」
は０であった。「その他」は，報告事項として個人情報保護審査会に報告予定，とす
るもののほか，未定という回答があった。

②については，「予定している」が３，「予定していない」が19，「その他」が10であっ
た。「その他」の中にパブリックコメントに直接言及する回答は１であり，多くが未定，
検討中，今後検討という回答であった。パブリックコメント実施に言及する自治体は
回答全体の１割強にとどまった。

③については，「予定している」が17，「未定である」が15であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「９月」が１，「９月又は12月」が２，「11
月」が１，「12月」又は「12月頃」が８，「12月又は２月」が１，「12月又は３月」が３，

「３月」が１であった。「予定している」との回答があったうちでは，12月ころまでに
改正案を提出するとの回答が約３分の２であった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が12，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなるのはやむを得ないと考える」が９，

「その他」が９，本問のみ回答のない自治体が２であった。「その他」の回答の中には，
国の解釈には従うがこれまでの施策を後退させないよう取り組む，適正な個人情報保
護制度の確保に努める，との趣旨の回答が複数あったほか，基本的には国の制度設計
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に沿うが，不具合があれば改定を要望する，等の回答があった。
国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得ないと回答し

た自治体は，回答全体の約３割であった。
⑹　三重弁護士会（2022年６月集計）

三重県及び県内の市町村，合計30の自治体に対し，①改正法への対応への取組状況，
②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時期，
④改正法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，26の自治体から回答があった。

①については，「内部で検討を進めている」が20（うち２は審議会への諮問予定の
回答があった。），「今後検討したいと考えている」が２，「目下のところ取り組む予定
はない」が２，「その他」が２であった。「個人情報に関する審議会に諮問した」は０
であった。「その他」は，個人情報保護審査会に報告予定との回答，未定との回答があっ
た。

②については，「予定している」が２，「予定していない」が15，「その他」が９であっ
た。「その他」の中にパブリックコメントに言及する回答は１であり，多くが未定と
いう回答であった。パブリックコメント実施に言及する自治体は回答全体の１割強に
とどまった。

③については，「予定している」が24，「未定である」が２であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「11月」が３，「12月」が10，「12月又は３
月」が３，「３月」が５，「５月」が３であった。「予定している」との回答があった
内では，12月ころまでに改正案を提出するとの回答が約半数であり，改正法施行後の
５月を予定している自治体が１割強あった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が９，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなるのはやむを得ないと考える」が９，

「その他」が７，複数の回答を選択した自治体が１であった。「その他」の回答の中に
は，国の解釈には従うがこれまでの施策を後退するとは考えていない，との趣旨の回
答が複数あったほか，法の趣旨に反しないよう個人情報保護委員会に確認しながら整
備を進める，国の方針に応じつつ，自治体が定めることが許容できる施策は，これま
での施策を後退させない観点で考えている，等の回答があった。

国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得ないと回答し
た自治体は，回答全体の約４割であった。

⑺　福岡県弁護士会（2022年６月30日集計）
福岡県及び県内の市町村，合計61の自治体に対し，①改正法への対応への取組状況，

②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時期，
④改正法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，50の自治体から回答があった。

①については，「個人情報に関する審議会に諮問した」が２，「内部で検討を進めて
いる」が33，「今後検討したいと考えている」が12，「目下のところ取り組む予定はな
い」が２，「その他」が１であった。「個人情報に関する審議会に諮問した」は，2022
年４月に諮問し同年８月ころ答申予定とするもの，2022年３月22日に諮問し同年秋以
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降に答申予定とするものがあった。「内部で検討を進めている」の中には，審議会へ
の諮問を予定しているとの回答が７あり，諮問予定時期は８月，９月，10月，12月等
の回答があった。「その他」の１件は未定との回答であった。

②については，「予定している」が９，「予定していない」が20，「その他」が21であっ
た。「その他」の中にパブリックコメントに言及する回答は０であり，多くが未定，
検討中，という回答であった。パブリックコメント実施に言及する自治体は回答全体
の１割強にとどまった。

③については，「予定している」が40，「未定である」が10であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「12月」が28，「12月又は３月」が１，「３
月」が10，時期の記載がないものが１であった。「予定している」との回答があった
内では，12月に改正案を提出するとの回答が約７割であった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が21，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなるのはやむを得ないと考える」が８，

「その他」が20，複数の回答を選択した自治体が１であった。「その他」の回答の中に
は，改正法の範囲内で可能な限り現行の条例における規律と同様のものになるよう検
討している，法の解釈を基本としつつ個人情報の保護についてはこれまでどおり厳格
な姿勢を維持し制度の安定的な運用に努める，国の解釈を基本とするが審議会に随時
諮りながら住民目線・行政目線・専門家（法律面）目線で現状及び将来に見合う方向
で対応していく，等の回答があった。

国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得ないと回答し
た自治体は，回答全体の約１割強であった。

⑻　東京弁護士会（2022年７月１日仮集計）
東京都及び都内の市区町村，合計63の自治体に対し，①改正法への対応への取組状

況，②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時
期，④改正法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，53の自治体から回答があった。

①については，「個人情報に関する審議会に諮問した」が９，「内部で検討を進めて
いる」が31，「今後検討したいと考えている」が５，「目下のところ取り組む予定はな
い」が０，「その他」が４，複数回答が２，本問のみ未回答が２であった。「個人情報
に関する審議会に諮問した」は，2021年９月頃に諮問し2022年７月に答申予定とする
もののほか，2022年２月から５月にかけて諮問を行い，７月から10月ころに答申予定
とするものが複数あった。「内部で検討を進めている」の中には，審議会への諮問を
予定しているとの回答が19あり，諮問予定時期は７月から10月頃とする回答が多く
あった。「その他」の中には，審議会に報告を行う旨の回答等があった。

②については，「予定している」が29，「予定していない」が12，「その他」が11，
本問のみ未回答が１であった。「その他」の回答は，多くが未定，検討中，という回
答であった。パブリックコメント実施を予定する自治体は回答全体の５割強であった。

③については，「予定している」が43，「未定である」が10であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「11月」が７，「９月又は12月」が１，「12
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月」が23，「２月」が７，「３月」が１，時期の記載がないものが４であった。「予定
している」との回答があった内では，12月までに改正案を提出するとの回答が約７割
であった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が15，「国の解釈が示されればそれに従う。」が11，「その他」が17，
複数の回答を選択した自治体が10であった。「その他」の回答の中には，住民からの
信頼に基づき，多岐にわたる重要な個人情報を預かり事務事業を行っている立場を十
分認識して，住民の安心の確保を図るとともに，今般の法改正の趣旨を踏まえた対応
を行う，等の回答があった。

国の解釈が示されればそれに従うと回答した自治体は，回答全体の約２割であった。
⑼　札幌弁護士会（2022年７月集計）

北海道及び札幌地方裁判所管内の市町村，合計62の自治体に対し，①改正法への対
応への取組状況，②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案
の議会提出時期，④改正法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，51の自治体から
回答があった。

①については，「個人情報に関する審議会に諮問した」が２，「内部で検討を進めて
いる」が31，「今後検討したいと考えている」が17，「目下のところ取り組む予定はな
い」が１であった。「その他」は０であった。「個人情報に関する審議会に諮問した」は，
いずれも2022年３月に諮問し，６月から７月に答申を受ける，というものであった。「内
部で検討を進めている」の回答のうち，審議会への諮問を予定しているとの回答が10
あり，諮問予定時期は７月から12月頃とする回答が多くあった。回答の６割強が内部
で検討を進めている，というものであった。

②については，「予定している」が10，「予定していない」が34，「その他」が７であっ
た。「その他」の中にパブリックコメントに直接言及する回答が１あったが，多くが
未定，検討中という回答であった。パブリックコメント実施に言及する自治体は回答
全体の約２割であった。

③については，「予定している」が45，「未定である」が６であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「９月」が２，「11月」が１，「11月～12月」
が１，「12月」又は「12月頃」が22，「12月～2月」が１，「12月～３月」が１，「３月」
又は「本年度中」が17であった。「予定している」との回答があったうちでは，12月
頃までに改正案を提出するとの回答が約半数であった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が30，「国の解釈が示されればそれに従う。その結果，これまでの個
人情報保護条例による施策が後退することとなるのはやむを得ないと考える」が13，

「その他」が８であった。「その他」の回答の中には，現行条例の規定と改正法の規定
に大きな差異がないため，現行条例を廃止し手数料条例等の改正で対応する計画であ
る旨の回答や，改正法により統一的な基準設定がなされることで，安全性及び信頼性
の向上が期待されることから，これまでの個人情報保護施策の主旨について継承され
ると考える旨の回答等があった。
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国の解釈に従う結果，これまでの施策が後退するとなってもやむを得ないと回答し
た自治体は，回答全体の約２割５分であった。

⑽　埼玉弁護士会（2022年７月集計）
埼玉県及び県内の市町村，合計64の自治体に対し，①改正法への対応への取組状況，

②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無，③条例改正案の議会提出時期，
④改正法に対応する上での基本的な姿勢を質問し，57の自治体から回答があった。

①については，「個人情報に関する審議会に諮問した」が４，「内部で検討を進めて
いる」が39，「今後検討したいと考えている」が８，「目下のところ取り組む予定はな
い」１，「その他」が４，複数回答が１であった。「個人情報に関する審議会に諮問し
た」は，2022年３月から５月にかけて諮問し，６月から８月ころにかけて答申予定と
するものがあった。「内部で検討を進めている」の中には，審議会への諮問予定時期
についての回答が21あり，７月から10月頃とする回答が多くあった。「その他」の中
には，審査会から意見を聴取した旨の回答や，審議会に報告を行う旨の回答等があっ
た。

②については，「予定している」が14，「予定していない」が27，「その他」が15，
本問のみ未回答が１であった。「その他」の回答は，公募委員等の意見を聴く旨の回
答があったほか，多くが未定，検討中，という回答であった。パブリックコメント実
施を予定する自治体は回答全体の２割強であった。

③については，「予定している」が50，「未定である」が７であった。「予定している」
との回答のうち，具体的な時期については「11月」が１，「12月」が43，「12月又は３
月」が２，「３月」が３，「令和４年度後半」が１であった。「予定している」との回
答があったうちでは，12月までに改正案を提出するとの回答が約９割であった。

④については，「これまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観
点で取り組む」が27，「国の解釈が示されればそれに従う。」が10，「その他」が18，
本問のみ未回答が２であった。「その他」の回答の中には，法の規定の範囲内で，こ
れまでの個人情報保護条例による施策を後退させないという観点で取り組む，国の解
釈には従うが，これまでの施策を後退させない観点で検討する旨の回答等があった。

国の解釈が示されればそれに従うと回答した自治体は，回答全体の約２割であった。
⑾　アンケート結果の分析

以上のアンケート結果によれば，①改正法への対応への取組状況は，アンケートの
回答時期によるばらつきが見られたが，おおむね回答のあった自治体の１割から２割
程度の自治体において，審議会への諮問を既に行い，又は，行う予定としていた。ほ
かには審議会の意見を聴く，審議会に報告する，との回答が見受けられた。

一方，「目下のところ取り組む予定はない」と回答した自治体が少数ながらあった。
個人情報保護条例の改正等に対して意見を述べることは審議会の中心的な課題であ

るにもかかわらず，審議会への諮問を行うとの回答が１～２割程度にとどまった。改
正法に基づく条例改正であることを理由に諮問を見送った可能性もある。しかし，個
人情報保護条例を改正するに際し，自治体が自ら判断すべき事項も多くあるほか，条
例改正が住民に与える影響も大きい。以上のことからすれば，審議会への諮問を行う
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との回答が１～２割程度にとどまったことは問題である。
次に，②住民の意見を反映させる機会を設ける予定の有無については，「予定して

いる」との回答は，東京都が５割強，神奈川県が約４割と突出して高かったほかは，
いずれも１割強から２割強の範囲内であった。個人情報保護は住民に直接，間接に影
響を与えるものであり，自治体がどのような条例を定めるかを決める上で，住民の意
見を反映させることが必要である。それにもかかわらず，多くの地域で，住民の意見
を反映させる機会を設ける予定との回答が１割強から２割強にとどまったことは問題
である。

③条例改正案の議会提出時期については，「予定している」との回答のうち，約５
割から９割が2022年12月までに改正案を提出する，という回答であった。一方で「未
定である」との回答は，５月中に集計した自治体では３割から５割程度，６月以降に
集計した自治体では１割から２割程度あった。他方，2023年２月や３月，2022年度内
に改正する，との回答が約１割から３割あった。

2022年12月までに改正案を提出するという回答も，その多くは12月に提出するとい
うものであり，2023年２月又は３月に予定していると回答した自治体も少なからず
あった。

改正法は2023年４月１日から施行されることから，2022年12月やそれ以降に改正案
を提出したのでは，地方議会における充実した議論のための時間や，条例改正後の準
備期間が十分に確保できない。また，住民に対する施行までの周知期間も十分に確保
できないことから，問題である。

④改正法に対応する上での基本的な姿勢について，「これまでの個人情報保護条例
による施策を後退させないという観点で取り組む」との回答は約２割から６割であっ
た。一方，「国の解釈が示されればそれに従う」との回答を選択した自治体は約１割
から５割であった。前記第２章第１・１で論じたとおり，自治体には個人情報保護法
の自律的，自主的な法解釈権があるのであるから，国の解釈にただ従うのではなく，
自治体が自ら判断すべきである。

また，当該項目では「その他」を選択した自治体も多く，その中では，国の解釈に
従いながら個人情報保護の水準を後退させないという観点で検討を進める旨，回答し
た自治体が複数あった。一方で，改正法の統一基準に従うことにより安全性・信頼性
が向上する，改正法と現行条例に差異がないため現行条例を廃止する予定等の回答も
あった。

改正法に対して問題意識を持ち，法律の範囲内で個人情報保護の水準を維持しよう
とする自治体と，改正法で統一基準となることを無批判に受け入れている自治体とが
あり，改正法に対する向き合い方に大きな差異が見られた。

２　問題点についての国の見解と地方自治体の方針
　ここでは，これまでに公表された個人情報保護に関する審議会の答申あるいは答申の
素案，条例概要などから，主な論点についての地方自治体の姿勢を紹介する。
⑴　死者に関する情報

死者に関する情報は，個人情報の定義が「生存する個人に関する情報であって」（法
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２条１項柱書）とされており，個人情報に含まれない。しかし，前記第２章第１・５
⑶のとおり，「死者に関する情報」は個人情報の定義の個所ではなく，適正管理・開
示等の内容として位置付けるべきである。

地方公共団体の条例の半数以上（都道府県の62％，市区町村の54％）が死者に関す
る情報を個人情報に含めており，死者に関する情報を法律上の保護の対象とすべき，
との意見が示されている（総務省「地方公共団体の情報保護制度の在り方検討に関す
る調査結果」（2020年11月））。
「規律の考え方」は，「令和３年改正法の個人情報保護に関する全国共通ルールを法

律で定めるという目的に鑑み，現状，地方公共団体の条例において見られるような死
者に関する情報を条例により個人情報に含めて規律することは，改正後の個人情報保
護法の下では許容されない。」としている。
「個人情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ（行政機関等編）（令和４年２月（令

和４年４月更新））」（以下「Ｑ＆Ａ」という。）では，「一方で，死者に関する情報の
取扱いについて，個人情報保護制度とは別の制度として，条例で定めることは妨げら
れません。」として，死者に関する情報の取扱いを条例で別に定めることは許容して
いる。

自治体の方針に関し，京都市情報公開・個人情報保護審議会が2022年６月に公表し
た「京都市における個人情報保護制度の見直しについて答申（素案）」（以下「京都市
答申素案」という。）では，現行条例では「死者に関する情報」についても「個人情報」
に含まれるものとして運用されていたところ，改正法施行後は，死者に関する情報の
取扱いに関し「請求者自身の個人情報として捉えることが妥当である事案もあるため，
開示請求手続等について運用面での手当が必要です。」との意見が示され，その理由
を「『死者に関する情報』には，請求者自身の個人情報であると捉えることがふさわ
しい情報や，社会通念上請求者自身の個人情報とみなせるほど密接な関係がある情報
が含まれていることがあり，開示請求等への対応について，要綱等の整備により，取
扱いを定めていくことが重要です。」としている。

神奈川県藤沢市が2022年６月にパブリックコメントの実施に際して公表した「藤沢
市個人情報の保護に関する法律施行条例の概要」（以下「藤沢市条例概要」という。）
では，「現行の個人情報保護条例では生死の区分がありませんが，今後は，死者の情
報は，個人情報の定義からは外れることになります。ただし，死者に関する情報のう
ち，当該情報が生存する遺族等の個人に関する情報でもある場合には，『生存する個
人に関する情報（個人情報）』として保護の対象となります。」としている。

他には，死者の情報が遺族にとっての個人情報に該当する場合に保護対象となるこ
とから，現在の取扱いと変更はなく，死者の情報について独自の規定は設けない，と
する自治体があった。

⑵　地方議会の対応
行政機関等の定義において「地方公共団体の機関（議会を除く。）」（法２条11項２号）

とされていることから，地方議会は法の適用対象から除外されている。
「規律の考え方」は，「地方公共団体の議会は，基本的に地方公共団体の機関の対象
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から除外され，法第５章が規定する行政機関等の個人情報の取扱いに係る義務等に関
する規律の適用対象とされておらず，国会や裁判所と同様に自律的な対応のもと個人
情報保護が適切に行われることが期待される。」としている。

これに対しては，地方公共団体の議会が改正法の適用対象から除かれることに伴い，
これまで議会と行政機関が同一内容の条例の適用を受けている多くの地方公共団体に
おいて，大きな混乱が生じるおそれがある，との意見が示されている（日弁連「地方
自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」（2021
年11月16日）。以下「日弁連意見書」という。）

また，前記第２章第１・５⑴のとおり，地方議会は，長の行政について議事を行う
機関であって，国会とは異なっており，国会や裁判所と「同様の機関」と位置付けて
適用対象から除外することは誤りである。

自治体の方針に関し，神奈川県情報公開・個人情報保護審議会が2022年５月30日に
答申した「個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う個人情報保護制度及び情報公
開制度における対応について（答申）」（以下「神奈川県答申」という。）では，「これ
まで議会が個人情報保護条例に規定する『実施機関』の一つとして，条例の規律に服
していたことに鑑みれば，改正個人情報保護法施行後においても，議会における個人
情報の適切な取扱いが引き続き確保されるよう，対応を行う必要があると考えられ
る。」，「そのため，議会においても，条例等の規律により，個人情報の取扱いに係る
必要な保護措置を定めることが適当である。」としている。

京都市答申素案では，現行条例において議会は実施機関として位置付けられている
ことから，「現行条例と同じ実施機関を，新条例の適用対象として規定することを検
討することが適当です。」との意見が示され，その理由を「適用対象外となる実施機
関の自律的な判断によるのが大前提ですが，地方公共団体と議会の個人情報保護の仕
組みは，一体のルールで実施されることが，市民にとってわかりやすいと考えます。」
としている。

⑶　条例要配慮個人情報
条例要配慮個人情報は，地方公共団体等が保有する個人情報のうち，「地域の特性

その他の事情に応じて，本人に対する不当な差別，偏見その他の不利益が生じないよ
うにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が
含まれる個人情報」と定義される（法60条５項）。
「規律の考え方」は，「令和３年改正法の個人情報保護に関する全国共通ルールを法

律で定めるという目的に鑑み，法の規律を超えて，地方公共団体による取得や提供等
に関する独自の規律を追加することや，民間の個人情報取扱事業者等における取扱い
を対象に固有の規律を設ける等の対応は，許容されない。」としている。

これに対しては，要配慮個人情報（の規制）を一律に否定することは，地方公共団
体の判断を不当に制約する解釈であり，改めるべきである。また，不当な解釈をもた
らす改正法の規定は，速やかに改正するべきである，との意見が示されている（日弁
連意見書）。

また，前記第２章第１・５⑷のとおり，従来，圧倒的多数の地方公共団体が，地域
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の特性に合わせたセンシティブ情報について，条例で本人の同意なしの取得を禁止し
てきたのであり，抽象的に，独自の規律を追加することや固有の規律を設けることが
許されない，との記述は法解釈として間違っている。

自治体の方針に関しては，神奈川県答申では「条例要配慮個人情報の規定に当たっ
ては，本県において本人に対する不当な差別，偏見その他の不利益が生じている事実
やそのおそれがあるもの，その事実に係る本県の独自の事情や他の法令等における差
別や権利利益の侵害の禁止の状況等の立法事実を確認するとともに，これに基づく適
切な規定範囲を検討し，特に配慮を要する個人情報であることを条例で明示すること
により，差別や偏見等に対する個人の権利利益の保護についての本県の認識が高まり，
適切に取り扱うための効果が大きいといえるか否かを総合的に考慮し，規定の要否の
判断を行うことが適当である。また，本県における新たな施策や社会状況の変化等を
踏まえて，随時，規定の検討を行うことが望ましい。」としている。

京都市答申素案では，「改正法で現行条例に相当する定義がされているため，新条
例で特段の手当を講じる必要はありません。」との意見が示されている。

横浜市個人情報保護審議会が2022年６月24日に公表した「『横浜市個人情報の保護
に関する条例』の改正について≪中間取りまとめ≫」では，条例要配慮個人情報に関
し，「LGBT等の性的少数者」の情報について検討を行った上で，人の性的指向及び
性自認が多様性に富んでおり，どの範囲をもって性的少数者の情報とするかは極めて
困難とする一方，性的指向や性自認の情報を所掌事務等に関係なく保有することはな
い，として，「条例要配慮個人情報を新保護条例に規定する必要はない。」とした。

他には，①現行条例に規定されているものは改正法に規定されているため条例要配
慮個人情報は規定しないとする案と，②自治体の特性と考えられるものについて条例
要配慮個人情報を規定するとする案の２案を検討している自治体があった。

⑷　オンライン結合
オンライン結合の制限は，通信回線を通じた電子計算機の結合による個人情報の提

供について制限するものであり，地方公共団体の条例の多く（都道府県の91％，市区
町村の74％）が，こうした制限規定を設けている（総務省「地方公共団体の情報保護
制度の在り方検討に関する調査結果」（2020年11月））。
「規律の考え方」は，「改正後の個人情報保護法においては，オンライン化や電子化

を伴う個人情報の取扱いのみに着目した特則を設けておらず，法が求める安全管理措
置義務等を通じて，安全性確保を実現することとしており，条例でオンライン化や電
子化を伴う個人情報の取扱いを特に制限することは許容されない。」としている。

これに対しては，「オンライン結合の規制を一律に否定することは，地方公共団体
の判断を不当に制約する解釈であり，改めるべきである。また，不当な解釈をもたら
す改正法の規定は，速やかに改正するべきである。」との意見が示されている（日弁
連意見書）。

また，オンライン結合に関する審議会の審議が，情報保護評価類似の機能を有する
点に鑑みれば，これを全く不要なものとして排除してしまうことには大きな疑問が存
する，とされている（宇賀克也編著，宍戸常寿・髙野祥一著「法改正に対応すべき実
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務がわかる！　自治体職員のための2021年改正個人情報保護法解説」155頁（第一法規，
2021年））。

自治体の方針に関しては，神奈川県答申では，上述のとおり，電磁的方法による提
供の制限について条例で個別に規定することが許容されない，とされていることを踏
まえ，「改正個人情報保護法における個人情報の取扱いに関する義務を厳守するとと
もに，同法に従った制度運用にも万全を期し，県において専門的な知見に基づく判断
が特に必要であると認めるときには本審議会へ諮問を行う等，引き続き本人の権利利
益の保護が十分に確保されるよう，必要な対応をとることが適当である。」としている。

京都市答申素案では，「改正法第２条第３項で規定されている，要配慮個人情報を
電子計算機で処理するとき，その取り扱う個人情報が思想，信条や犯罪に関するもの
等，とりわけ配慮が必要と認められる場合は，審議会が関与することを新条例で義務
付ける必要があります。」との意見が示され，その理由を「上記の個人情報の電子計
算機処理については，より慎重な取扱いが求められますので，現行条例と同様に，審
議会の関与の仕組みを残すことが必要です。」としている。

⑸　行政機関等匿名加工情報
行政機関等匿名加工情報について，行政機関の長等は，規則で定めるところにより，

定期的に，個人情報ファイルについて，行政機関等匿名加工情報をその用に供して行
う事業に関する提案を募集するものとする，と定められている（法111条，112条）。
「規律の考え方」は，「地方公共団体の機関及び地方独立行政法人（規律移行法人を

含む。）に関しても，国の行政機関及び独立行政法人等と同様の規律が適用されるこ
とになるが，改正後の附則第７条（第50条の規定の施行に伴う経過措置）の規定によ
り，当分の間は都道府県及び指定都市のみに提案募集を義務付けることとする。」と
している。

これに対しては，「行政機関等匿名加工情報の導入を義務付ける解釈は，地方公共
団体の判断を不当に制約する解釈であり，改めるべきである。また，不当な解釈をも
たらす改正法の規定は，速やかに改正するべきである。」（日弁連意見書）との意見が
示されている。

自治体の方針に関して，京都市答申素案では「行政機関等匿名加工情報の提供状況
について，審議会への報告を新条例で義務付けることが適当です。」，「作成済みの行
政機関等匿名加工情報等については，京都市情報公開条例の非公開情報に追加するこ
とが適当です。」等の意見が示されている。そして，その理由は「行政機関等匿名加
工情報制度は，先行して導入している国や地方公共団体でも実績が乏しく，審議会で
運用状況を検証することにより，適宜，運用方法を見直し，利用しやすい制度を構築
していく必要があります。」，「作成済みの行政機関等匿名加工情報や削除情報につい
て，国の情報公開制度においても非公開情報として取り扱われており，京都市の情報
公開制度に基づく開示を認めてしまうと，改正法が予定していない利用が行われる可
能性があることから，京都市情報公開条例の非公開情報に追加する必要があります。」
とされている。

藤沢市条例概要では，「個人情報を復元できないよう加工した『行政機関等匿名加
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工情報』については，法に基づき，都道府県及び政令指定都市において外部提供が開
始されます。ただし，その他の市町村については，当分の間，外部提供は任意で，義
務を課せられておりません。そのため，藤沢市では，提供の開始時期について検討し
てまいります。」としている。

⑹　個人情報ファイル簿と個人情報事務取扱簿
個人情報ファイル簿と個人情報事務取扱簿について，「規律の考え方」は，「個人情

報ファイル簿の作成及び公表に関する規律について，改正前の行政機関個人情報保護
法の相当する規定の解釈運用を原則として踏襲する。現状，地方公共団体の条例に基
づき運用されている『個人情報取扱事務登録簿』に関する運用については，令和３年
改正法の施行後も，各地方公共団体が条例で定めを置くことにより，同様の運用を継
続することができる（法75条５項）。」としている。

これに対しては，「個人情報ファイル簿の作成・公表の義務付けとその一方での広
範な例外事由（従前の地方公共団体の個人情報取扱事務登録簿等を併用することも認
めるが，実際には広範な例外規定がある国の個人情報ファイル簿に統一しようとする
もの）は，現行の多くの個人情報保護条例より制度を後退させるものである。」との
意見が示されている（日弁連意見書）。

自治体の方針に関して，神奈川県答申では，現在，作成・公表している個人情報事
務取扱簿の継続をすべき，との考え方の一方，個人情報ファイル簿との重複に伴う非
効率性，データ利活用の有用性等を踏まえ，「必要に応じて事務の効率化を勘案した
見直し等を行いつつ，条例に規定して個人情報事務登録簿の作成等を継続するか，個
人情報ファイル簿をある程度法定の範囲を超えて作成することが望ましい。」とした。
さらに「それらが困難である場合には，これまで個人情報保護条例において個人情報
事務登録簿の作成対象であった，本人の数1,000人未満の範囲についても，個人情報
事務登録簿か，これに類する帳票等を，規程等に明記して作成・公表することなどに
より，内部チェック機能や，県民等による自己に関する情報の所在や内容の確認機能
等による個人情報の適正な取扱いが引き続き確保されるよう，必要な対応を行うこと
が適当である。」としている。

京都市答申素案では，「現行条例の個人情報事務目録の作成・公表から改正法の個
人情報ファイル簿の作成・公表の制度に移行することが適当です。」，「庁内各部署で
個人情報ファイルを保有する時は，現行条例の個人情報事務の届出と同様に，引き続
き市長への届出の義務を新条例で課すことが適当です。」，「個人情報ファイル簿には，
目的外に提供する場合の提供先の記載義務を新条例で課すことが適当です。」，「なお，
条例事項ではありませんが，本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイルの保有
の有無等についても，一元的に把握できるよう，個人情報ファイルを網羅した一覧表
を作成して個人情報ファイル簿に添付するなど，その公表方法を工夫してください。」
との意見が示された。その理由は，「現行条例と同様に実施機関における個人情報ファ
イルの保有状況を一元的に把握するため，市長への届出義務は必要です。」，「個人情
報の目的外の利用・提供について，提供先を公表し，透明性を持たせることが望まし
いと考えます。」，「これまで個人情報取扱事務目録を公開していた経緯を踏まえると，
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改正法の対象外である，本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルの有無も併せて
一覧できることが望ましく，その公表方法を工夫してください。」としている。

藤沢市条例概要では，「法では，市の個人情報の利用状況について，国の機関と同
様に『個人情報ファイル簿』を作成して公表することを定めています。これに伴い，
現在同様の役割を担っている『個人情報取扱事務登録簿』を廃止し，個人情報ファイ
ル簿による公表に変更する予定です。」としている。

北海道が公表した「『個人情報の保護に関する法律施行条例（仮称）』（素案）につ
いて」では，「法において作成義務のない1,000人未満の個人情報の保有の状況に関す
る事項を記載した帳簿（個人情報取扱事務登録簿）を作成することとします。」とし
ている。

ほかには，①個人情報ファイル簿は本人が1,000人以上のものについて作成し，個
人情報取扱事務登録簿は作成しないとする案，②個人情報ファイル簿は本人が1,000
人以上のものについて作成し，それに加えて，個人情報取扱事務登録簿を作成すると
する案，③個人情報ファイル簿は本人が1,000人以上のもののほか，一定数以上1,000
人未満のものについても作成し，個人情報取扱事務登録簿は作成しないとする案の３
案を検討している自治体があった。

⑺　審議会の権限，体制
審議会の権限について，法は「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知

見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは，審議会その他の合議制
の機関に諮問することができる。」としている（法129条）。この点については，前記
第２章第１・５⑺のとおり，「特に必要な場合」の判断も，個人情報保護法の解釈権
を有する地方公共団体の判断を尊重すべきである。
「規律の考え方」は，「改正後の個人情報保護法においては，個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが『特に必要である』場合に
限って，審議会等に諮問することができることとしており，個人情報の取得，利用，
提供，オンライン結合等について，類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定
めることは，今回の法改正の趣旨に照らして許容されない。」としている。

また，Ｑ＆Ａでは，諮問が想定される場合として，次の例が挙げられている。
・定型的な案件の取扱いについて，専門的知見に基づく意見を踏まえて国の法令やガ

イドラインに従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで個人情報の適正
かつ効果的な活用が図られる場合

・地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の個人情報
保護に関する施策を実施する場合で，地域の代表者や有識者等からの意見を聴取す
ることが特に必要である場合

・法施行条例の改正（法に委任規定のあるもの等）に当たり，地域の代表者や有識者
等からの意見を聴取することが特に必要である場合
一方，Ｑ＆Ａでは，「例えば，法第69条第２項第２号及び第３号（保有個人情報の

目的外利用・提供）に規定する『相当の理由があるとき』に該当するか否かについて，
『典型的な事例』について審議会へ諮問し，審議会から答申を得ることは，『特に必要
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であると認める場合』には該当しない」，としている。また，「地方公共団体が（審議
会等の）調査等を受けることを事実上の要件としたり，審議会の意見を尊重すること
を義務として定めるような法施行条例の規定を設けることはできない」（丸括弧内は
追記。）としている。

これに対しては，「審議会の役割や構成を制限することは，地方公共団体の判断を
不当に制約する解釈であり，改めるべきである。また，不当な解釈をもたらす改正法
の規定は，速やかに改正するべきである。」との意見が示されている（日弁連意見書）。

また，「地方公共団体が個別の個人情報の取扱いの判断に際して審議会等に意見を
聴くことは，個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴
くことが特に必要であると認められる以上違法ではないと解され，この問題について
は，改正法施行に際してのガイドライン等の内容を踏まえ，個人情報保護委員会がど
のように地方公共団体等の当該制度運用に対して関与を行うのかを注視していく必要
があると思われる。」（宇賀克也編著，宍戸常寿・髙野祥一著「法改正に対応すべき実
務がわかる！　自治体職員のための2021年改正個人情報保護法解説」222頁（第一法規，
2021年））とされている。

自治体の方針に関しては，神奈川県答申では，「改正個人情報保護法施行後におい
ては，個人情報保護委員会による地方公共団体の監視も始まるところではあるが，こ
れまでの県の施策との継続性を確保し，個人の権利・利益の保護を全うしつつ，県の
施策を実施していくにあたり，審議会は引き続き重要な役割を果たすものと考えられ
る。」として，「そのため，県として，専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必
要であると認める場合には，確実に審議会の意見を聴くことができるよう，条例で適
切に規定をすることが適当である。」とした。

京都市答申素案では，「高度な専門性や市民感覚を踏まえた視点を確保するために，
改正法の趣旨に基づく審議会の位置付けを，新条例で規定することが必要です。」と
の意見が示され，その理由を「審議会は多数の学識経験者が参加していると同時に，
市民公募委員も参加しており，市民の目線でも適正な運用がなされているか検証がな
されています。このような第三者機関としての審議会の役割に鑑み，専門的な知見が
求められる事案や難しい判断を必要とする事案については審議会に意見聴取すること
が必要です。」，「個人情報保護制度の運用状況を事後的に検証するため，存否応答拒
否を行った場合や裁量的開示（不開示情報を開示した場合），行政機関等匿名加工情
報の提供状況等を審議会等に報告する仕組みが必要です。」としている。

ほかには，①個人情報の保護に関する事項について諮問できる規定を置く（想定さ
れる諮問案件は，匿名加工情報の提案審査の基準，権利濫用に当たるかどうかの基準。）
とする案と，②審議会に諮問できる規定は置かないとする案の２案を検討している自
治体があった。

⑻　まとめ
自治体において，条例改正に向けての方向性が取りまとめられ，公表するに至って

いるところは，現時点（2022年７月）においても多くはない。ここで紹介した答申あ
るいはその素案などからは，地方自治を制約する国の解釈に対して一定の主体性を
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持って取り組もうとする姿勢がうかがわれるところもあるが，総じて，国に抗し切れ
ずにいるという印象が強い。現時点でも見解をまとめられずにいる多くの自治体がど
のような選択をするかは注視していく必要がある。安易に国の考え方に追従すること
なく，地域における個人情報保護施策を実施する責務を果たすという自覚を持って，
法改正への対応に取り組むことを期待する。
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第３章　自治体情報システムの標準化・共同化

第１　自治体情報システムの標準化・共同化の経緯
最初に全国的な情報ネットワークが構築されたのは，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。）である。住基ネットは，市町村と都道府県，そして指
定情報処理機関である㈶地方自治情報センターの本人確認情報（氏名，生年月日，性別，
住所，新たに全国民にふられる11桁の住民票コード及びそれらの変更情報）を記録・保存
したコンピューター（サーバー）を電気通信回線（IP－VPN：仮想専用線）で結ぶこと
により，国民の本人確認情報を自治体や政府機関が，必要に応じて利用できるようにする
システムである。住基ネットは，「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（1999年８月12
日成立）に基づき構築されたもので，「総合行政ネットワーク（LGWAN）」とともに，政
府が2003年に実現を目指す電子政府・電子自治体の基盤となるネットワークシステムとし
て位置付けられ（e-Japan戦略（2001年１月）），2002年８月５日に稼働を開始した。

2016年12月には「官民データ活用推進基本法」が施行され，データの流通環境を整備す
ること，手続のオンライン利用を原則化すること，といった各施策が取組として義務付け
られ，続いて，同法及びこれに関連する法律に基づく取組を具体化するため，2017年５月
に「デジタル宣言・官民データ計画」が策定された。同計画で特に重点分野とされていた
のがデジタル・ガバメント分野で，同分野における取組に関して「デジタル・ガバメント
推進方針」が策定され，国民や事業者の利便性を向上することに重点を置き，デジタルを
前提とした行政の見直しが進められることとなった。

そして，デジタル・ガバメントの方向性を具体化するための計画が，2018年に策定され
た「デジタル・ガバメント実行計画」である。同計画では，国や地方公共団体のためだけ
の計画にとどまることなく，国民や民間の事業者など，社会全体に影響を及ぼすものとし
て機能することを目指すこととされた。

一方，自治体においては，住基ネットと結び付いた様々なシステムが稼働していき，情
報システムへの依存が高まっていくとともに，国の制度改正への対応の迅速性が求められ
る中で，情報システムの標準化の必要性が高まってきた。標準化の手始めとして，2019年
８月に，総務省は，「自治体システム等標準化検討会」を設置し，住民基本台帳分野にお
ける自治体の情報システムや様式・帳票の標準化について検討を開始した。そして，標準
仕様書の第１号として，2020年９月11日には，「住民記録システム標準仕様書［第1.0版］」
が公表された。

国は，2018年の「デジタル・ガバメント実行計画」の改訂版を2020年12月25日に閣議決
定し，自治体の基幹系17業務について，標準仕様書（共通要件，機能要件の基準等）を
2022年夏頃までに作成すること，目標時期を2025年度として，各事業者が標準仕様に準拠
して開発したシステムを地方公共団体が利用することを目指すことが示された。同計画改
訂版においては，「我が国の地方公共団体全体のデジタル・ガバメント構築を進めるため
には，地方公共団体のデジタル・ガバメントを支える情報システム等を個別に整備するこ
とは非効率であることから，今後は，地方公共団体における情報システム等の共同利用を
推進していくべきである」とされ，「地方公共団体における情報システム等の共同利用，
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手続の簡素化，迅速化，行政の効率化等を推進するため，地方公共団体の業務プロセス・
情報システムの標準化に取り組む」との方針が示されている。これを踏まえて，2021年通
常国会にデジタル改革関連６法案が提出され，同法案に含まれるデジタル社会基本法及び
標準化法が同年５月に成立した。

政府は，2021年，標準準拠システムへの円滑な移行に資するよう，自治体において共通
して想定される標準化・共通化の作業手順等をまとめた「自治体情報システムの標準化・
共通化に係る手順書［第1.0版］」を公表した。ここでは，標準化対象システムについて，
関係府省において標準仕様書を作成した上で，各ベンダーが標準準拠システムを全国規模
のクラウド（ガバメントクラウド）に構築し，当該システムを各自治体が利用する姿を目
指すこととしている。

そして，2021年９月１日には，デジタル庁が発足し，自治体情報システムの標準化・共
同化を推進する業務を担うこととなった。2022年１月には，標準化法に基づき，「地方公
共団体情報システムの標準化に関する法律第２条第１項に規定する標準化対象事務を定め
る政令」（以下「標準化対象事務政令」という。）が制定された。標準化法制定時は，標準
化対象事務である基幹系業務は，児童手当，住民基本台帳，選挙人名簿管理，固定資産税，
個人住民税，法人住民税，軽自動車税，就学，国民健康保険，国民年金，障害者福祉，後
期高齢者医療，介護保険，生活保護，健康管理，児童扶養手当，子ども・子育て支援の17
業務が想定されていたが，標準化対象事務政令では，17業務に加え，「戸籍」「戸籍附票」「印
鑑登録」が対象業務に追加され，20業務が指定された。

2022年６月７日，これまでのデジタル・ガバメント実行計画を集約する形で，「デジタ
ル社会の実現に向けた重点計画」（以下「重点計画」という。）が閣議決定された。ここで
は，自治体情報システムの標準化・共同化に向けた作業行程について，「基幹業務システ
ムを利用する原則全ての地方公共団体が，目標時期である令和７年度（2025年度）までに，
ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行できるよう，その環境を整備
することとし，その取組に当たっては，地方公共団体の意見を丁寧に聴いて進める。具体
的には，基本方針の案や標準仕様書等の概要や案を令和４年（2022年）４月以降順次提示
し，地方公共団体や事業者等に意見を求めながら，関係者間の統一・標準化に関する認識
を合わせ，適切な費用での円滑な移行へ向けた実務上の課題を整理した上で，標準準拠シ
ステムへの移行に関し，事業者等に対する調査を行い，地方公共団体の意見を丁寧に聴き
ながら，令和４年（2022年）夏を目途に標準準拠システムへの移行の在り方について定め
ることとする。」（111頁）とされた。また，標準化に関しては，「デジタル庁は情報システ
ム整備方針との整合性の確保の観点から，総務省は地方公共団体との連絡調整の観点から，
標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する府省庁とともに，地方公共団体情報システ
ム標準化基本方針の案を策定し，関係行政機関の長に協議し，全国知事会・全国市長会・
全国町村会から意見聴取を行った上で，令和４年（2022年）夏を目途に定める。」（112頁），
共同化に関しては，「ガバメントクラウド上に構築することができるシステムや，ガバメ
ントクラウドの利用方法，責任分界の考え方等について，『地方公共団体の基幹業務シス
テムのガバメントクラウドの利用に関する基準』を，令和４年（2022年）夏を目途に策定
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する。」（113頁）とされた38。
重点計画に対して，2022年５月26日，全国市長会は，「デジタル社会の実現に向けた重

点計画に関する意見」をデジタル庁に提出した。ここでは，「各都市自治体における住民
記録や地方税，福祉などの基幹業務システムについて，令和７年度を目標に，ガバメント
クラウド上に構築されたシステムへ移行し，統一・標準化を目指すとしているが，都市自
治体ごとにシステムの整備状況や更新時期が様々であり，移行にかかる前提条件が異なる
ことを踏まえ，人材面や財政面等に不安を抱える地方の実情に応じた柔軟な支援を確実に
行うこと。」とした上で，「特に，統一・標準化が自治体独自で実施している施策継続の弊
害とならないよう，地域特性を踏まえた対応が可能となる制度とすること。」を求めてい
る39。

2022年１月に発足した第33次地方制度調査会においても，内閣総理大臣から，「社会全
体におけるデジタル・トランスフォーメーションの進展及び新型コロナウイルス感染症対
応で直面した課題等を踏まえ，ポストコロナの経済社会に的確に対応する観点から，国と
地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係その他の必要な地方制度のあり方について，
調査審議を求める」との諮問がなされ，自治体情報システムの標準化・共同化を含む諸課
題について調査審議が進められている。審議の中では，全国知事会長，全国市長会長，全
国町村長会長から，デジタル化の進展により，行政事務の在り方に関する裁量の余地がな
くなり，地方の自主性が損なわれることや，地方から都市部へデジタル人材が流出してい
くことなどに対する懸念が示されており，今後の議論が注目される。

第２　標準仕様書の作成状況
　標準化対象の20業務に関する標準仕様書の2022年７月１日現在における作成状況は，表
１のとおりである。

表１　標準仕様書の作成状況（2022年７月１日時点）
対象業務 作成時期 備考

住民基本台帳関連業務 住民基本台帳 2020.9，2021.8

国民年金 2022.5

選挙人名簿管理 未 標準化検討会で検討中

印鑑登録 2021.9

税関連業務 固定資産税 2021.9

個人住民税 2021.9

法人住民税 2021.9

軽自動車税 2021.9

38 「地方公共団体情報システム標準化基本方針の案」及び「地方公共団体の基幹業務システムのガバメント
クラウドの利用に関する基準」は本章執筆時点では公表されていない。

39 全国市長会ウェブページ
 (https://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/220526digitalsociety-teigen.pdf）
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健康医療関連業務 後期高齢者医療 2022.5

国民健康保険 2022.5

健康管理 2022.3

福祉関連業務 生活保護 2022.1

介護保険 2021.8，2022.3

障害者福祉 2021.8，2022.3

児童，子育て支援関連業務 児童手当 未

児童扶養手当 2022.6

子ども子育て支援 2022,6（案）

戸籍関連業務 戸籍 2020.2
（その後，修正あり）

戸籍附票 2021.11

就学関連業務 就学（学齢簿編成） 2021.8

就学（就学援助） 2021.8

第３　情報システム標準化に当たって満たすべき要件
標準化法８条では，１項で，「地方公共団体情報システムは，標準化基準に適合するも

のでなければならない。」としつつ，２項で，「地方公共団体は，標準化対象事務以外の事
務を地方公共団体情報システムを利用して一体的に処理することが効率的であると認める
ときは，前項の規定にかかわらず，当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保さ
れる場合に限り，標準化基準に適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について
当該事務を処理するため必要な最小限度の改変又は追加を行うことができる。」と規定し
ている。

情報システムは，あくまで業務の効率化，そして，業務の実施によって住民サービスの
向上が図られることが目的であって，システム構築自体が目的ではない。地方公共団体は，
それぞれの地域の実情や住民の要求に従い，独自の施策，住民サービスを実施している。
その中には，標準化されたシステムでは対応できないものも存在すると考えられる。標準
化基準が強制されれば，独自の取組を諦めざるを得ないこととなり，結果的に住民サービ
スが低下するおそれがある。そのため，自治体の独自施策を制約することがないよう，十
分な柔軟性を確保させることが必要である。したがって，標準化基準に適合する当該地方
公共団体情報システムの機能等についての改変や追加ができることとしなければ，地方公
共団体が実施する行政サービスが適切に提供できない事態が生じかねない。また，憲法で
保障する団体自治の観点からは，当該業務の実施方法を決定するのは自治体であることも
忘れてはならない。このようなことを踏まえれば，２項の「必要な最小限の改変又は追加」
を狭く解釈してはならず，自治体が必要と考える改変，追加であれば，当然に可能である
と解釈すべきである。

日弁連は，2021年（令和３年）11月16日に「地方公共団体における情報システムの標準
化・共同化に関する意見書」（以下「日弁連「標準化」意見書」という。）を公表した。日
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弁連「標準化」意見書は，情報システムの標準化と共同化を対象に，特に，地方公共団体
の業務の自由度を低下させ，地方自治を制約することにならないよう求めるもので，同意
見書において提言されたシステム標準化に当たって満たすべき条件は以下のとおりであ
る。

①　システム標準化を進めるに当たっては，それが住民の利便性の向上及び地方公共団
体の行政運営の効率化のためのものである趣旨に照らし，地方公共団体の事務の執行
における自由度を十分に確保し，地方自治の本旨，特に団体自治を侵害することとな
らない仕組みとしなければならない。

②　標準化基準の策定に当たっては，地方公共団体の業務実態を十分に踏まえたものと
するとともに，独自施策が容易に実施できるような基準とする必要がある。

③　地方公共団体情報システムは，地方公共団体が地域の実情に応じた施策を実施でき
るよう，カスタマイズを可能とする仕組みとする必要がある。

④　システム標準化等に要する経費（移行に要する経費及びカスタマイズに要する経費
を含む。）については，全ての地方公共団体に対して等しく，これらの財政需要を合
理的に算定した財政措置を講ずるものとし，地方公共団体の独自施策を事実上抑制し
たり特定の事業を優遇したりするような財政誘導を行わないことが重要である。

第４　現在リリースされている標準仕様書について
現在リリースされている前記第２に列挙されている個別業務ごとの標準仕様書は，前記

第３を踏まえ，以下の二つの観点から，自治体の意見を十分に聴取した上で，バージョン
アップを図り，最終的な標準仕様書を作成することが求められる。
１　第１点は，現在の業務で実施しているものが標準仕様書で除外されていないか，職員

が標準仕様書に基づくシステムを使用することで画面操作や処理方法が変わることに
よって業務に負荷がかからないかなどをチェックすることが必要と思われる。また，自
治体の業務実態を踏まえたものとするには，自治体の意見を十分に踏まえることが必要
不可欠である。

２　第２点は，自治体が住民サービスの観点から行っている独自の業務に支障が出ないか，
いくつかの業務を連携して処理している場合に基幹系の情報システムが別々に構築され
ることによって不都合が出ないかなどを慎重にチェックすることが必要である。
　さらに，最終的な標準仕様書が定められた後においても，前記第３で述べたように，
自治体が必要と考える改変，追加を行い，業務の効率化を図るともに，多様な自治体に
おける多様な住民サービスの向上につながるように定められることが必要である。

第５　情報システム共同化に当たって満たすべき要件
　標準化法10条においては，「地方公共団体は，デジタル社会形成基本法第29条に規定す
る国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ，当該環境においてクラウド・コ
ンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよ
う努めるものとする」とされている。デジタル社会基本法29条は，「デジタル社会の形成
に関する施策の策定に当たっては，公共サービスにおける国民の利便性の向上を図るとと
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もに，行政運営の簡素化，効率化及び透明性の向上に資するため，行政の内外の知見を集
約し，及び活用しつつ，国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進（全
ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第２条第４項に規定するクラウド・コン
ピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするた
めの国による環境の整備を含む。）…を積極的に推進するために必要な措置が講じられな
ければならない。」と定めており，結局，地方公共団体は，国が整備する情報システムを
利用する努力義務を負うものと規定されていることになる。
　他方で，総務省は，2020年12月25日付け「自治体デジタル・トランスフォーメーション

（DX）推進計画」において，「今後は，地方公共団体における情報システム等の共同利用
を推進していくべきである」（11頁）とし，「情報システムの利用に当たっては，自治体の
職員の事務負担の軽減という観点からは，全国的なサービスとして提供される情報システ
ムを共同で利用するという運用方法が最も効果が見込まれる」（14頁），「さらに，AI・
RPAなどのデジタル技術の導入に当たっては，データの集積による機能の向上や導入費
用の負担軽減の観点から，共同導入・共同利用の推進が有効であるため，都道府県の主導
も効果的である」（９頁）として，全国統一システムの利用及び複数の地方公共団体によ
る共同化を積極的に進めようとしている。
　さらに，前記第１で言及したように，重点計画では，「基幹業務システムを利用する原
則全ての地方公共団体が，目標時期である令和７年度（2025年度）までに，ガバメントク
ラウド上に構築された標準準拠システムへ移行できるよう，その環境を整備する」として
おり，「原則すべての地方公共団体」がガバメントクラウドに移行することを目標として
いるが，これは，標準化法10条で，ガバメントクラウドの利用が，あくまで努力義務にす
ぎないことに反する姿勢と言わざるを得ない。全国統一システムの利用及び複数の地方公
共団体の連携による共同化は，あくまでも地方公共団体ごとの事情に応じて自治体が自ら
その可否を判断すべきものである。今後，仮に全国統一システムの利用又は複数の地方公
共団体の連携による共同化を地方公共団体に対して法律によって義務付けることがあれ
ば，地方公共団体の業務遂行上の選択肢を奪うこととなり，憲法92条が保障する「地方自
治の本旨」，取り分け団体自治を損なうこととなる。特に，標準化法制定以前から，複数
の地方公共団体が組合等を設立してシステムの共同利用を進めている例も見られるところ
であり，これを強制的にガバメントクラウドへ移行させることとすれば，そのような地方
公共団体の自主的な取組を阻害することとなり，かつ，かえって余計なコストを発生させ
ることとなってしまうおそれも懸念される。
　全国共通のシステムの構築を優先することによって，地域のIT事業者が参与する余地
を奪うことになれば，地方公共団体の情報システムの円滑な運営にも支障を来すこととな
りかねない。地域のIT事業者は，当該地域の地方公共団体の情報システムの運営にとって，
その物理的近接性ゆえ，機動的かつ迅速にサービスの提供を受けられるという点において
不可欠な存在である。地域のIT事業者が事業から撤退した場合，直接的にその悪影響を
受けるのは地方公共団体であるから，国は，地域の情報産業が地方公共団体の業務を適切
に処理することができる環境を整える必要がある。
　加えて，住基ネットの合憲性が争われた事件において，最高裁判所は，住基ネットによ
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り，住民のプライバシー情報が本人の予期しない時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とした原審を否定して合憲性を認定したが，そ
の根拠の一つとして，「現行法上，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又は主体は存在しないこ
と」を挙げている（最一小判2018（平成20）年３月６日（民集62巻３号・665頁））。この
最高裁判決を踏まえれば，システム共同化の実施に当たっては，その構築する情報システ
ムについて，国及び地方公共団体等の各行政機関等が保有する個人情報を特定の機関に集
約し，その集約した個人情報を各行政機関が閲覧することができる「一元管理」の方法を
採るものとすべきではない。また，アクセス権限を持たない者による外部からの不正アク
セスと，アクセス権限を有する者による目的外のアクセス（濫用）の双方を防止する観点
から，これらを防止するための対処を施すことが不可欠である。
　日弁連「標準化」意見書では，システム共同化に当たって満たすべきこととして，以下
の点を指摘している。

①　情報システムの共同化については，地方公共団体の自主的な判断を尊重し，ガバメ
ントクラウドや複数の地方公共団体の連携による情報システムの利用を地方公共団体
に対して義務付けることや財政誘導を行わないこと。

②　地方公共団体の情報システムが円滑に運営されるためには，地域の情報産業の支え
が不可欠であるので，国は，地域の情報産業が地方公共団体の業務を適切に処理する
ことができる環境を整えること。

③　国及び地方公共団体等の各行政機関等が保有する個人情報を特定の機関に集約する
「一元管理」の方法を採るものとはせず，各行政機関等が個人情報を管理する「分散
管理」の方法を採用すること。

④　不正アクセスに対する十分な技術的担保（情報セキュリティ対策）を講じるととも
に，地方公共団体が保有する個人情報について地方公共団体がアクセス履歴をチェッ
クできる仕組みを構築すること。また，外部からの不正アクセスのみならず，各行政
機関等のアクセス権限のある者による不正アクセスを防止するため，専門家によって
組織された第三者機関を設置し，情報セキュリティ体制を監視する制度を構築するこ
と。

第６　情報システム標準化・共同化に共通する留意事項
　システム標準化・共同化は地方公共団体全てに影響する政策であり，地方公共団体によっ
ては，その業務の大幅な転換が要求される可能性もある。かかる政策を実施するに当たっ
ては，システム標準化・共同化によって地方公共団体の事務にいかなる影響が及ぶのかを
よく見極め，地方公共団体情報システムに求められる機能等の標準化基準を策定するに当
たって検討すべき事項等について，地方公共団体の現場の意見を十分に踏まえる必要があ
る。
　このような観点から，日弁連「標準化」意見書では，システム標準化・共同化に関する
国と地方公共団体との公式の協議検討組織を設置すること，システム標準化・共同化を検
討するワーキンググループ等の運営については，資料等の公表，会議の公開等を含め，国
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民に対して透明性が確保された手続とすることが必要である旨指摘している。
　デジタル庁及び総務省においては，速やかに，日弁連「標準化」意見書に沿った対応を
とることを求めたい。
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第４章　J-LISの役割と動向

第１　J-LISのあらまし
　地方公共団体情報システム機構（略称：J-LIS，以下「J-LIS」という。）は，2014年（平
成26年）４月１日，地方公共団体が共同して運営する組織として設立された。
　J-LISの前身は，財団法人地方自治情報センター（略称：LASDEC，以下「LASDEC」
という。）であり，LASDECは，1970年（昭和45年）５月１日，地方公共団体におけるコ
ンピュータの有効かつ適切な利用の促進を図るため，有志の地方公共団体により設立され
た。LASDECでは，住基ネットやLGWAN（総合行政ネットワーク）などの運営を行って
いた。住基ネットは住民基本台帳をネットワーク化し，全国共通の本人確認ができるシス
テム40であり，市町村の住基システムを都道府県のネットワークにつなぎ，さらに全国ネッ
トワークにつなぐ形をとっている。住基ネットは2002年（平成14年）に稼働開始となり，
LASDEC が全国ネットワークの運営主体となった。
　2013年（平成25年）５月，地方公共団体情報システム機構法が成立し，2014年（平成26
年）４月１日，LASDECが解散し，LASDECの権利と義務は同日，J-LISに承継された。
　J-LISでは，LASDECから住基ネットを引き継ぐとともに，公的個人認証サービス，マ
イナンバー制度関連システムの構築やマイナンバーカードの発行，更新等に関するシステ
ムの運用などを行っている。
　J-LISには，地方公共団体のみが出資でき（機構法４条３項），具体的な出資者は47都道
府県と20政令指定都市41である。

第２　J-LISのガバナンス
１　機関構成

　設立当初は，代表者会議，役員（理事長，副理事長，理事及び監事），経営審議委員会，
本人確認情報保護委員会，認証業務情報保護委員会で構成されていた。
　2017年（平成29年）の改正で，機構処理事務特定個人情報等保護委員会が設置された。

２　代表者会議
　代表者会議は，J-LISの財務及び業務の方針を決定する機関である。
　代表者会議は，設立当初，①都道府県知事，市長又は町村長のうちから，都道府県知
事，市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選定する者と，②都道府県知事，市長
及び町村長以外の者で地方行財政，法律又は情報システムに関して高い見識を有するも
ののうちから，都道府県知事，市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同し
て選定する者の同数で組織されていた。
　代表者会議（当初）は，次のとおり，理事長に対し，一定の行為をさせることができ
る。

40 総務省ウェブぺージ・「住基ネット」って何？ 
 （https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki01.html）

41 板倉陽一郎「地方公共団体システム機構のガバナンスの問題点」74頁（自治研究93巻１号）
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①　代表者会議は，機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは，
理事長に対し，機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができ
る。

②　代表者会議は，役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は
定款に違反し，又は違反するおそれがあると認めるときは，理事長に対し，当該行為
の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

なお，2017年（平成29年）の改正により，J-LISの代表者会議による理事長に対す
る是正措置命令の対象範囲が，「役員又は職員の行為がこの法律，他の法令又は定款
に違反し，又は違反するおそれがあると認めるとき」となり，代表者会議の権限が拡
大された。

３　役員
　役員は，理事長，副理事長，理事及び監事である。
　理事長は，J-LISの代表であり，代表者会議が任命する。代表者会議に出席し，意見
を述べることができる。
　監事は，代表者会議が任命し，J-LISの業務を監査する。
　副理事長及び理事は，理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

４　経営審議委員会
　経営審議委員会は，J-LISの諮問機関である。委員の数は７人で地方行財政，法律又
は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから，代
表者会議が任命する。
　理事長は，業務方法書の作成又は変更，予算及び事業計画の作成又は変更，決算等に
ついて，経営審議委員会に意見を聴かなければならず，経営審議委員会が述べた意見を
尊重しなければならない。
　経営審議委員会は，J-LISの業務に対し，理事長に建議することができる。

５　本人確認情報保護委員会
　本人確認情報保護委員会は，理事長の諮問に応じ，住民基本台帳法30条の７第１項の
規定による通知（都道府県知事からJ-LISへの本人確認情報の通知）に係る同法30条の
６第１項に規定する本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し，及びこれに関し必
要と認める意見を理事長に述べることができる。
　委員は，学識経験を有する者のうちから，理事長が任命する。
　諮問機関ではあるものの，経営審議委員会とは異なり，法律上，理事長は本人確認情
報委員会が述べた意見を尊重しなければならない，とはされていない。

６　認証業務情報保護委員会
　認証業務情報保護委員会は，理事長の諮問に応じ，電子署名等に係る地方公共団体情
報システム機構の認証業務に関する法律44条１項（認証業務情報の安全確保措置）に規
定する認証業務情報の保護に関する事項を調査審議し，及びこれに関し必要と認める意
見を理事長に述べることができる。
　委員は，学識経験を有する者のうちから，理事長が任命する。
　諮問機関ではあるものの，法律上，理事長は認証業務情報保護委員会が述べた意見を
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尊重しなければならない，とはされていない。
７　機構処理事務特定個人情報等保護委員会

　機構処理事務特定個人情報等保護委員会は，理事長の諮問に応じ，行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律38条の３第１項に規定する機構
処理事務特定個人情報等の保護に関する事項を調査審議し，及びこれに関し必要と認め
る意見を理事長に述べることができる。
　委員は，学識経験を有する者のうちから，理事長が任命する。
　諮問機関ではあるものの，法律上，理事長は機構処理事務特定個人情報等保護委員会
が述べた意見を尊重しなければならない，とはされていない。

組織図

第３　ガバナンスの問題点
J-LISには，前記のとおり四つの委員会があるが，経営審議委員会はJ-LISの諮問機関，

他の三つの委員会は理事長の諮問機関であり，分かりにくい構造となっている。特に経営
審議委員会以外の委員会は，法律上理事長に意見の尊重義務が課されておらず，第三者機
関としての意味付けも弱い上，委員会相互の連携は見られない。そのため，全体として不
透明な組織となっている。

第４　デジタル社会形成整備法による機構法の改正（2021年）によるガバナンスの変更
１　代表者会議の組織

⑴　代表者会議の構成員に，主務大臣又はその指名する職員の選定した者が加わった。
代表者会議の委員の定数が，「６人以上12人以内」から「９人以上12人以内」に改

正された。
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上述したとおり，代表者会議はJ-LISの財務及び業務の方針を決定する機関である。
構成員に主務大臣又はその指名する職員の選定した者が加わることで，財務及び業務
の方針に国の意向が反映されることとなった。

⑵　法改正に伴い，定款が変更され，これまで代表者会議の委員は地方３団体選出委員
３名，有識者委員３名の計６名だったが，国選出委員３名を加え計９名とされた。ま
た，有識者委員は，主務大臣と都道府県知事，市長又は町村長の全国的連合組織とが
共同して選定することとなった。

⑶　法改正後加わった国選出委員の３名は，総務副大臣，デジタル副大臣及びデジタル
庁統括官である。従前の６名の任期の終期が2022年度（令和４年度）末のため，法改
正後も従前の６名は引き続き委員である。

法改正後の代表者会議の会議録上，従前の委員であった６名が発言できなくなった
といった形跡は見られない。もっとも，会議録では委員名は匿名なので実際のところ
は分からない。そもそも会議録を公開しているのに，発言者が匿名なのは，公開の方
法としては不十分である。

現在の委員の任期が終了し新しい委員を選任するとき，新しい定款では，有識者委
員は，主務大臣（総務大臣及び内閣総理大臣）と都道府県知事，市長又は町村長の全
国的連合組織とが共同して選定することとなるため，国の意向を反映しやすい者が選
ばれる可能性がある。

２　役員の任命
　理事長及び監事は「代表者会議」が任命していたが，「代表者会議が主務大臣の認可
を受けて任命」すると改正された。
　上述したとおり，理事長はJ-LISの代表であり，監事はJ-LISの業務を監査する。本改
正で代表者会議にも国の意向が反映されるようになったのに加え，理事長及び監事の任
命に代表者会議が主務大臣の認可を受けることが必要とされたことで，より一層国の意
向に沿う者が理事長及び監事に任命されることとなった。
　法改正後，主務大臣の認可を受けて任命された役員は，監事２名（うち１名は従前と
同じ者）であるため，法改正の効果は分からないが，理事会の開催日程や議事録は公開
されていないので，実態は不明である。
　理事長も代表者会議が主務大臣の認可を受けて任命することとされたため，今後，国
の意向を反映しやすい者が選ばれる可能性がある。

３　役員の解任
　役員に一定の事由が発生したときに，代表者会議が解任することができたが，法改正
後は，代表者会議が解任する場合には主務大臣の認可を受けることが必要になった。そ
のため，解任にも国の意向が反映されることとなった。

４　国の関与
　もともとJ-LISのガバナンスは分かりにくい構造であったが，今回の改正により，
J-LISに国が深くかかわることとなったため，J-LISの業務自体地方公共団体が扱う業務
であるにもかかわらず，国にコントロールされやすくなり，第三者機関による公正・慎
重な判断を反映させることは期待しづらくなってしまった。
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第５　ガバナンス以外のデジタル社会形成整備法による機構法の改正（2021年）について
１　目的

　J-LISの管理が，「地方公共団体が共同して運営する組織」から「国及び地方公共団体
が共同して運営する組織」に改正された。「国及び地方公共団体が共同して運営する組織」
となったことで，国がJ-LISの業務に関与することが可能となった。

２　定款の変更
　定款の変更に必要なのが「総務大臣」の認可から，「内閣総理大臣及び総務大臣」に
改正された。そのため，J-LISの根本に，内閣総理大臣，つまり国が入り込む形となった。

第６　J-LISとデジタル庁の関係
１　デジタル庁は，デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するために，

内閣に設置された。デジタル庁の長及び主任の大臣は内閣総理大臣である。
２　2020年11月20日付けデジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会作成の「デジ

タル改革関連法案ワーキンググループ作業部会とりまとめ」21頁から22頁において，
J-LISの在り方が次のように記載されている。
　「J-LISについては，マイナンバー関連業務に関する体制を抜本的に強化するため，以
下の措置を講ずる。
①　全く新たな法人形態である，国と地方公共団体が共同で管理する法人（「国・地方

管理法人」（仮称））へ転換し，デジタル庁と総務省で共管する。代表者会議に国の選
定する者を加え，理事長の任免を国が認可するなど，国のガバナンスを抜本的に強化
する。

②　マイナンバー関連業務について，デジタル庁及び総務省による目標設定・計画認可
に関する規定を整備する。目標等の実施に関して国が改善措置命令を行えるようにし，
命令違反の場合は理事長の解任を求め，解任されない場合は国が解任するなど，法律
上国の関与を明確化する。

③　システム整備については，マイナンバー関係事務はもちろん，LGWAN，住基ネッ
トも含め，トータル・デザインの下，抜本的な見直しを行う。また，カード管理シス
テム，JPKIシステム設置運用経費（国負担分）については，国の業務システムを一
括して統括・監理するデジタル庁に予算計上し，デジタル庁から法人へ支出する。こ
れにより，デジタル庁が実質的にシステム企画及び調達に関与する。JPKIシステム
設置運用経費（地方負担分）については，引き続き総務省が財政措置を行う。

また，上記の整理の実効性を確保するためには，デジタル庁，総務省，J-LISの組
織体制の強化についても考えていくことが必要である。」

３　2021年３月19日開催の第29回経営審議委員会において，委員から，「デジタル庁と総
務省との役割分担について，未だよく見えていない。どこでデジタル庁，総務省，
J-LISがどういう責任を取るのか，ガバナンス等について今後どうなるのか，情報の提
供をお願いしたい。」との発言があった。

４　総務省からは，総務省とデジタル庁の役割として，
①　地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の所管　デジタル庁，総務省
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②　地方自治体の情報システムの整備・管理方針の策定　デジタル庁
③　地方自治体との連絡調整・進捗管理・財政支援　総務省
④　標準化対象事務のうち住民記録，戸籍の附票，印鑑登録，選挙人名簿管理及び地方

税に係る標準化基準の策定　総務省
との説明がある42が，J-LISとの関係は不明である。

５　経営審議委員会で問題とされた，デジタル庁，総務省，J-LISがどういう責任を取る
のか，ガバナンス等について今後どうなるのかといった情報について，J-LISから対外
的な説明はなされていない。
　J-LISに確認したところ，2022年６月20日に法令を所管するデジタル庁及び総務省に
確認した，とした上で，「機構法において，デジタル庁の長たる内閣総理大臣と総務大
臣は主務大臣として機構の定款の認可，代表者会議委員への就任又は委員とする職員の
指名，代表者会議における理事長及び監事の任命の認可等の事務を実施することとされ
ており，デジタル庁及び総務省は，機構の組織及び運営に関する事務を所掌している」
との回答を得た。

第７　マイナンバーカード登載の顔画像データについて
マイナンバーカードには顔写真が搭載されているが，すでに第３編第１章第２節第７で

検討したとおり，この顔写真とは，顔認証データを生成することが可能な顔画像データで
あり，それがマイナンバーカード内のICチップに登載されており，自治体は申請者の顔
画像データが顔認証可能な精度であることを確認した後にしかマイナンバーカードを交付
しない。

マイナンバーカード登載の顔画像データは自治体が管理する建前であったが，今回の法
改正によりJ-LISに対する国のガバナンスが強化されたことに伴って，顔画像データが国
家管理に移行するのであれば，当然，中国が市民の顔認証データを活用しているような濫
用事例に至らないようにすることは必須である。濫用防止のための明確な基準も定めずに
管理することが許されるのか，疑問がある。法令による明確なルールもなく管理するとい
うのであれば，プライバシー権のみならず，市民の表現の自由，思想良心の自由に対する
著しい萎縮効果を及ぼすのではないかが強く懸念される。

第８　その他J-LISの現状と課題の分析
１　公的個人認証制度について

　J-LISの担う業務の一つとして，公的個人認証制度がある。これは，電子証明書を用
いて，成りすまし，改ざん，送信否認の防止を担保し，インターネット上での本人確認
や電子申請等を可能とする公的なサービスである。マイナンバーカードが電子証明書の
格納媒体とされており，スマートフォンへの格納も検討されている。従前は公的機関に
おける行政手続等への利用のみであったが，マイナンバーカードに電子証明書を標準搭

42 総務省自治行政局デジタル基盤推進室「地方公共団体情報システム標準化・共通化に向けた総務省として
の主な取組について」

 （https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/03_shiryou2_v2.pdf）
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載し，民間にも開放されている（2022年３月25日時点で18社が主務大臣による認定を受
け，認定事業者を利用している事業者は123社である。）。
　公的個人認証制度において発行される電子証明書は，市町村の管理する住民票に基づ
き，氏名，住所，生年月日，性別の４情報が記載され，重複しない発行番号が記載され
る。公的個人認証制度は，マイナンバーとは無関係なものであるとして，マイナンバー
に適用される法規制（情報連携の制限）の対象外とされるため，いかなる情報が連携さ
れるのか不明確である。電子証明書の発行番号は，有効期間である５年で変わるものの，
発行番号の更新履歴を継続管理できるシステムが作られれば，結果的には，マイナンバー
に代わって生涯追跡可能な個人識別・管理手段とされるおそれがある。
　さらに，総務省は，マイナンバーカードのマイキー部分（ICチップの空きスペース
と公的個人認証の部分で，民間でも活用できるもの）を活用し，民間サービスなども含
めた共通情報基盤（マイキープラットフォーム）により，行政の効率化，地域経済の活
性化を目指すマイキープラットフォーム構想を立ち上げている。かかるマイキーについ
ても，マイナンバーとは無関係であるとして，情報連携に制限は付されておらず，本人
の同意を基に，マイキーIDと様々な情報が連携され，生涯にわたる個人追跡・管理，
民間企業も含めた個人情報の共有がなされるおそれがある。

２　基金の設置について
⑴　2020年（令和２年）12月25日の閣議決定で，システムの標準化・共通化の支援のた

め，J-LISにデジタル基盤改革支援基金が造成された。当時は，J-LISは地方共同法人
だった。基金の所管は総務省である。

2020年度（令和２年度）２月の補正予算で，基金に補助金が入った。
⑵　2021年（令和３年）１月 25 日の第 28 回経営審議委員会において，「デジタル基盤

改革支援基金の執行に当たっては，地方の意見をできる限り反映できるようにすべ
き。」との意見書が出された。

⑶　2021年（令和３年）の法改正で，附則９条の２に基金の規定が置かれた。同条１項
１号では，22条８号に掲げる業務のうち，

①　情報システム共同化に関する支援
②　国及び地方公共団体との情報システムの連携に関する支援
③　サイバーセキュリティーに関する支援
のいずれかに該当するものについて，政府より交付を受けた補助金を基金に充てる

ことができるとしている。
⑷　機構法22条ではJ-LISの業務の範囲が定められており，８号は，「地方公共団体に対

する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供，助言その他の支援」とされて
いる。

附則９条の２第１項１号イに規定されている，「情報システム共同化に関する支援」
が機構法22条８号の範囲内かどうかという点に関してJ-LISに問い合わせたところ，
2022年（令和４年）６月20日に，法令を所管するデジタル庁及び総務省に確認したと
して，「地方公共団体の情報システムの標準化及びクラウドでの運用，オンライン手続，
セキュリティ対策であるところ，これらは地方公共団体の情報システムを効率的，効
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果的かつ安全に利用するために行うものであり，機構法22 条８号に掲げる業務に該
当する」との回答を得た。

⑸　情報システム共同化に関する費用は，10分の10で国が負担することになっているの
で，今後，各自治体に振り分けられる基金の額が相当かどうか，国の恣意的判断によ
り割り当てられないかを確認していく必要がある。

３　契約状況について
⑴　J-LISは，会計検査院による，必要的検査対象団体ではない。選択的検査対象とな

る団体に含まれているかどうかは，公表されていないことから不明である。いずれに
せよ，必要的検査対象団体ではないため，必ず会計検査院の検査が行われる団体では
ない。また，会計法の適用はなく，J-LISの会計は企業会計原則による（機構法30条）。

⑵　各府省は「調達改善の取組の推進」（2013年（平成25年）４月５日行政改革推進本
部決定）及び「調達改善の強化について（調達改善の取組指針の策定）」（2015年（平
成27年）１月26日行政改革推進会議）に基づき，透明性・外部性を確保しつつ，自律
的かつ継続的に調達改善に取り組んでいる。前記取組には，「随意契約をより競争性
の高い契約に移行すること」との項目が含まれている43。各府省は，毎年「調達改善
計画」を作成し，公表している。

例えば総務省は，2017年度（平成29年度）総務省調達改善計画において，2015年度
（平成27年度）の競争性のない随意契約は169件，約70億円であり，全体に対する件数
では約10％，金額では約９％であったと報告している。

財務省「契約に関する統計」では，2015年度（平成27年度）における政府全体にお
ける競争性のない随意契約は，件数では17％，金額では29％となっている。

また，2022年度（令和４年度）総務省調達改善計画では，2020年度（令和２年度）
の競争性のない随意契約は，199件，金額474億円で，全体に対する件数では約10％，
金額では約24％であったと報告されている。

なお財務省「契約に関する統計」では，2019年度（令和元年度）における政府全体
における競争性のない随意契約は，件数では19％，金額では31％となっている。

J-LISでは，「調達改善計画」といった形式でのまとめや公表はなく，毎年度契約実
績として一般競争及び随意契約について，担当部署，契約名称，契約締結日，契約の
相手方の名称，契約の相手方の所在地，予定価格，契約金額，契約の種別，随意契約
によることとした理由を公表している。

J-LISの2015年度（平成27年度）の契約実績を分析すると，競争性のない随意契約
は70件，金額約47億円で，全体に対する件数では約62％，金額では32％であった。一
方，2020年度（令和２年度）では，競争性のない随意契約は188件，金額約222億円で
全体に対する件数では約80％，金額では82％となっている。2021年度（令和３年度）
では，競争性のない随意契約は112件，金額約69億円で，全体に対する件数では約
69％，金額では26％となっている。

43 内閣官房行政改革推進本部事務局ウェブページ・「政府の行政改革」取組の概要PDF「今後の調達改善の
取組について」（https://www.gyoukaku.go.jp/chotatsu/img/gaiyou.pdf）
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総務省ないし政府全体と比較して言えることは，J-LISの随意契約率が高く，随意
契約から一般競争に移行する傾向も見られないことである。

特に個人番号カード用ICカード製造業務等に関する契約については，2015年度（平
成27年度）に３契約を一般競争で２社と，2016年度（平成28年度）には２契約を一般
競争で２社と締結していたが，2019年度（令和元年度）及び2021年度（令和３年度）
には３契約を随意契約で２社と締結するに至っており，随意契約とした理由は「競争
入札に付して入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき」としている。
2019年度（令和元年度）及び2021年度（令和３年度）に随意契約をした相手は，2015
年度（平成27年度）及び2016年度（平成28年度）に契約した相手と同じであり，競争
性のある随意契約に区分したことには疑問が残る。

⑶　J-LISでは，契約の点検・見直しを行うため，｢契約監視委員会｣ を設置している。
年に２回委員会が開催されており議事録は公開されている。毎回，随意契約１～３件，
一般競争入札１～２件について内容を審査している。

しかし，審査した契約がどの契約であるかについては公表されておらず，審査対象
として選定した契約が適切であるかどうかの検証ができない。

また，議事録が要点筆記となっており，記載方法も個別の契約に関して出された意
見として記載されておらず，審査した複数の契約についてまとめて記載されているの
で，契約自体にどのような問題点がありどのような改善方法が話し合われたのかが理
解しにくい。

また，前記のとおり，政府では，随意契約をより競争性の高い契約に移行するよう
取り組んでいるが，2021年度（令和３年度）第１回の議事録に「配付資料における競
争入札への移行についての方針に係る記載について，修正すること。」，2019年度（令
和元年度）第１回の議事録で，審査した契約について「関係団体と協力しながら，コ
ンビニ交付サービスへの小規模団体の参加を促進し，できる限り早い段階で一般競争
入札に移行できるよう努力すること。」との記載があったのみで，J-LISが真剣に随意
契約をより競争性の高い契約に移行するよう取り組んでいるのかは不明である。

J-LISの契約状況
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４　情報公開及び個人情報保護について
⑴　情報公開について

J-LISは，行政機関情報公開法の適用対象となる行政機関ではない。そのため，「地
方公共団体情報システム機構の保有する情報の公開に関する規程」により，情報の開
示をしている。

同規程では，決定に対する不服申立てがあった場合には，地方公共団体情報システ
ム機構情報公開審査会に諮問しなければならないとされている。

もっとも，法により開示請求権が認められたものではないため，権利性はなく，不
開示決定に処分性は認められず，決定内容に不服がある場合に抗告訴訟により争うこ
とはできない。情報公開をより実効的にするためには，法制化が必要である。

⑵　個人情報保護について
J-LISは，個人情報の保護に関する法律16条２項に規定する個人情報取扱事業者で

あり，同法の「行政機関等」には該当しないため，国や地方公共団体に適用される同
法第５章の規定が適用されない。

J-LISは，国及び地方公共団体が共同して運営する組織であるにもかかわらず，同
法第５章の規定が適用されないため，個人情報に関わる業務を担うにもかかわらず，
個人情報の保護の面で問題を抱えた組織であるといえる。
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特に，J-LISの主要な業務に個人番号カード（マイナンバーカード）に関する業務
があるが，「マイナンバーカードでは，顔認証データを生成可能な顔画像データがIC
チップに登載されており，自治体においては申請者の顔画像データが顔認証可能な精
度であることを確認した後にしか交付されない。」44。　

J-LISは個人情報保護が脆弱であるにもかかわらず，センシティブな情報である顔
認証に関連するデータを搭載したマイナンバーカードを取り扱うことは，プライバ
シー保護の観点からは非常に問題がある。

第９　まとめ
マイナンバーカードに関しては，従前は地方公共団体の事務であったにもかかわらず，

2021年（令和３年）の地方自治法改正により法定受託事務となった。
これは，国がJ-LISを利用して市民情報を統合し活用すること，あるいはそのように進

むことの伏線であると考えられ，危機感を抱かざるを得ない。

44 日弁連「行政及び民間等で利用される顔認証システムに対する法的規制に関する意見書」３頁（2021年（令
和３年）９月16日）
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第５章　スーパーシティ構想について

第１　概要
　「スーパーシティ構想」とは，内閣府が推進するものであり，AIやビッグデータ等の技
術を活用して2030年頃に実現されているであろう未来社会を，国家戦略特区の枠組みを用
いて先行実現することを目指す構想である。スーパーシティにおいては，行政や企業など
が持つ様々なデータを，分野横断的に収集・整理する「データ連携基盤」を整備し，行政
手続，車の自動運転などの移動・物流インフラ整備，キャッシュレス決済や遠隔医療など
のサービスを提供し，便利で快適な暮らしを実現することを目的としている。
　これらを実現するために必要な技術要素はほぼ揃っているものの各種規制等の問題があ
ることから，これをクリアするために，国家戦略特区として区域指定された地域（自治体）
において実証実験を行うとして，国家戦略特別区域法が2021年に改正された。
　内閣府からは，スーパーシティ構想の概要として，次のとおりの説明がなされている。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/openlabo/supercity.pdfから引用

　スーパーシティ構想で実現しようとしている便利で快適な暮らしは，魅力的なものであ
るものの，その反面，①個人の行動に関する様々なデータがデータ連携基盤の運営主体に
集約され，AIによって分析されることで，個人のプライバシーを侵害する可能性，②住
民による地方自治が危機に陥り，地方自治体の運営がデータ連携基盤を運営する情報企業
の手に委ねられるという危険性，③ICT・AI技術に依存することによる事件や事故の危険
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性がある。

第２　地域指定の例
１　スーパーシティ型国家戦略特区の地域指定

　スーパーシティ型国家戦略特区の指定基準は次のとおりである。
①　データ連携基盤を通じた複数分野の先端的サービスの提供（移動，物流，支払い，

行政手続，医療・介護，教育，エネルギー，環境・ゴミ，防災・緊急，防犯・安全の
うちからおおむね５分野以上）

②　広範かつ大胆な規制・制度改革の提案と，先端的サービス等の事業の実現に向けた
地方公共団体，民間事業者等の強いコミットメント

③　構想全体を企画する者であるアーキテクトの存在
④　地方公共団体の公募による必要な能力を有する主要な事業者候補の選定
⑤　地方公共団体による区域指定応募前の住民等の意向の把握
⑥　データ連携基盤の互換性確保及び安全管理基準適合性
⑦　住民などの個人情報の適切な取扱い
　国内各地からの応募があったが，スーパーシティ型の国家戦略特区については，2022
年３月に，大阪府・大阪市共同とつくば市の２地域の指定が決まった。

２　大阪府・大阪市スーパーシティ構想
⑴　概要

「データで広げる健康といのち」をテーマにしており，2025年の大阪万博開催を取
組の一つの柱とした計画となっている。

まずは，大阪万博の開催予定地である夢洲及び大阪駅北に位置する「うめきた２期」
と呼ばれているJR貨物ターミナル跡地の二つの新規開発エリアを対象に，グリーン
フィールド型の街づくりを進め，次いで，それらのエリアで得られた結果をその他の
大阪府・市の既存のエリアにフィードバックしながらグリーンフィールド型45の街づ
くりをするという流れが示されている。

スーパーシティ化により目指すのは，住民Qolの向上や都市競争力の強化であり，
地元の経済団体である関西経済連合会，大阪商工会議所や2025年日本国際博覧会協会

（大阪万博協会）と連携して推進していくものとしている。
⑵　事業構想

移動分野の先端的サービスの提供として，最適移動社会の実現が掲げられ，具体的
内容としては，日本初の空飛ぶクルマによる万博会場へのアクセス，自動運転バス（レ
ベル４：特定条件下においてシステムがすべての運転タスクを実施するレベル）によ
る万博来場者の輸送，万博会場となる夢洲の建設工事において自動運転車（レベル２：
ドライバーによる運転を特定条件下で自動運転機能がサポートするレベル）による貨
客混載輸送及びドローンの積極活用が挙げられている。

45 グリーンフィールド型とは，新規開発としてスーパーシティの街づくりをする方法である。ブラウンフィー
ルド型（既存の都市をスーパーシティ化する方法）と対比される。
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医療・介護分野の先端的サービスの提供として，健康長寿社会の実現が掲げられ，
具体的内容としては，外国人医師による診察や遠隔診療等を用いた国籍や場所にとら
われない先端的な国際医療サービスの提供，例えば夢洲の建設作業員の安全や健康管
理のためにヒューマンデータやAIを用いての健康増進プログラムを活用することが
挙げられている。

全般的なものとして，データ駆動型社会の実現が掲げられ，具体的内容としては，
AIによる気象予報，夢洲建設工事でのBIM（Building Information Modeling）の活用，
VR（仮想現実）・MR（複合現実）技術を活用した「未来の公園」が挙げられている。

⑶　必要な規制改革
大阪府市のスーパーシティ化のための事業構想の実現には，自動運転車両の運用に

際して道路交通法等の規制，空飛ぶクルマの運用に際して航空法等の規制，外国人医
師や看護師による医療を実現するために医師や看護師の国家試験の受験資格認定に関
する医師法等の規制，医療に関する情報の扱いについて個人情報保護法等の規制が，
それぞれ問題となるため，国家戦略特区の指定による規制緩和を必要としている。

３　つくばスーパーサイエンスシティ構想
⑴　概要

つくばスーパー「サイエンス」シティ構想といい，デジタル，ロボット等の最先端
技術を社会実装しようとするものである。住民参加で住民中心のスーパーシティを目
指すとしており，対象エリアはつくば市全域である。既存の都市のスーパーシティ化
であるため，いわゆるブラウンフィールド型の街づくりといえる。

つくば市には，国の研究機関が多くあり，これら研究機関（特に筑波大学）と連携
して推進していくものとしている。

⑵　事業構想
移動・物流分野の先端的サービスの提供として，新型モビリティやロボット・ドロー

ンの本格導入が挙げられている。新型モビリティとしては，現行のセニアカー（高齢
者の移動補助のための電動車いすのような車両）を自動運転化したものを考えており，
このシェアリングサービスを提供するとのことである。ロボットやドローンは主に荷
物の配送に活用するとしている。その他，物流サービスとして移動スーパーの高度化
も挙げられており，移動スーパーの現在位置の見える化を図って利用者の利便性を上
げることや，移動スーパーで医薬品を購入できるようにすることも考えられている。

行政分野の先端的サービスの提供として，インターネットを使った投票の実現，外
国人向けに多言語での情報発信，行政手続等のDX化（デジタルトランスインフォメー
ション化），行政ビッグデータの活用も考えられている。

医療分野の先端的サービスの提供として，検診結果，既往歴，診断歴，薬の処方歴，
ワクチン接種歴等のデータをマイナンバーを活用して連携させることにより，生活習
慣病の予防，救急医療の高度化，薬の処方の適正化を実現するとともに，これら健康
関連データを個人に還元することが挙げられている。

防災・インフラ・防犯分野の先端的サービスの提供として，住民・消防団・防災ボ
ランティア・関係機関・医療ボランティアのデータを連携し，避難所等の見える化に
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よる効率的な避難誘導の実現や，被災状況の共有，避難所での医療連携によって医療
提供の効果を上げること，気象データ，人流データ，交通量データ等をデータ連携基
盤により連携させ，インフラの維持管理のトータルコストを下げるとともに効果的に
行いインフラの長寿命化を図ることが挙げられている。

その他，３Ｄマップの作成等のデジタルツイン（現実データを収集してコンピュー
タ上に再現する技術）の活用やロボットと共生する都市空間の創出，外国人創業活動
支援や大学の土地や施設等の貸付等も挙げられている。

⑶　必要な規制改革
つくば市のスーパーシティ化のための事業構想の実現には，新型モビリティの運用

に際して道路交通法等の規制，移動スーパーでの医薬品販売に関して薬事法等の規制，
インターネット投票の実施には公職選挙法の規制，医療に関する情報の連携について
は，個人情報保護法やマイナンバー法等の規制がそれぞれ問題となるため，国家戦略
特区の指定による規制緩和を必要としている。

第３　問題点
１　主な問題点

　前記第１（概要）のところでも述べたが，スーパーシティ構想は，官民で共通する大
規模なデータ連携基盤を用いて住民の多くの個人情報を集約し，これをAI処理やビッ
グデータ分析の対象としたり，それぞれの住民個人について一元管理することで，行政
手続，移動，医療，教育等の幅広い分野で先端的サービスを提供するところをその基本
としている。
　そこには，①個人の行動に関する様々なデータがデータ連携基盤の運営主体に集約さ
れ，AIによって分析されることで，個人のプライバシーを侵害する可能性，②住民に
よる地方自治が危機に陥り，地方自治体の運営がデータ連携基盤を運営する情報企業の
手に委ねられるという危険性，③ICT・AI技術に依存することによる事件や事故の危険
性といった問題点がある。

２　プライバシー侵害の問題
　まず，自治体や事業者が有する住民個人の多数の個人情報がデータ連携基盤を通じて
広く共有され，活用されるものとされていることから，個人のプライバシーを大きく侵
害するおそれはどうしても生じてしまう。大阪府市やつくば市のスーパーシティ構想の
提案では，いずれも大規模なデータ連携基盤の構築が掲げられている。



第５章　スーパーシティ構想について

─ 267 ─

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36451/00391545/siryou4.pdfから引用

　例えば，大阪府市ではORDEN（Osaka Regional Data Exchange Network）と呼称
するデータ連携基盤を構築するとしている。ここでは，ORDENユーザーである個人（大
阪府民・市民）は，マイナンバーカードを用いてポータルサイトから広域データ連携基
盤にアクセスしたり，広域データ連携基盤を通じて，国，府，市町村，民間のデータを
横断的に連携させることができる。
　データ連携においては，一応，それぞれの元データ保有者が管理しており，データ連
携基盤はその連携をするだけという「分散管理」を原則にして，個人のプライバシーに
は配慮しているようにも思われるが，オンライン上でデータの連携が容易に行われるの
であれば，一元管理しているのと実質的に同じとも言える。
　一応，既存の個人情報保護法等の遵守がうたわれているが，他方で特区指定されてスー
パーシティを作っていくに際しては個人情報保護法の規制緩和が必要とされている。そ
もそもデータ連携基盤を通じて，個人情報を連携させるには，それぞれの個人データ保
有者から第三者に情報提供することを許容する必要もあるし，その第三者への提供はも
ともとの取得・利用目的外のために行われることが想定されるため，個人情報保護法に
おける利用目的による制限や第三者提供の制限を大幅に緩和しなければならないのであ
る。
　また，スーパーシティ構想においては，大阪府市，つくば市いずれも医療分野におい
てデータ連携基盤を活用した先端的サービスの提供を提案しているが，その実現のため
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には個人の医療情報を広く共有，活用することが必要となる。医療情報は個人情報の中
でもセンシティブなものとして個人のプライバシーに配慮する必要があるため，個人情
報保護法においても要配慮個人情報として特に保護が求められており，取得や第三者へ
の提供について特別の制限が設けられている。しかし，スーパーシティ構想においては，
医療情報がそもそもの取得目的を超えて広く第三者に提供され連携されていくことに
なっており，保護を必要とする種類の個人情報であることについての配慮が全くといっ
てよいほどなされてはいない。
　さらに，つくば市の提案内容にはデータ連携のためにマイナンバーを利用することが
明らかにされており，これを医療情報連携のためのIDとして利用することが掲げられ
ている。個人のプライバシー保護のために法定の目的外での利用が厳しく禁止されてい
るマイナンバー法の規制が，大幅に緩和されることになってしまう。
　その他，スーパーシティにおけるデータ連携基盤の運用は，指定された自治体（大阪
府市，つくば市）にはその能力がないので，いわゆるGAFAと呼ばれる情報企業に委ね
ざるを得ないことになる。このように特定のIT企業にその地域の住民の個人データの
管理を一手に委ねることの危険性や，データ連携基盤を通じて集められた情報を基に
AI分析やビッグデータ分析がされ，個人に対する不当なプロファイリングをもたらす
のではないかといった問題もある。

３　地方自治の問題
　スーパーシティの特区応募前には地域住民の意向を把握し，その実施においても住民
の意思を反映するようには求められているが，実際には，提案前に住民投票で賛成を得
るどころか，議会の同意も必要とされておらず，住民に対しての説明に関する具体的な
定めも置かれていない。
　大阪府市においては，2021年２月に最初の意見募集，同年３月に説明会（フォーラム）
を実施，同年10月に提案に関する意見募集も行われたが，必ずしも十分なものではなかっ
た。例えば，提案直前の同年10月の意見募集に寄せられた意見はたったの９件しかなく，
住民に対して周知しようとしたとは言えない状況であり，果たして住民意思を反映した
特区の応募であったのか甚だ疑問である。
　つくば市においては，2020年11月の市民アンケートに始まり，2021年３月には市議会
議員に対する説明会，同年１月に市民からの意見募集，２～４月に市民向けの説明会，
９月にはディスカッションが行われた。大阪府市よりは地域住民意向のための取組は増
えているが，それでも十分なものであったかは疑問が残る。
　いずれにしてもスーパーシティの取組は行政が主導であり，地域住民の意思は余り反
映されているとは言えない状況である。
　また，官民に共通する大規模なデータ連携基盤の構築・運用は，前記のとおり自治体
ではなくGAFAと呼ばれるような少数の情報企業に委ねざるを得ない。これら情報企業
は，地域住民の個人データだけでなく，自治体や民間事業者の保有するデータも一手に
管理し，それを連携・分析して自治体運営に反映させていくことになる。情報企業のデー
タ管理が適切に行われているのかをどうやって監視していくのかという問題もあるし，
情報企業によるデータの連携・分析に自治体運営が影響されるということは，住民意思
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を反映した自治体運営が希薄となり，情報企業への依存度が高まることとなって，自治
体の判断能力や政治能力を大きく低下させることになるのではないかという点も問題と
なる。

４　ICT・AI技術に依存することによる事件や事故の危険性
　スーパーシティは，ICT・AI技術をその構想の中心に据えたものであることから，こ
れらの技術に依存することにより生じる事件や事故の問題もある。
　例えば，大阪府市及びつくば市のいずれも自動運転車両による移動分野の先端サービ
スの提供を提案しているが，そもそもの自動運転車両の安全性はもちろんのこと，交通
事故が起きた場合に誰がどのように責任を負うべきかという点についての解決は見られ
ない。
　また，データ連携基盤を通じて大量の個人データなどが集約，蓄積されていくことに
なるが，これに対する外部からのハッキング被害や，運用する情報企業内部からの漏え
い等の事件が起きたときの被害は極めて大きなものになる。しかも，いざ事件を起こし
たからといって運営する情報企業を別の事業者に変更することも事実上困難なものにな
ると言えるので，サイバーセキュリティ上も大きな問題を抱えている。
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第６章　結語

　以上述べたように，デジタル改革関連法に関連する法や政策は，地方自治体における個
人情報保護制度を大きく脅かしている。それは地方自治の危機でもある。
　個人情報保護法改正による個人情報保護条例の画一化は，憲法上の原則である地方自治
や条例制定権を否定するに等しいものであり，個人情報保護を推進するための機関である
はずの個人情報保護委員会が地方自治体を抑制しようとし，地方自治体の主体的な個人情
報保護施策を否定する動きを見せていることは看過できない。
　標準化法により，地方自治体の情報システムについて，国主導による標準化，共同化が
進められようとしており，これは地方自治体の主体的な政策推進を阻害するおそれが大き
く，かつ，個人情報については，住民参加から離れた画一的な管理をすることで利活用を
促進する基盤が作られることとなる。
　地方自治体の共同組織から出発したJ-LISに国が積極的に関与して重要な個人情報の取
扱いをするようになり，しかもその組織の実態が不透明であることも問題である。
　スーパーシティ構想も住民による自治を損ない，データ連携を優先することで個人情報
保護を脅かす政策である。
　このように地方自治と個人情報保護という重要な価値の双方を大きく損なう政策が進め
られようとしていることに十分な注意を払う必要がある。
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第５編　プライバシー権保障のための仕組み

第１章　デジタル社会が傷付ける人間の尊厳～プライバシー，自己情報
コントロール権及び自律を哲学する

第１節　はじめに
デジタル社会の発展は，従来とは比較にならないほどの大量のプライバシー情報の収集・

保管・利用を可能にし，ビッグデータ社会と呼ばれるものをも生み出した。それは一方に
おいて国民生活の利便性を大きく向上させたり，新たな知的発見を生み出したりもしたが，
他方で，プライバシー権や自己情報コントロール権と呼ばれる国民の重要な憲法上の利益
を危険にさらしている。

これらの権利は，いずれも個人の尊厳の確保と幸福追求権の保障に資する。したがって，
これらの権利の憲法上の根拠が憲法13条である点についてはおおむね争いがなく，当連合
会もそれを前提にこれまで様々な活動や宣言を行ってきた1。しかし，これらの権利の定義
や趣旨は，実はまだ，学説及び実務において一致を見ていない。しかし，我々にとってそ
れよりも大きな問題であると思われることは，これらの権利主体である一般国民にとって，
これらの権利がイメージしにくいものであり，その結果，その重要性の理解が困難になっ
ている点である。

この理解困難さの理由の一つは，憲法上のプライバシー権を基礎付けている現代のプラ
イバシー概念が，私たちが「プライバシー」という言葉から通常理解する「私事」よりも
はるかに豊富な人格的利益，換言すれば人間の尊厳に関わる利益を含んでいるからである。

我々はそのことを踏まえ，2017年第60回人権擁護大会のシンポジウム及び基調報告書に
おいて，元NSA（米国国家安全保障局）局員エドワード・スノーデン氏の言葉などを引
用しつつ，プライバシー権を単に私事を「隠すための権利」として把握する立場に対して
異議を唱え，「守るための権利」であることを主張した。その場合に守られるものとは，
私たちの人格的自律性や表現の自由である。

ところで，現代のプライバシー権の本質に関するこのような考え方は，決して我々やス
ノーデン氏の単なる独自思想ではない。歴史的事実によって裏打ちされているのである。
そのことを我々に教えてくれたのは哲学者ハンナ・アレントの代表作の一つである「人間
の条件」2であった。そこで，我々は前記シンポジウム開催後に出版した「監視社会をどう
する」3においてその点を簡潔に論じた。

1 例えば，1990年第33回人権擁護大会（於：旭川市）における「情報主権の確立に関する宣言」，2002年第
45回人権擁護大会（於：郡山市）における「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」
など。

2 ハンナ・アレント著（志水速雄訳）「人間の条件」（ちくま学芸文庫，1994年）。なお，本章でアレントの
思想紹介や引用文に付した頁数は全て同書のものである。

3 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分科会実行委員会編「監視社会をどうする」（日
本評論社，2018年）54頁以下。
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「人間の条件」はもちろん法律家の立場からではなく哲学者の立場から，私たちが「人
間の尊厳」と呼ぶ事柄について論じた著書である。そのため，法学の世界の専門的諸学説
の対立には触れられておらず，かえって一般の読者にとっては分かりやすい内容になって
いるようにも思われる。そこで本章では同書の内容からヒントを得つつ，デジタル社会が
危うくする人間の尊厳の具体的実質についての解説を試みようと思う。

第２節　現代のプライバシー権が守るもの
第１　古代ギリシア・ローマにおける私的領域

アレントは，古代ギリシア・ローマ（以下，単に「古代」と呼ぶ。）の市民の生活を考
察し，そこに公的領域と私的領域があったことを指摘する。古代の私的領域とは，人間が
生きるための必然性（生物学的生命維持目的）に支配されている領域で，動物と本質的に
変わらない活動をする領域である。その典型的な領域は奴隷を含む家族であり，その典型
的な活動は生きる必要（生計維持）のための労働である。この領域には当然ながら法の支
配が及ばず，家長の暴力が統制しており，そこに生きるメンバーたちは家長への貢献の対
価としての分け前と家長による庇護の獲得を目指すのであり，自由獲得を目指すのではな
い。

これは後述する市民にとっては，動物的本能に支配された不完全な人間たちの領域で
あって，隠すべき恥ずかしい領域である。アレントによれば，それが西洋における「プラ
イバシー」という言葉の語源であり，それは「欠如」を意味していた。古代の私的領域に
生きる人間にとって欠如しているものとは，おそらく今の私たちが「人間の尊厳」と呼ぶ
ものであろう。つまり，後述するように，現代では人間の尊厳を守るための領域である「プ
ライバシー」の元々の意味は，なんと「人間の尊厳の欠如」だったのである。私たちの日
常語における「プライバシー」の中に，性的行為，入浴，排せつのように人間が動物同様
に衣服を付けない姿で行う私事が含まれているのは，アレントによれば，このような古代
のプライバシー概念に由来するものだということになろう。

第２　古代ギリシア・ローマにおける公的領域
アレントは，古代の公的領域を政治的領域と呼び，それは生きるための必然性を克服し

た個としての市民が生きる領域であったと指摘する。
したがって，そこでメンバー（市民）たちが行う活動は，生きる必要のために画一化さ

れた活動や行動ではなかった。換言すれば，そこには二人として同じ人生を生きる者はい
なかった。つまり，アレントによれば，人類とは同種の人間が存在しないような類なので
あり，その点こそが人間を動物から区別する特質，すなわち，私たちが「人間の尊厳」と
呼ぶものなのである。確かに，下等動物は一般に，種の保存や繁殖に役立つ画一化された
行為しかしない。人間だけが，過去と異なる未来を条件付けるユニーク（唯一）な人生を
自ら始める存在なのである。

このような政治的領域では，各自が固有の遠近法（価値観・個性）により他者を規定し，
各自もまた他者の遠近法によって規定される（「人間の条件」85頁）。アレントによれば，
その結果，各自は「私」と「世界」の真のリアリティを獲得する。私にとっての「私」と
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「世界」は，他者にとっての「私」と「世界」とは異なるものである。そのことによって，
私や他者から独立した「私」と「世界」の実在（リアリティ）の確信を得ることが可能に
なるのである。

第３　「社会的なもの」の勃興
前述した古代の政治的領域の実現を可能にした要因は，明らかに奴隷制の存在であった。

しかし，やがてこの奴隷制は崩壊する。そのことは人道的にはもちろん，ひょっとすると，
現代憲法理念に照らしても素晴らしいことであったのかもしれない。その結果，全ての奴
隷が市民になれたのであれば。

しかし，市民たちが奴隷を失うということは，市民たち自らが公然と，生きる必要のた
めの労働をせざるを得なくなることを意味した。古代の家族の解体は，結局のところ，社
会全体を一つの家族にしてしまう結果を生んだからである。したがって，古代の奴隷は古
代の市民の地位や生活領域を獲得することはできず，むしろ古代の奴隷たちの活動が「社
会的なもの」として，古代の私的領域から近現代の公的領域に進出し，古代の政治的領域
をも浸食することになったのである。こうして生まれた新たな領域が「『社会的なもの』
が勃興する公的領域」であって，そこでは現代の私たちがそうであるように，各自が生き
る必要のために従事する労働，つまり，生業はもはや隠すべき恥ずかしい私事ではなくなっ
たのである。

ちなみに，このような社会的領域，すなわち「公的になった古代の私的領域」には，古
代の市民が蔑視した奴隷たちの精神がそのまま受け継がれている。たとえば，アレントに
よれば，近代商人たちは自由になるために蓄財（社会から分け前を獲得する活動）をした
のではなく，蓄財するための自由の規制（保護）を自ら政府に望んだのである（96頁）。
つまり，近代の人間たちの精神は自由獲得ではなく，自由を犠牲にして分け前獲得と庇護
を受けることを目指すという意味で，古代の奴隷たちと同じものになってしまったのであ
る（95頁）。

ただし，大きな相異点もある。古代の奴隷たちの主人はもちろん実在する人間であった。
しかし，近代社会の主人は実在する人間ではなく，いわば超感覚的な「人間」の概念であ
る。すなわち「社会的なもの」が勃興する近代の公的領域は，そのメンバーたちの社会関
係が生み出す幻想的な支配者によって支配されている。その典型が「法の支配」における

「法」や古典派経済学における「神の見えざる手」のことである。このような支配形式の
ことをアレントは「ノーマンルール」（無人支配）と呼ぶのであるが（63頁），これはもは
や社会のメンバーたち自身が取り結ぶ社会関係が生み出している「社会規範」という名の
パノプティコン（監視システム）である。つまり，社会的領域のメンバーたちは，自らの
自由意思で自らを社会の奴隷として規定する。その結果，近代の公的領域においては，古
代の公的領域に存在した政治的活動が排除され，個としての人間の活動領域は絶滅の危機
にさらされることになるのである。

以上のように，「社会的なもの」が勃興することになった近代の公的領域は，一方で古
代の私的領域に位置していた生きる必要のための労働を吸収し，他方で古代の公的領域を
近代の私的領域へと追放したのであるが，その結果，皮肉なことに，近代の私的領域は後
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述するように著しく豊かなものになるという逆転現象が生じたのである。

第４　近代以降における私的領域
アレントによれば，以上のような「社会的なもの」の勃興に抗議するものとして，ルソー

やロマン主義者たちが「親密さ（intimacy）の領域」を発見したという。なお，アレント
によればこの抗議は，古代の私的領域すなわち家族においても潜在していたものである。
しかし，古代の私的領域の中心は生きる必要のための労働であった。近代になり，それが
家族の解体によって私的領域から公的領域へと移動したため，私的領域に残されたものと
して発見されたのである。

この親密さの領域は，アレントによれば，近代の個人主義によって「著しく豊かになっ
た」領域である。プライバシーの実質はこうして，人間にとって恥ずべきものから親密さ
の領域へと，すなわち，人間が乗り越えるべきものから守るべきものへと変化したのであ
り，その対象こそが，私たちの憲法が守ろうとしている「自律」や「表現の自由」である。

アレントは，この領域に属するものの代表として芸術を挙げている。近代に勃興したロ
マン派の詩や小説や音楽や絵画等の芸術のことである。アレントは，「近代初期になって，
社会の各構成員の最高の権利として，私生活の権利が要求されたが，この私生活の権利と
いうものは，実際には，独居（solitude）を保障するものであった。というのも独居なし
にはどんな作品も生み出すことはできないからである。」（255頁）と述べている。製作は，
それが芸術作品であるかどうかににかかわらず，作者の頭脳の中に思い描かれた言語化（＝
社会化）不可能なアイデアに，ふさわしい形式（この形式には，通常の言語とは異なる詩
的言語も含まれるであろう。）を与える作業であるから，画一的な社会的形式を排除でき
る独居においてしか実現不可能なのだという意味である。

アレントは，芸術以外に，自律的思考（自己立法行為）にも一応触れており，さらには，
おそらくキリスト教徒以外には理解困難な絶対善や愛，自律を超越した思考等についても
触れている。これらのうち自己立法行為としての自律的思考は，明らかに「親密さ」の一
内容であるが，その他のものは，アレントの分類に従えば古代の政治的活動領域に属する
ものであろう。このように，近代の私的領域は古代の公的領域に属していたものまで含ま
れる豊かなものになったのであるが，その理由は前述したように「社会的なもの」が古代
の公的領域を浸食し，それを近代の私的領域に追放したからである。

第５　現代のプライバシー権が守るもの
先ほど，アレントは立法行為としての自律的思考にも「一応」触れており，という言い

方をしたのは，アレントは自律を典型とする「親密さ」を守ることの重要性をもちろん否
定してはいないが，実は，自律が人間にとって最高の価値だとも考えていなかったからで
ある。その理由を簡単に言えば，自律とは「親密さ」であるから自己関係にすぎず，そこ
に真の他者が存在しないことと，さらに，自律が目的（法律の場合の「趣旨」や「理念」）
に拘束されたものであるため，自律において人間たちが目的の奴隷になってしまい，後述
する「活動」によってではなく功績によって評価されることになってしまうからである。

さて，アレントは，自律よりも高い価値を「活動」と「言論」において見出す。これは
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アレントによれば，人間たちがリアリティを備えた人間世界（アレントはこれを人間関係
の「網の目（web）」とも表現している（297頁）。）に参加し，自己を条件関係の起点とし
て位置付け，何かを始めようとする場合の手段である。その参加は「労働のように必要性
によって強制されたものでもなく，仕事のように有用性によって促されたものでもない。
それは，私たちが仲間に加わろうと思う他人の存在によって刺激されたものである」（288
頁）という。つまり，人間がウェブ世界に参加し，自己を近代的自律的思考の産物である

（相当）因果関係ではなく，リアルな条件関係の起点に位置付け，何かを始める活動のこ
とである。

このような「活動」こそ，アレントが古代ギリシアのポリスの市民たちの活動において
発見したものなのであるが，それは社会的には全く無用なものであるから，近代以降にお
いては，「社会的なもの」の勃興によって公的領域から追放され，絶滅の危機に瀕するこ
とになる。没年が1975年であるアレントにとっては，そのような絶望しかなかったかもし
れない。しかし，もしもアレントが，デジタル社会の発展によりインターネットがこれほ
どにまで急速に広く普及した現代を知ることができたならば，果たしてどう感じたであろ
うか。

ネットゲーム（オンラインゲーム）やネット上に匿名で書き込みができる世界が典型で
あるが，その参加者たちは，実社会における社会的地位や生業どころか，名前や年齢や性
別や国籍さえも明らかにする必要がない。そこでそんな私的事項をわざわざ公開してから
活動や発言をする者は，かえって軽蔑される場合さえある。つまりそこでは，生業が隠し
ておくべき私的事項として扱われていた古代の公的領域のルールが復活しているのであ
る。つまりそこでは，近現代の公的領域における生業こそが隠されるべき私的領域であり，
参加者たちはその私的領域を克服した者たちである。そして参加者たちはもちろん，生き
る必要のためではなく，参加者各自の個性を実現するために卓越をそこで競うのである。

つまり，アレントは彼女が生きた時代の制約により，近代のプライバシー領域に対し，
主として「親密さ」を守る領域としての価値だけしか発見できなかった。古代の政治的活
動もその領域に追放されたのではあったが，その活動については絶滅を覚悟するほかな
かったのである。しかし，現代のデジタル社会の発展は，奇しくもネット世界においてア
レントが高い価値を認めていた政治的活動領域を復活させてしまった可能性があるのであ
る。要するに，デジタル社会は私たちのプライバシー領域の豊かさをアレントが生きた時
代よりも更に倍増し，そこにはアレントが人間にとっての高い価値を認めた「活動」と「言
論」の領域まで含まれることになったのである。

現代のプライバシー権が守る領域とはこのような領域である。だからこそ，現代のプラ
イバシー権が守るものとは，表現の自由だけではなく人間の尊厳をも含むきわめて豊かな
領域なのである。

第６　プライバシー権侵害の典型は監視
以上のような歴史認識に照らせば，主観的権利としてのプライバシー権侵害の典型は社

会的監視であることが分かるであろう。そして，その場合の監視には，アレントが「ノー
マンルール」（無人支配）と表現したように，監視者が存在しないのである。それにもか
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かわらず，人々は常に監視されている可能性を認識するのであって，監視社会の実現には
それで十分なのである。

なぜそのようなことが起きたのであろうか。アレントは「社会が完全に勝利するとき，
必ず，ある種の『共産主義の虚構』が生み出されるだろう。このような虚構の顕著な政治
的特徴は，社会が実際に『見えざる手』によって支配されているということ，裏返してい
えば，社会が誰によっても支配されていないということである。」（68頁）と述べている。
つまり，社会関係が生み出す虚構としての主体が，人々の活動を実際に萎縮させ，人々を
して自発的に社会に対する優等生，いやもっと過激な表現を使えば奴隷として振る舞うこ
とを強制しているからである。

デジタル社会の発展が，このような監視社会化を促進することは言うまでもないことで
あろう。したがって，デジタル社会の発展は，表現の自由や自律だけでなく人間の尊厳を
確保するための主観的権利としてのプライバシー権を，制限あるいは侵害するという危険
性を生み出しているのである。

第３節　自己情報コントロール権
第１　ケンブリッジ・アナリティカ事件の衝撃

主観的なプライバシー権侵害の典型である監視は，主としてプライバシー情報の収集（取
得）行為である。しかし，デジタル社会の発展は，取得された莫大なプライバシー情報を
関連付け，データベース化し，保管し，利活用する技術をも飛躍的に進歩させた。

これらの技術の発展が監視の法益侵害性を更に高めることは言うまでもない。しかしこ
れらの技術は，監視とは異なる法益も侵害する。本章では，このような技術の発展が侵害
する権利を前述したプライバシー権と区別し，「自己情報コントロール権」と呼ぶ。

この自己情報コントロール権侵害が問題とされる代表的な事例としては，従来からビッ
グデータの活用に基づくターゲティング広告やプロファイリングなどが挙げられており，
我々も2010年第53回人権擁護大会の基調報告書等においてその詳細を論じた。しかしその
後に起きた余りに衝撃的な大事件といえば，ケンブリッジ・アナリティカ事件であろう。
これは，世界中のフェイスブック利用者の莫大な個人データが，選挙運動のコンサルティ
ングを行うデータ分析会社であるケンブリッジ・アナリティカなどへと流され，選挙活動，
要するに投票行動の操作のために利用されたという事件である。宮下紘教授によれば，内
部告発を行った元同社の研究員が，イギリスのEU離脱の国民投票の際，このようなフェ
イスブックの個人データを悪用した「でっちあげ」があったことを認めているとのことで
ある4。

フェイスブックに何らかのメッセージを投稿したり，友だち申請したり，「いいね！」
をクリックしたりする人々は，まさかそれらの情報が収集され，解析され，投票行動の操
作のために利用されるなどとは思ってもいない。だから，この事件の本質は，自己情報の
無断利活用である。そのことが結果的に，重大な国民投票の結果を左右した可能性がある
と明らかにされたことにより，世界は衝撃を受けたのである。

4 宮下紘著「プライバシーという権利」２頁（岩波新書，2021年）



第１章　デジタル社会が傷付ける人間の尊厳～プライバシー，自己情報コントロール権及び自律を哲学する

─ 279 ─

第２　自己情報コントロール権の本質
以上で述べたことからも分かると思われるが，ケンブリッジ・アナリティカ事件が結果

的に重大な国民投票の結果を左右したという事実に目を奪われすぎると，自己情報コント
ロール権の本質を見失いかねない。この事件では内部告発者が「でっち上げ」があったこ
とを認めているのであるからなおさらである。それが事実で，しかもそれによって国民投
票の民意がゆがめられたとすれば，その直接の原因はもちろん知る権利の侵害であって，
自己情報コントロール権侵害はその効果を倍増させる強力な手段であったにすぎない。こ
のように，個人を脆弱化し，人権侵害の効果を倍増させる点にこそ，自己情報コントロー
ル権の本質があると思われる。

この点については諸説あるので，山本龍彦教授の見解に従って，以下に紹介しておく。
まず，本章と同様の立場と思われる学説としては，山本龍彦教授が「プライバシーの権

利を考える」77頁（信山社，2017年）において，アメリカの情報法学者ソロブ教授の見解
として紹介されているものがある。それは「データベースの構造は，そこでは人々が重大
な損害を受けやすい状態に置かれるのだがそれについて自分ではどうすることもできない
ような世界をもたらし，それが人々を弱体化させ，無数の危険にさらし，彼らから力を奪
い取る」点に自己情報コントロール権の被侵害利益を求める見解である。これは被侵害利
益を個人の脆弱化と捉える立場であると思われ，正に本章と同様の立場である。

以上を踏まえた自己情報コントロール権の内容規定として，佐藤幸司教授の「個人が道
徳的自律の存在として，自ら善であると判断する目的を追求して，他者とコミュニケート
し，自己の存在の関わる情報を開示する範囲を選択できる権利」（前掲書148頁），棟居快
行教授の「人間が自由に形成しうるところの社会関係の多様性に応じて，多様な自己イメー
ジを使い分ける自由」という説も紹介されている（前掲書149頁）。なお，第53回人権擁護
大会のシンポジウムにビデオを通じてゲスト参加された小説家の平野啓一郎氏は，前記棟
居説に類似した「分人主義」を主張されている。これらはいずれも，自己情報コントロー
ル権の被侵害利益が権利主体の脆弱化であることを踏まえ，「自己情報を与える他者を，
権利主体との信頼関係，距離感，社会関係等を基準に選択する権利」を同権利の内容とす
るものであり，本章の立場に近いものと思われる。

しかしながら，以下のような異説も紹介されている。例えば「ビッグデータに基づく分
析は，自分がそう決める前に，私とは何ものであるのかを調整し，決定しさえする制度的
監視を可能とする」点に被侵害利益を認めようとする見解や，「評価の対象となることの
ない生活状況または人間関係が確保されている状態に対する正当な要求または主張」を自
己情報コントロール権の本質と考える立場である（前掲書148頁）。しかし，他者を主体と
して尊重するためには，自己が他者によって客体化されることを一般的に拒絶することは
できないであろうし，また，アレントも指摘するようにリアルな他者関係の中で初めて自
己自身のリアリティも確保できるということに鑑み，本章ではこれら異説の立場を採用し
ないこととした。

第３　自己情報コントロール権のイメージ
それでは，デジタル社会の発展はなぜ，以上のような自己情報コントロール権の重要性
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を高めることになったのであろうか。そのことを理解するために，まず，自己情報コント
ロール権侵害を具体的にイメージすることとしよう。

皆さんは「北風と太陽」の寓話を御存じのことであろう。ある旅人の上着を脱がそうと
して北風と太陽が競争した。北風は旅人に強く吹き付けたが，旅人はかえって上着をしっ
かりと押さえた。しかし太陽が暖かく照らすと，旅人は上着だけではなく，次々と衣服を
脱いだという話である。なぜ太陽は北風に勝てたのであろうか。

ID野球という戦略を採用したことで有名になった元名キャッチャーのプロ野球監督が
いたことを覚えているであろうか。あるいは，麻雀の名手は，相手の手役を読み切るだけ
ではなく，相手方本人さえ気付いていない次に切る牌までも読み切ってしまう。

これらの例に共通していることとは何であろうか。それは，操られた者たちが自由意思
で行動していることである。そして，操ろうとする者が，その自由意思が従う法則を認識
し，それを利活用しているということである。これは自然科学の発展が，自然支配を実現
した方法と同じである。

例えば，水を気体に変化させたいときに，水に強く命令しても無駄である。しかし，１
気圧の実験室でその水を100℃以上に熱すれば，水は自ら気体になる。なぜなら，水はそ
の環境では100℃で沸騰するという法則に自発的に従うからである。

あるいは，福本伸行氏のアニメ「アカギ」の主人公である伝説の雀士赤木しげるは，自
分の裸単騎マチに対し，12種類の牌を持つ敵（浦部）に振り込ませるのである。その時，
浦部は心の中で次のようにつぶやいている。「ワイはこの14枚12種の中から選べるんや！
ヤツやない！ワイが選ぶんや！」5。浦部はだからこそ，よもや自分が当り牌を選んで切る
はずがないと考えたのであろうが，赤木しげるに言わせれば，今引いた（自摸った）牌を
そのまま切れば当らない確率は非常に高かったのに，浦部が12種類の牌の中からわざわざ
自由意思によって切る牌を選んだからこそ，裸単騎マチに振り込むことになったのだとい
うわけである。その赤木しげるのロジックの圧巻の種明かしの詳細は割愛するが，そこで
は赤木しげるによる自己情報コントロール権侵害あるいはプロファイリング（もちろん，
麻雀やポーカーのようなゲームの世界では全て正当な戦略であるが）の真の恐ろしさがま
ざまざと説明されている。

要するに，自己情報コントロール権を侵害する者は，支配しようとする相手方の自由意
思が従う法則を探知し，それを利用することによって，その支配対象を意のままに操る能
力を獲得するのである。そしてその方法が巧妙な場合，被支配者は，自分が誰かに操られ
ているという事実さえ自覚できないのである。

第４　自己情報コントロール権の実質と哲学
以上のことから分かるように，あなたの個人情報を獲得した者は，あなたを支配し，意

のままに操る可能性を獲得するのである。もっとも，「アカギ」の舞台となった昭和30年
代（1955年～1964年）であれば，あなたの個人情報を安易に誰かに与えたとしても天才赤
木しげるでもない限り，あなたを意のままに操ることはできなかったであろう。しかし，

5 テレビアニメ版「アカギ」第13話「風雷の軌道」より。
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現代の発展したデジタル技術はどんな天才的個人でさえも収集不能な膨大なデータを収
集・解析し，あなたの行動を予測し，操ることができるのである。とはいえ，あなたがも
し，どんな他人に対しても一切の自己情報を与えなければ，あなたは絶対的孤独な状態に
置かれ，あなた自身の実在性（リアリティ）さえも疑わしくなってしまうことであろう。
だから，あなたは一定の範囲の他人に対しては自己情報を与えなければならないのも事実
である。こうして，自己情報コントロール権の内容は「自己に関わる情報を開示する範囲
を選択できる権利」6と規定されることになるのである。

法律論としてはここまでである。しかし，哲学者アレントならこの問題をどのように分
析するであろうか。おそらく，今述べた法律論的な分析だけでは不十分だと考えるであろ
う。アレントは「経済学が科学的性格を帯びるようになったのは，ようやく人間が社会的
存在となり，一致して，一定の行動パターンに従い，そのため，規則を守らない人たちが
非社会的あるいは異常とみなされるようになってからである。」（66頁）という。また，「近
代の行動主義理論で厄介なのは，それが誤っているということではなく，それが正しいも
のになったということであり，それが実際に近代社会のある明白な傾向を概念化するのに
最も可能性のある方法であるということである。」（500頁）という。これは極めて深い分
析である。すなわち，私たちは自己情報コントロール権侵害の原因として，デジタル社会
や統計学の発展によるAIのデータマイニング技術の進歩等にばかり目を奪われがちであ
る。しかしそれ以前に，そもそも人間が社会化され，一定の行動パターンに従う傾向が存
在するようにならなければ，これらの技術は有効にならないのである。

例えば，先述したアニメの主人公赤木しげるは，情報によって相手の行動を支配するた
め，まず，ギャンブルの賭け金のレートを極端に上げるのである。つまり，気持に余裕が
ある人間，そのような意味で真に自由で主体的な状態にある人間は必ずしも一定の行動パ
ターンに従わないのである。人間は追い詰められたときに初めて，その心の奥底に存在し
ている自分でさえ気付かない動物的とも言える行動法則に従ってしまうのである。だから，
自己情報コントロール権が重要になる背景あるいは基礎には，デジタル技術の発展以前に，
そもそも人間たちが生きていくためには社会に依存せざるを得ないという状況が存在して
いるということを忘れてはならないであろう7。

第４節　ビッグデータ社会が生み出す自律的思考の退化
ビッグデータ社会とは，理論よりも経験的事実を重視する社会である。だから，哲学に

とって，このような社会の弊害は明らかである。それは人間の認識能力の，近代初期の経
験論への退行である。

自分の頭で考えること，すなわち自分で判断基準を立法し，それに従って理論的に思考

6 信頼関係等に基づいて情報を与える相手を選ぶ権利を行使できるためには，相手方の情報も必要となる。
したがって，情報を与える相手がいかにしてその情報を処理するのかというアルゴリズムの開示等も自己
情報コントロール権に基づいて認められるべき重要な権利ということになろう。

7 「社会とは，ただ生命の維持のためにのみ存在する相互依存の事実が公的な重要性を帯び，ただ生存にの
み結びついた活動力が公的領域に現われるのを許されている形式にすぎない。」とアレントは述べている

（71頁）。社会が人間を萎縮させ，一定の法則に従って行動させるのは，このような本質のせいであろう。
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し，結論を出すということの重要性を強調した哲学者は言うまでもなくカントであった。
それは当時の経験論が，習慣的に観察される経験的事実に引きずり回され，理論的思考を
欠いた経験的事実をそのまま普遍的真理として認識してしまう危険があったからである。
それは例えるなら動物的な条件反射的思考であって，ジンクスと因果関係を混同してしま
うような思考である。つまり，いかに膨大なデータによって基礎付けられた法則であって
も，思考を介さずにそれを普遍的法則と解することは，誤謬を生み出すのである。

とはいえ，膨大なデータを思考によって解析するのには時間と手間がかかる。他方，デ
ジタル社会の発展が生み出したビッグデータが示す事実的因果関係は客観的なものであ
る。こうして，人間たちは自らの自律的思考能力を使用する手間を省き，ビッグデータが
示す客観的な結果に盲従してしまう傾向が生まれてしまい，さらにはこの傾向が自己情報
コントロール権侵害によって利用される場合もあるのである。

山本龍彦教授著の「おそろしいビッグデータ」（朝日新書，2017年）によれば，ビッグデー
タが発見したとされる，私たちの思考によってはにわかには理解し難い相関性の例がいく
つか挙げられている。例えば，カーリーフライポテトを好む人はスティックタイプのポテ
トを好む人よりも知能指数が高い8というものや，黒人の刑事被告人の方が白人の場合よ
りも再犯率が高いといったものである9。これらはビッグデータによる解析結果というので
あるから，いずれも莫大なデータによって客観的に基礎付けられているものと思われる。

これらの解析結果が生み出す問題は明らかであろう。とりわけ後者は不当な黒人差別を
生み出すに違いないであろう。その原因はもちろん，ビッグデータが示す事実の意味を，
思考によって基礎付けようとする作業を省くことによるものである。

例えば，ポテトの例の場合，最近の日本における販売大手のハンバーガーチェーンやコ
ンビニエンスストアで売られているもののほとんどは，スティックタイプのものである。
カーリーフライポテトを食べたいと思うなら，大手チェーン店以外の店に行かねばならな
いだろうし，値段も割高である可能性が高い。そうであるとすれば，カーリーフライポテ
トは主に高学歴の人々が相対的に多い高所得者層が選ぶ傾向があるから前記のような結果
が出た，という可能性もあり得よう。しかし，ビッグデータを崇拝する者たちにとっては
そんな理論的根拠はどうでもよいのである。山本龍彦教授は同書で「東大では普通のポテ
トフライよりもカーリーフライの方が売れるということか」10とつぶやいておられるが，
ビッグデータが崇拝されると，その解析結果は理論抜きの実用性だけを追求するための手
段にされかねないのである。

黒人の再犯率の例の場合，その原因が肌の色ではないことは明白であろう。おそらく，
差別や貧困や生活環境などが原因であろう。つまりそれらは，刑事事件の情状弁護の際に
弁護人が主張する一般的な情状事由である。それにもかかわらず，この事実がビッグデー
タによって普遍的法則であるかのように認識されれば，許しがたい人種差別思想を生み出
しかねないのである。

8 山本龍彦著「おそろしいビッグデータ」35頁（朝日新書，2017年）

9 前掲「おそろしいビッグデータ」26頁

10 前掲「おそろしいビッグデータ」25頁
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自律的思考は，アレントによれば最高の人間性を示すものではないとしても，動物的条
件反射よりはずっと高い人間的な価値が認められるものであろう。実際，カントの時代に
はこのような自律こそが人間の尊厳の中心的要素であると考えられていたのである。とこ
ろがデジタル社会の発展により生まれたビッグデータ社会は，このような人間の自律的思
考能力を奪う危険性をはらんでいるのである。

第５節　おわりに
この章の最初にも述べたように，デジタル社会やビッグデータ社会がもたらす人権侵害

の内容や定義については，法学の世界では多数の見解の対立があり，一致を見ていない。
そこで，本章ではそのような学術的な議論から距離を置き，一般の読者にとってはむしろ
具体的なイメージが湧きやすいと思われる大局的哲学的観点から，プライバシー権，自己
情報コントロール権及び自律的思考の問題を考察した。その結果，これらの権利等はいず
れも究極において人間の尊厳に関わるものであり，デジタル社会の発展はこれらを危うく
する可能性があることが明らかになったと言えるであろう。
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第２章　国内の法制度の現状と課題

第１節　個人情報保護法
第１　2021年改正までの現状
１　はじめに

⑴　個人情報保護法とは
個人情報保護法は，2003年５月23日に制定され，2005年４月1日に完全施行された。
しかし，その後，同法は，2015年９月に全面的な改正がなされ（2017年５月30日完

全施行），2020年６月５日及び2021年５月12日にも大幅な改正が行われた。改正を経
るごとに，プライバシー情報を保護する判例理論についての注意が薄れ，個人情報保
護法さえ遵守していればプライバシー侵害ではないかのような誤解すら生まれてい
る。

個人情報保護法は，「個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を保護する
こと」を目的としている（１条）。「有用性に配慮」した結果，同法の基本的な考え方
は，個人情報の収集（取得）及び利用について，本人（情報主体）の個別同意を原則
不要とし，個人情報取扱事業者に対して利用目的の通知・公表（21条），不適正取得
及び本人同意のない要配慮個人情報の取得の禁止（20条），本人同意のない目的外利
用の禁止（18条），不適正利用の禁止（19条）といった義務を課すにとどまる。つまり，
同法は，利用目的を公表しさえしておけば，本人からの同意を個別に取得することな
く，その目的の範囲内での利用が許されるという仕組みを採っているのである。

個人情報保護法は，それが誰の情報であるかが特定される，個人識別情報でありさ
えすれば，最小限度の一律な取扱いを求めることとして，個人識別情報に対し，最小
限度の保護を図った法律である。

詳細は本節第２に譲るが，①適用範囲が，判例理論で争いのないプライバシー情報
（一般人の感受性を基準にして，他人に知られたくない私的な事柄）よりも広げられ，
単なる本人識別情報にまで拡張されている反面，②プライバシー情報であれば，第三
者提供等に対しては本人同意が求められているところ，事前に個人情報の収集目的，
利用範囲等を公表しておけば，本人同意がなくとも利用してよいとして，プライバシー
情報より保護の水準が下げられていることに特徴がある。

同法の制定･施行により，プライバシー情報であっても，事前の同意なく利用して
よいこととされたわけではないし，同法は，プライバシーの保護水準を引き下げる，
判例理論を修正する特別法でもない。同法は，必ずしもプライバシー情報とは言えな
い単なる個人識別情報という広い範囲での個人情報の取扱いに関して底上げを図って
いるが，本来プライバシー保護のための手段であるべき個人情報の保護に向けた形式
的手続の遵守，それ自体が自己目的化して，プライバシー侵害を招かないよう注意す
る必要がある。

⑵　2015年改正後のデジタル社会の進展
その後，EUでは，GDPR（一般データ保護規則）が2016年４月27日に制定され，

2018年５月25日から適用が開始された。
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他方，国内においては，リクナビ事件（2019年８月）11が起き，個人情報保護委員
会が勧告を行った12。また，公正取引委員会は，「デジタル・プラットフォーム事業者
と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止
法上の考え方」（2019年12月17日）13を発表し，デジタル・プラットフォーム事業者に
よる個人情報等の取得又は利用が優越的地位の濫用（独禁法２条９項５号）に該当す
る行為類型を明示した。

このような国内外の情勢の中で，個人情報保護法は，2020年６月５日及び2021年５
月12日に大幅な改正が行われた。

以下では，これらの改正を踏まえた個人情報保護法を概観しながら，2010年10月８
日第53回人権擁護大会決議において私たちが示した課題が，いまだ十分に克服されて
いない現状を明らかにする。

２　自己情報コントロール権の保障の不十分性（憲法的価値理念の不十分性）
⑴　自己情報コントロール権の保障が法の目的になっていない

個人情報保護法１条は，「この法律は，デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用
が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取扱いに関し，基本理念及び政
府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定
め，国及び地方公共団体の責務等を明らかにし，個人情報を取り扱う事業者及び行政
機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに，個人情報
保護委員会を設置することにより，行政機関等の事務及び事業の適切かつ円滑な運営
を図り，並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある
経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用
性に配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。」と定めており，最
後の「個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする」
が法の目的となる。そして，同条の「個人の権利利益」は，個人の人格的な権利利益
と財産的な権利利益の双方を含むものと解されている。

しかし，「個人の権利利益」というだけでは，デジタル社会における個人情報の利
活用に対応して保護されるべき個人の権利利益とは何なのかが曖昧になってしまう。
この点，法３条では「個人情報は，個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われる
べきものであることに鑑み，その適正な取扱いが図らなければならない。」との基本
理念が示されているが，それだけではやはり「個人の権利利益」が何であるかを明確
に示すには至っていない。

11 内定辞退率を契約企業に提供するサービス「リクナビ2019」において，個人情報である氏名の代わりにクッ
キーで突合し，特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算出し，第三者提供に係る同意を得ず
にこれを利用企業に提供していた。リクナビ2019を運営する㈱リクルートキャリアは，内定辞退率の提供
を受けた企業側において，特定の個人を識別できることを知りながら，提供する側では特定の個人を識別
できないとして，個人データの第三者提供の同意取得を回避していた。

12 「個人情報の保護に関する法律第42条第１項の規定に基づく勧告等について」（2019年8月26日）
 （https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf），「個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の

対応について」（2019年12月４日）（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/191204_houdou.pdf）

13 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html
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第１章でも述べたとおり，プライバシー権や自己情報コントロール権は，人間の尊
厳に関わる重要な権利であり，個人の自律や民主主義を守る上で不可欠の権利である。
このようなプライバシー権や自己情報コントロール権の背景にある憲法的な価値理念
を個人情報保護法の目的に据えてこそ，デジタル社会において経済合理性や効率性の
論理で進む個人情報の利活用から，個人の権利利益を保護するための防波堤ができる。
山本龍彦教授は，「個人情報保護の目的は，『個人情報を保護すること』にあるのでは
なく，個人が主体的に自らの人生をデザインする自由，人生をやり直す自由，集団的
属性によって短絡的に能力などを評価されない自由（以上はいずれも『個人の尊重』
原理と関連している）を守ること，あるいは民主主義を維持・発展させることにある
のである」と述べ，「個人情報保護法もまた，経済秩序において，このような憲法の
価値理念を－経済合理性とある程度調和するようなかたちで－実現していくという，
憲法上の目的をもった『憲法具体化法律』の一つと考えられるのである。」と結んで
いる14。

個人情報保護法１条には，このような視点が十分に盛り込まれているとは言えない。
憲法的価値理念を示す意味でも，自己情報コントロール権の保障を明記すべきである。

⑵　裁判例及び条例
もっとも，個人情報保護法は，第三者提供に際しての本人同意原則（27条１項，28

条，31条１項），利用目的の通知の求め（32条２項），開示請求（33条，76条），訂正
等請求（34条，90条），利用停止等請求（35条，98条），目的外利用・提供に際しての
本人同意原則（69条２項１号，71条１項）などの規定により，限定的ではあるものの
自己情報コントロールの仕組みを導入している。

そして，かかる規定の存在を根拠に，自己情報コントロール権の法的権利性を認め
た裁判例もある。すなわち，自衛隊イラク派遣に反対する活動等が自衛隊情報保全隊
によって監視され情報を収集されたとして，人格権等に基づく「表現活動の監視によ
る情報収集等」の差止めと損害賠償を請求した自衛隊情報保全隊事件において，仙台
地判2012（平成24）年３月26日（判時2149号99頁）は，「遅くとも行政機関個人情報
保護法が制定された平成15年５月30日までには，自己の個人情報を正当な目的や必要
性によらず収集あるいは保有されないという意味での自己の個人情報をコントロール
する権利は，法的保護に値する利益として確立し」たと判示した。また，同事件の控
訴審である仙台高判2016（平成28）年２月２日（判時2293号18頁）も，「個人情報保
護法制の整備が進められた平成15年から平成16年当時においても，行政機関が取得，
保有した個人に関するどのような情報がプライバシーとして法的保護に値するのか，
行政機関のどのような行為がプライバシー侵害を構成するかなどを検討するに当たっ
ては，自己情報コントロール権の考え方，また，個人の権利利益の保護をも目的とし
つつ行政機関としてあるべき姿を示した考えられる行政機関個人情報保護法の定め

（同法３条等）は斟酌されるべきものといえる。」と判示した。
最高裁も，早稲田大学名簿提出事件（最判2003（平成15）年９月12日（民集57巻８

14 前掲「おそろしいビッグデータ」165頁
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号973頁））において，情報法制におけるプライバシーの概念を明記して，個人情報が
プライバシーに係る情報として法的保護の対象となることを宣明し，住民基本台帳
ネットワークシステムの憲法適合性が争われた最判2008（平成20）年３月６日（民集
62巻３号665頁）において，「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」が法的保護の対象になることを示した。

他方，地方公共団体においても，目的規定に「自己情報コントロール権」（八幡市
個人情報保護条例１条），「自己の個人情報を管理する権利」（国立市個人情報保護条
例１条，草加市個人情報保護条例１条），「個人の自己情報に関する権利」（春日市個
人情報保護条例１条）を明記したり，前文に「個人が自己に関する情報を自ら実効的
にコントロールできるようにすることが必要である」（大阪府個人情報保護条例），「個
人情報について，個人が自らコントロールする権利を実効的に保障」（沖縄県個人情
報保護条例）することを明記している例がある。これらの条例の規定が，2021年法改
正を受けて改正ないし制定される新条例で維持されるかは注目である。

３　クッキー情報等への規制
⑴　クッキー（Cookie）について

クッキーとは，端末（パソコンやスマートフォン，タブレット等）に自動的に記録・
蓄積されていくデータ（端末識別子）である。クッキーは，ウェブサイト管理者が当
該サイトの閲覧者が使用する端末のブラウザ（グーグルクロム等の閲覧ソフト）を通
じて当該端末に記録するものであることから，クッキーごとに異なるID，閲覧日時
等が記録されることになる。クッキーにより識別できるのは，当該サイトの閲覧に使
用された端末のブラウザが同一であることにとどまり，それだけでは特定の個人が識
別できるとは言えない。しかし，ウェブサイトにおいて，特定の端末から閲覧した者
がインターネット上のサービスを利用するためにアカウントを登録（ユーザーID，
パスワード，その他個人情報を登録）した場合には，当該ウェブサイトの管理者はア
カウントに登録された個人情報とクッキーとを照合することにより，閲覧履歴等の情
報が特定の個人に関するものであることを識別可能になる（個人データに該当）。

また，クッキーの突合によって複数のウェブサイトの閲覧履歴を把握して，閲覧者
の関心事，嗜好等を分析するデータ・マネジメント・プラットフォーム（DMP）が
利用されている。この代表例は，広告事業者が複数のウェブサイトに共通のタグ

（JavaScriptのタグや画像タグ）を設定することで，同一の端末から複数のウェブサ
イトが閲覧された事実を認識することを可能にし，そうして得られた情報（ある端末
はＡ社とＢ社とＣ社のウェブサイトを閲覧しているという情報）をＡ社に販売すると
いうものである。この場合，広告事業者は，当該端末の使用者を特定できないため，
広告事業者が保有する情報は個人データに該当しない。しかし，Ａ社はＡ社のウェブ
サイトを閲覧したときに記録されたクッキーと共通タグをひも付けることができ，か
つ，アカウント登録されている個人情報と照合することで，特定の個人がＢ社とＣ社
のウェブサイトを閲覧していたことを認識することが可能となる。その結果，本人の
意思に反して，多数の閲覧履歴等の情報がウェブサイト管理者に取得されてしまう。

⑵　「個人関連情報」による第三者提供制限
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ア　問題の所在
個人情報保護法は，保護の対象となる個人情報を「生存する個人に関する情報」

であって，「特定の個人を識別することができるもの」又は「個人識別符号」と定
義しており（法２条１項），個人を識別ができることが要件とされている。そして，
個人を識別できるかどうかは，提供先ではなく提供元を基準にして判断するという
運用となっている。そうすると，提供元では直接個人を識別できるものではないが
提供先では個人を識別することが可能であるという情報については，法によって保
護される対象ではないということになる。

しかし，技術の進展とともにインターネット上のユーザーデータの収集，蓄積，
統合，分析を行うDMPと呼ばれるサービスが普及してくると，直接に個人を識別
できなくても，提供先においてその情報と他の情報とを照合することによって，個
人を識別できる情報を得ることが可能になった。前記⑴のクッキーがまさにそれに
当たる。

そこで，2020年改正個人情報保護法は，このような個人を識別することが可能で
ある情報について，個人関連情報と定義して（法２条７項）新たな規制を行うこと
とした（法31条１項）。すなわち，個人関連情報とは，生存する個人に関する情報
であって，個人情報，仮名加工情報（法２条５項）及び匿名加工情報（同条６項）
のいずれにも該当しないものと定義された（同条７項）。そして，これに該当する
情報については，第三者に提供することにより提供先において個人データとして取
得することが想定されるときには，提供に当たり，データ主体の同意が必要とされ
る（法31条１項）。

この「個人関連情報」の創設により，個人情報保護のための規制が増えたわけで
はあるが，果たして十分であるか，ということがここでの問題である。

イ　個人関連情報の提供が問題となった事例－リクナビ事件
リクナビ事件は，情報提供の会社（リクルートキャリア）が，就職活動中の学生

の内定辞退率を判定した結果を採用予定企業に提供（販売）していたという事案で
ある。

2019年２月以前のリクナビでは，リクルートキャリアが採用企業から就職活動中
の学生の企業IDやクッキーを受け取り，これに当該就職活動学生のスコアを付し
て採用企業に返すという運用が行われていた（リクナビ2019）。この運用では，リ
クルートキャリアは就職活動中の学生個人を特定できないため，同社にとって企業
IDやスコアは個人情報に該当しなかったが，採用企業では企業IDと氏名を突合す
ることが可能であるため個人情報に該当する。これに対し，同年３月以降のリクナ
ビでは，リクルートキャリアが採用企業から就職活動学生の氏名を受け取り，これ
にスコアを付して返す運用に変更されたため，リクルートキャリアにとってもスコ
アは個人情報に該当することになった（リクナビ2020）。リクルートキャリアは，
リクナビ2020に変更した際に，個人情報の第三者提供の説明を利用規約に追加した
が，一部の就職活動学生はこれを確認する機会がなく，個人情報の第三者提供につ
いての同意が得られていないという事態が生じた。
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ウ　個人関連情報の提供が問題となり得る事例
前記⑴で述べたクッキーのほかに，「いいねボタン」にも個人関連情報の提供の

問題がある。すなわち，SNSユーザーが閲覧をした際に「いいねボタン」を押す（場
合によっては押さなくても）とSNS側にユーザーの閲覧履歴が取得され，SNS側に
おいて登録情報と結合して特定個人の閲覧履歴（個人情報）として取得され得る。
この場合，ユーザーに十分な説明のないまま個人情報として取得することは，適正
取得義務（法20条１項）の違反，ひいては個人のプライバシー侵害となるおそれが
ある。

エ　個人関連情報としての規制の限界
個人関連情報の第三者提供制限（法31条）により，リクナビ事件のような第三者

提供の同意取得を回避する情報提供サービスを規制することが可能となる。
しかし，個人関連情報の第三者提供制限（法31条）は，「第三者が個人関連情報

を個人データとして取得することが想定されるとき」15に限定しているため，一般
人の認識を基準として個人データとして取得される可能性が高くない場合には同条
の規律が及ばない。したがって，このような場合には，個人関連情報が転々流通す
る中で収集結合され，どの時点かで特定個人と識別されてしまうおそれは残る。

また，そもそも，クッキーが個人情報に該当しないことから，次の問題にも直面
する。まず，事業者がクッキーを取得することに規制は及ばず，本人（データ主体）
の同意なく取得可能となる。他方，本人は，クッキーのような個人情報に該当しな
い自己の情報が，どの範囲でどのように利用されているのかを確認する術がない。

４　事業者のプロファイリングについて
　　個人情報保護法は，プロファイリングについて正面から規定していない。
　　プロファイリングとは，GDPRの定義に従えば，自然人に関する一定の個人の特性を

評価する個人データの自動処理の形態を意味する。既に紹介しているリクナビ事件では，
就職情報サイトのデジタルプラットフォームがアルゴリズムによって算出した内定辞退
率を，本人の同意なしに，契約企業に対して提供していたが，この内定辞退率の算出も
プロファイリングの一つである。

　　プロファイリングは，個人の様々な行動記録（購買履歴や閲覧履歴等）から当該個人
のセンシティブ情報（要配慮個人情報（例えば，病歴・健康状態，思想信条等））を予
測するが16，個人情報保護法にはこれを規制する規定がないため，民法の不法行為（人
格権侵害）として位置付けられる余地はあっても，個人のプライバシーが侵害されるお
それがある。

15 「想定されるとき」とは，個人関連情報取扱事業者が実際に想定している場合のみならず，客観的状況に
照らして通常想定可能な場合を含むと解されている（宇賀克也「新・個人情報保護法の逐条解説」302頁（有
斐閣，2021年））。

16 本人の同意なしにプロファイリングによって要配慮個人情報を新たに生み出すことは，要配慮個人情報の
「取得」に当たると解すべきかという重要な解釈問題も存在する（前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」
215頁）。
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５　自己情報コントロール権を実質化するための権利の不十分性
⑴　前述したとおり，個人情報保護法は，第三者提供に際しての本人同意原則（27条１

項，28条，31条１項），利用目的の通知の求め（32条２項），開示請求（33条，76条），
訂正等請求（34条，90条），利用停止等請求（35条，98条），目的外利用・提供に際し
ての本人同意原則（69条２項１号，71条１項）などの規定により，自己情報コントロー
ルの仕組みを導入しているが，以下に述べるとおり十分とは言えない。

⑵　プロファイリングされない権利
前述したとおり，個人情報法保護法ではプロファイリングに関する規定がないため，

当然，プロファイリングされない権利の保障も定められていない。
⑶　削除権

ア　削除権とは
「人は忘れる。しかし，インターネットは忘れない。」。インターネット・デジタ

ル社会の本質を表す言葉であろう。人が忘れることは，過去に過ちを犯した者が更
生して人生をやり直す基盤にもなっていたであろう。しかし，インターネット上に
過去の過ちが掲載されたままだと，人生をやり直すこと，更生することが妨げられ
るおそれがある。

そのため，忘れることを法的権利として保障すべきという議論が行われてきた。
スペイン国内における過去の社会保障費滞納に伴う不動産競売に関する新聞記事

を検索結果から削除することをグーグル及びグーグル・スペインに対して求めた訴
訟において，EU司法裁判所は，2014年５月13日，当該新聞記事の検索結果の表示
がEU基本権憲章７条（私生活尊重の権利）及び８条（個人データ保護の権利）に
照らし，EUデータ保護指令が保障する削除の権利及び異議申立権に違反するとし，

「過去」を削除することを命じる判決を出した。同判決は，検索結果の表示が基本
権への重大な干渉となっており，それは検索エンジンの運営者が個人データ処理に
おいて有している経済的利益のみによって正当化されるものではなく，インター
ネット・ユーザーの情報アクセスの利益との比較衡量の結果，検索結果の表示及び
リンクは，現時点において，当該情報の処理の目的との関係において，情報が不適
切で，無関係でもしくはもはや関連性が失われ，又は過度であるように見られると
して，個人データ保護の権利の優越性を認めた。

その後に制定されたGDPRの下においては，市民は削除権（忘れられる権利）（17
条）を保障され，各国の独立監督機関は市民からの削除の申立て（77条）に対して
調査し，事業者に命令を出す権限を与えられている。実際に，EUでは，削除申立
てに対する独立監督機関の認容率が約40％となっている。訴訟手続によらず，イン
ターネット上のプライバシー保護まで実現できている。

このように，EUでは，準司法的役割を果たす独立監督機関の存在とあいまって，
削除権が保障されている。

イ　個人情報保護法の定め
以上に対し，個人情報保護法は，保有個人データの内容が事実でないときの当該

保有個人データの内容の訂正，追加又は削除請求権を定め，個人情報取扱事業者に



第２章　国内の法制度の現状と課題

─ 291 ─

対し，調査の結果に基づき訂正等を行うことを義務付けている（34条）。
また，同法は，①保有個人データが利用目的による制限違反，不適正な利用禁止

違反又は適正な取得違反により取り扱われているときにおける当該保有個人データ
の利用の停止又は消去請求権（35条１項），②第三者提供制限（27条１項又は28条）
に違反したときにおける第三者提供停止請求権（35条３項），③当該本人が識別さ
れる保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合，
当該本人が識別される保有個人データに係る漏えい等の事態で個人の権利利益を害
するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じた場
合，その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又
は正当な利益が害されるおそれがある場合における当該保有個人データの利用停
止，消去又は第三者への提供停止請求権（同条５項）を定めている。

このうち，③法35条５項の利用する必要がなくなった場合は，GDPR17条１項(a)
が定める「必要でなくなった場合」に認められる削除権（忘れられる権利）に類似
するものであるが，GDPRでは管理者に無条件での削除義務を定めているのに対し，
個人情報保護法では「違反を是正するために必要な限度で」のみが義務の対象であ
り，その場合でも利用停止又は消去のどちらかを行うことで足りるのであり（同条
６項），その意味では消去権や消去義務を独立で定めているわけではない。また，
GDPRの削除権は，本人（データ主体）が取扱いの根拠となる同意を撤回したとき
にも認められるが，個人情報保護法では同意撤回の場合における削除権は定められ
ていない。

また，①及び③は，利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他の利用停
止等を行うことが困難な場合であって，本人の権利利益を保護するため必要なこれ
に代わるべき措置をとることを許容している（35条２項ただし書）。②は，第三者
提供の停止請求権のみであり，消去請求権は定められていない（35条３項）。

監督機関による救済についても，個人情報保護委員会には，個人からの削除申立
てを受理して救済をする仕組みがないため，削除を求める個人は訴訟による司法上
の救済を求めるしかない。

このように，個人情報保護法では，削除権の内容や救済手続がGDPRと比べると
かなり見劣りする。これは，GDPRでは基本権としての個人データ保護権が基底に
あることを明記しているのに対し，日本の個人情報保護法では基本的人権としての
プライバシー権や自己情報コントロール権が明記されておらず，憲法的価値理念が
希薄であることに由来していると考えられる。

ウ　判例
個人情報保護法上の削除請求は限定的であるが，これとは別に，民法上の人格権

ないし人格的利益に基づく削除請求は可能であり，二つの最高裁判例がある。
一つは，インターネット上で検索エンジンを提供する検索事業者（グーグル）に

対して，自己が過去に逮捕された事実が書き込まれた検索結果（URL等情報）の
削除を求めた事案である。最三小決2017（平成29）年１月31日（判時2328号10頁）は，

「検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」とした上
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で，「検索事業者が，ある者に関する条件による検索の求めに応じ，その者のプラ
イバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検
索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは，当該事実の性質及び内容，
当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が
伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度，その者の社会的地位や影響力，
上記記事等の目的や意義，上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化，
上記記事等において当該事実を記載する必要性など，当該事実を公表されない法的
利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量
して判断すべきもので，その結果，当該事実を公表されない法的利益が優越するこ
とが明らかな場合には，検索事業者に対し，当該URL等情報を検索結果から削除
することを求めることができるものと解するのが相当である。」と判示し，当該事
案においては逮捕事実を公表されない法的利益が優越することが明らかではないと
して削除を認めなかった。

もう一つは，ツイッター（インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文
字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク）のウェブサイト
に投稿された各ツイートに，自己の過去の逮捕事実が掲載され，それが一般の閲覧
に供し続けられることは，プライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益
等が侵害されているとして，人格権ないし人格的利益に基づき，各ツイートの削除
を求めた事案である。最二小判2022（令和４）年６月24日17は，「上告人が，本件
各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして，ツイッターを運営し
て本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し，人格権に基づき，本
件各ツイートの削除を求めることができるか否かは，本件事実の性質及び内容，本
件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程
度，上告人の社会的地位や影響力，本件各ツイートの目的や意義，本件各ツイート
がされた時の社会的状況とその後の変化など，上告人の本件事実を公表されない法
的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量
して判断すべきもので，その結果，上告人の本件事実を公表されない法的利益が本
件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には，本件各ツイート
の削除を求めることができるものと解するのが相当である。」と判示し，当該事案
においては逮捕事実を公表されない法的利益が優越するものと認めるのが相当であ
るとして，削除を認めた。

前者は，検索サイトにおける検索結果の提供に表現行為の側面があるという点を
考慮し，削除を認めるハードルを「明らかな優越」と高く設定しているのに対して，
後者は，検索サイト以外のツイッターやフェイスブックなどのSNSに残る逮捕歴等
の情報の削除の場合には「優越」という一般的な比較衡量の基準を設定しており，
削除が認められやすくなると思われる。

以上のように，訴訟による司法的救済は可能であるものの，削除請求の相手方を

17 最高裁ウェブページ（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf）
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特定するという手間もあるため，相応の費用と時間を要する。その結果，削除請求
を諦めて泣き寝入りしてしまうことも多く，救済に結び付きにくい。この点は，
EUの独立監督機関が有している準司法的機能を日本の個人情報保護委員会が有し
ていないという違いが，大きく影響するところである。

⑷　データポータビリティ権
個人情報保護法33条１項は，保有個人データの開示方法として，電磁的記録の提供

を原則としている。これは，書面による開示よりも電磁的記録による開示の方が瞬時
に検索可能であり，本人（データ主体）がＡ社に預けていた自己のデータをＢ社に移
転したいという場合にも，Ｂ社との間で書面によってやり取りするよりもデータでや
り取りした方が迅速簡便であり，メリットが大きいというデジタル社会の実情に合わ
せたものと言える。

これに対し，個人情報保護法は，本人がＡ社に対して，自己の保有個人データをＢ
社に移転（送信）してもらう権利までは認めていない。

６　個人情報保護委員会
⑴　プライバシー保護のみを目的としていない

個人情報保護委員会は，個人情報保護法130条に基づき，内閣府設置法49条１項の
委員会，つまり内閣府の外局として設置されている。

同委員会は，「個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を保護するため」
という個人情報保護法の目的（１条）の下，個人情報の適正な取扱いの確保を図るこ
とを任務とし（131条），民間，行政機関，独立行政法人等及び地方公共団体等に対す
る監視・監督等を行う。

しかし，個人情報保護法がプライバシー権や自己情報コントロール権といった憲法
的価値理念を明記していないこととあいまって，個人情報保護委員会の任務も，「個
人情報の有用性に配慮」しながらの「個人の権利利益の保護」という，個人情報の利
活用と保護の均衡・調整を図ることになってしまっている。この点については，利活
用と保護を対等に比較衡量するものではなく，個人の権利利益の保護を最重要の任務
とする趣旨であるとの解説がなされているが18，プライバシー権や自己情報コント
ロール権といった憲法に由来する基本的人権の保障が明記されていない以上，個人の
権利利益が有用性を理由に十分に保護されない結果となるおそれは否定できない。

実際，JR東日本が2021年７月６日に公表した，不審者・不審物検知機能（うろつ
きなどの行動解析，顔認証技術）を有した防犯カメラを導入し，不審者などを探索す
る取組について，JR東日本は「個人情報保護委員会事務局にも相談の上，法令に則っ
た措置を講じています。」と説明していた。JR東日本の上記取組はプライバシー侵害
であり，日弁連は2021年11月25日に，会長声明を公表して中止を求めているにもかか
わらず，個人情報保護委員会がお墨付きを与えた形になっている。これは，同委員会
が個人情報の利活用に重きを置きすぎていて，プライバシー保護のみを目的としてい
ないことによる弊害の一例と言える。

18 前掲「新・個人情報保護法の逐条解説」740頁
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⑵　プライバシー保護のための体制になっていない
個人情報保護委員会が設置されたことにより，EUとの対話，交渉，省庁縦割りであっ

たガイドラインの一本化，組織体制の強化，国際関係における窓口の一本化が図られ
たほか19，リクナビ事件のほかにも以下の事案のような対応がなされるなどの成果も
見られる。
①　フェイスブックへの行政指導（2018年10月22日）20

フェイスブック社が提供する「いいね！」ボタンが設置されているウェブサイト
を閲覧した場合，ボタンを押さなくてもユーザーIDやアクセス履歴等の情報がフェ
イスブック社に送信されてしまう事案や，性格診断アプリにより取得した個人情報
の一部がコンサルティング会社に不正に提供されていた事案が生じたことに対し，
ユーザーへの分かりやすい説明や本人からの同意の取得の徹底及び同社がプラット
フォーマーとしての責任を認識し，プラットフォーム上のアプリケーションの活動
状況の監視を徹底すること等を求めた。

また，上記指導と併せ，本年９月末に公表された不正アクセス事案に関して，本
人への通知，原因究明と再発防止策の策定，引き続き委員会へ報告すること等を求
めた。

②　破産者情報のウェブサイト掲載への停止命令（2020年7月29日）21

破産手続開始決定の公告として官報に掲載された破産者等の個人情報を取得する
にあたり，利用目的の通知・公表を行わず，当該個人情報をデータベース化した上
で，第三者に提供することの同意を得ないまま，これをウェブサイトに掲載してい
た２事業者に対して，当該ウェブサイトの停止等の命令を行った。
しかし，他方で，前述したJR東日本の不審者・不審物検知機能（うろつきなどの

行動解析，顔認証技術）を有した防犯カメラを導入し，不審者などを探索する取組に
関する個人情報保護委員会の対応のように，同委員会が適切な対応をしたとは言い難
い事案も存在する。

個人情報保護委員会の職員定員は195名であるところ，民間部門に加え，行政機関
や独立行政法人等及び地方公共団体等を監視監督の対象に，適切かつ実効的な監督権
限を行使し，プライバシー保護を図るには，現在の体制は不十分である。公正取引委
員会の定員は，2022年４月現在854名であることを踏まえると，せめて同程度の職員
数が必要である。

７　プライバシー影響評価に基づくプライバシー・バイ・デザイン
　　デジタル社会におけるプライバシー保護を充実させるためには，前述したとおり，自

己情報コントロール権に基づく同意原則や削除権等の権利保障が必要である。しかし，
これらが満たされれば，プライバシー保護が十分なものとなるわけではない。また，同
意原則に反してプライバシーが侵害された場合には事後救済（損害賠償請求）による解

19 ジュリスト1551号15頁（2020年11月）

20 個人情報保護委員会ウェブページ（https://www.ppc.go.jp/news/press/2018/20181022/）

21 個人情報保護委員会ウェブページ（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200729_meirei.pdf）
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決が図られることになるが，プライバシーは事後救済のみでは十分な救済とならない。
そこで，プライバシー侵害の可能性をできるだけ低減させるための取組が望まれる。

　　その一つが，プライバシー・バイ・デザイン（PbD）である。PbDは，あるシステム
を 構 築 す る 際 に， 事 前 に 実 施 さ れ る プ ラ イ バ シ ー 影 響 評 価（Privacy Impact 
Assesment（PIA））の結果を受けて，プラバシー保護強化技術（Privacy Enhancing 
Technologies（PETs））の検討がなされ，最終的に総合的なプライバシー保護への取組
が達成される仕組みをいう。例えば，ドライブレコーダーが事故等の自動車への衝撃が
あったときにその前後の映像のみを自動的に保存し，それ以外の場合には映像の自動保
存をしないという機能になっている場合，それは常時撮影録画することによって生じる
乗車している者や通行人等に対するプライバシー侵害と，事故時の早期事案解明や安全
対策との調和を図るものと言える。

　　日本では，番号法に基づく特定個人情報保護評価制度があるものの，個人情報保護法
では同様の制度は定められていない。

第２　プライバシー保護を図る判例理論との関係について
１　はじめに
　　個人情報保護法は，2003年５月に制定され，2005年４月１日に完全施行された。
　　ところで，日本では，個人情報保護法の制定より以前から，プライバシー権が保障さ

れることが判例法により確立していた。
　　個人情報保護法の保護の対象は，プライバシー権の保護の範囲よりも広い反面，保護

の程度は低く，いわば「広く浅く」個人情報を保護する内容となっている。
　　個人情報保護法の制定当初は，判例法により認められているプライバシー権の保護基

準について，法律実務家は十分意識して，個人情報保護法の適合性と区別して考えてい
た。しかし，近年は，その意識が希薄化しつつあるように思われる。そこで，以下，個
人情報保護法とプライバシー保護の違いを検討しつつ，希薄化しつつあるプライバシー
保護の復権を提言したい。

２　判例法によるプライバシー保護
　　日本において，裁判例でプライバシー保護が最初に打ち出されたのは，「宴のあと」

事件判決（東京地判1964（昭和39）年９月28日（判時385号724頁））だと言われている。
そこで打ち出されたプライバシー権侵害の要件は，以下のとおりであった。
①　公開された内容が

ア　私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること
イ　一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろ

うと認められる事柄であること
ウ　一般人に知られていない事柄であること

②　このような公開によって，当該私人が実際に不快，不安の念を覚えたこと
　　また，結論として，政治家をモデルとした小説の出版に対し，プライバシー権を「私

生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」とし，その侵害に対しては，
民法709条により侵害行為の差止めや精神的苦痛による損害賠償請求権が認められるべ
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きとの判断を行った。そして，損害賠償請求を認めた。
　　その後，同様の基準による裁判例が蓄積されている。そのため，他人に知られたくな

い私的なことを公開あるいは第三者提供されない権利としてのプライバシー権は，判例
法で確立したものと言える。

　　その後，「石に泳ぐ魚」事件で，最判2002（平成14）年９月24日（判時1802号60頁）は，
「予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることに
よって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである。」として，「プライバ
シー及び名誉感情の侵害」により，小説の差止請求を認容した。「名誉感情」は，刑法
における侮辱罪の保護法益とされているにすぎないことを考慮すると，出版行為の差止
めという表現の自由に対する制限の文脈においても，プライバシー保護は相当程度重視
されているといえる。

　　また，他人に知られたくない私的情報も，時代ごとに，社会の意識の変化に伴ってそ
の範囲を拡大してきた。

　　住居情報についても，「ジャニーズおっかけマップ･スペシャル」事件において，東京
地判1998（平成10）年11月30日（判時1686号68頁）は，「一般に，個人の自宅等の住居
の所在地に関する情報をみだりに公表されない利益は，プライバシーの利益として法的
に保護されるべき利益と言うべきであ」るとして，要保護性を肯定した。東京地判1998

（平成10）年１月21日（判時1646号102頁）は，嫌がらせ電話などで悩んだ経験を有して
いる一般人である電話加入権者が，自己の氏名･住所･電話番号を電話帳に掲載しないよ
う求めていたにもかかわらずNTTが誤って掲載した事案で，プライバシー侵害を認め
た。最判2003（平成15）年９月12日（判タ1134号98頁）は，大学が開催した中華人民共
和国の国家主席の講演会への参加希望学生の名簿を作成し，警視庁に提供した事案で，

「学籍番号，氏名，住所及び電話番号は，Ｄ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。」とした上で，事前に承諾を求めることが容易であったにもかか
わらずこれを怠り，提供した行為を不法行為としたため，基本的な個人識別情報であっ
ても，プライバシー侵害が認められ得ると理解されるようになった。

　　他方，そもそも，公開あるいは第三者提供の段階以前である，情報の収集段階からの
自由も，認められてきた。

　　京都府学連事件で，最判1969（昭和44）年12月24日（刑集23巻12号1625頁）は，憲法
13条を引用した上で，「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（以下，「容ぼう等」という）を撮影されない自由を有するも
のというべきである。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，
許されないものといわなければならない。」として，法律，承諾，又は令状がない場合
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の警察官による容ぼう等の撮影は，現行犯的状況，証拠保全の必要性及び緊急性，相当
な方法の要件がそろわない限り許されないとした。

　　最判1995（平成７）年12月15日（刑集49巻10号842頁）は，外国人登録法に基づく指
紋押捺について，「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。」，憲法13
条は，「国民の私生活上の自由の一つとして，何人もみだりに指紋の押捺を強制されな
い自由を有するものというべきであり」として，一般論としての指紋押捺拒否権を認め，
これを制限する必要性，相当性を審査し，その制限が許されるとした。

　　さらに，住基ネット訴訟において，最判2008（平成20）年３月６日（判タ1268号110頁）
は，京都府学連事件判決を引用して，「憲法13条は，国民の私生活上の自由が公権力の
行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり，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
由を有するものと解される」とした。そして，問題となる個人識別情報である「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」については，
秘匿性が高くないとし，法令等の根拠に基づき正当な行政目的の範囲内で行われている
などと判断した上で，「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。

　　ここで示された規範は，引用された京都府学連事件判決が，肖像権というプライバシー
権の一態様と考えられていた権利だけでなく，個人識別情報をもカバーするプライバ
シー権全体の理論的根拠を提供していたことをうかがわせる。

　　また，プライバシー侵害の判断基準としては，表現の自由との調整が争点となった事
案が多く，少年実名報道事件で，最判2003（平成15）年３月14日（判タ1126号97頁）は，

「プライバシーの侵害については，その事実を公表されない法的利益とこれを公表する
理由とを比較衡量し，前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するのであるから」
として，前科等に関わる事実の公表が争点となった「逆転」事件判決（最判1994（平成
６）年２月８日）を引用し，「本件記事が週刊誌に掲載された当時の被上告人の年齢や
社会的地位，当該犯罪行為の内容，これらが公表されることによって被上告人のプライ
バシーに属する情報が伝達される範囲と被上告人が被る具体的被害の程度，本件記事の
目的や意義，公表時の社会的状況，本件記事において当該情報を公表する必要性など，
その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を個別具体的に
審理し，これらを比較衡量して判断することが必要である。」として，プライバシー侵
害の一般的な判断基準であることを示した。

　　このように，肖像権を一つの例とするプライバシー権が憲法13条で保障されているこ
と，その内容は，少なくとも，他人に知られたくない私的情報をみだりに公表･第三者
提供されない自由であること，肖像権や指紋等のセンシティブ情報については，収集を
拒む自由が同様に憲法13条で保障されていることは，いずれも最高裁判例で確立してい
る。
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　　他人に知られたくない私的情報を収集されない自由が，肖像権やセンシティブ情報の
ように認められるのかは，最高裁判決でははっきりしないが，法廷無断撮影公表事件に
おいて，最判2005（平成17）年11月10日（判タ1203号74頁）は，「ある者の容ぼう等を
その承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは，被撮影者の社会的地
位，撮影された被撮影者の活動内容，撮影の場所，撮影の目的，撮影の態様，撮影の必
要性等を総合考慮して，被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超
えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」としている。

　　この考え方をプライバシー情報の収集局面全般に及ぼし，指紋押捺事件判決の判断枠
組み同様，いったん同意なく収集されない自由があるという前提を置いた上で，その情
報を収集すべき必要性，相当性を判断して比較衡量により不法行為の成否を決するとい
う枠組みを採用する余地はあると思われる。また，正当性なくあるいは必要性･相当性
がない状態でプライバシー情報を収集した場合，一般的に不法行為は成立しないという
より，個別利益衡量により不法行為が成立し得るとするのが判例理論と整合的ではない
かと思われる。

３　個人情報保護法の規律枠組み
　　これに対し，個人情報保護法は，その保護範囲を最初から個人識別情報とし，他人に

知られたくない私的情報より広く設定している。
　　他方，その収集，利用等に対しては，利用目的を特定し，公表することを最低限度求

めているにすぎない。もちろん，収集した後の正確性の確保，安全管理，開示等の義務
を負うが，そもそも本人に個別に利用範囲を知らせ，同意をする機会を与えないままに
個人情報を収集することを妨げていない。また，そのように収集された後も，本人が容
易に知り得る状態に置いていれば，本人に通知することなく第三者への提供が許される
場合がある。

　　そのため，IDを明示した上で，ログインをすることなくインターネットで行った閲
覧の履歴について，その全貌がクッキーをもとにIPアドレスとひも付けられているにも
かかわらず，多くの市民は，そのことを十分認識することなく，かつ全くその利用範囲
を知ることのできない状況のまま，自由自在に情報を収集され，広告利用等に供されて
きた。

　　現在，デジタルプラットフォーマーが保有する市民の情報は，誰もが「他人に知られ
たくない私的情報」の程度に至っているが，その収集・利用行為について，プライバシー
権保護との利益衡量を図ってもらえる機会は乏しい。その最大の原因は，個人情報保護
法による保護の程度が構造的に低いこと，また，デジタル社会においては，単なる個人
識別情報が，ばらばらの閲覧履歴，移動履歴等を統合するマスターキーとして利用でき
るため，従来そう評価されてきたような要保護性の低い情報とは言えず，インターネッ
ト上でマスターキーとして使用される場合にはセンシティブ性を有するに至っているこ
となど，個人識別情報の要保護性が飛躍的に大きくなっていることに対応できていない
ことにあると思われる。端的に言うと，クッキー等を事前同意なしに収集・利用できな
いものとして規制してこなかったことに原因がある。

　　さらには，個人情報保護法は，施行後も2009年，2015年，2016年，2018年，2020年，
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2021年と改正が繰り返され，民間事業者においても，指導すべき立場にある法律実務家
においても，対応できるためのアップデートを繰り返し求められてきた。

　　特に，2015年改正においては，第１条（目的）において，従来「個人情報の有用性に
配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。」とされていたところの冒
頭に「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及
び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の」との文章が付加され，「個
人の権利利益を保護する」との目的が希薄化された。さらに，要配慮個人情報という概
念が導入され，「本人の人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪の経歴，犯罪により害を被っ
た事実その他本人に対する不当な差別，偏見，その他の不利益が生じないようにその取
扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」は，原則
として同意なく収集できないこと，オプトアウトの方法での第三者提供ができないこと
などが定められた。要配慮個人情報という概念の設定は，プライバシー保護のための前
進のように見える。しかし，前項で検討したように，そもそもセンシティブ情報は，同
意なく取得できないことは判例理論でも承認されていたから，判例理論を前提とすると，
逆に例外的に同意なく収集できる場合が形式列挙され（法令に基づく場合など），個別
の利益衡量を図る機会がないまま，形式判断で同意なく収集，第三者提供ができるよう
に読めるため，仮にこの規定が判例理論より優越すると解釈するとプライバシー保護の
レベルは低下することになってしまう。

　　しかし，そもそも個人情報保護法の保護範囲と保護の程度は制定当初から「広く浅く」
であり，プライバシー保護のために数十年構築され，進化してきた判例理論とは別次元
であるから，このような解釈は誤っている。

　　個人情報保護法は，あくまでもプライバシー保護を図る判例理論より一段低いレベル
における個人識別情報全般に対する取扱いを向上させる目的の制度であるから，個人情
報保護法に適合していても，比較衡量によりプライバシー侵害の不法行為が成立するこ
とはある。

　　日弁連は，2010年に，主にグーグルストリートビューサービスを念頭に置いて，「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関する意見書」を
公表し，グーグル社の行為について，肖像権侵害の不法行為が成立するとした22。ここ
では，主に肖像権侵害が問題となったが，個人情報保護法適合性は基本的に検討してい
ない。プライバシーポリシーに，「町並みを360度カメラで撮影し，人の容ぼうはぼかし
をかけた上で，インターネット上の地図に連動させて公開します」という，肖像権の利
用目的を自社のホームページに掲載すれば，収集と公開の形式要件は満たしてしまうか
らである（当時，グーグル社は，その記載すら怠っていたが。）。

　　要配慮個人情報という概念が設定されたことは，実社会で混乱を招いているのではな
いかという懸念がある。それは，この条項を反対解釈すると，「要配慮個人情報に該当
しない情報は，全て利用目的の公開を条件として収集してよい」との結論に至るからで
ある。もちろん，このような解釈は誤りだが，誤解を前提としているのではないかとの

22 https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100122_4.html
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実例は増えている。
　　筆者の個人的経験として，2020年に携帯電話の機種変更を行った際，販売店の店員は

タブレット端末へのタップによる契約情報の入力を私に求めた。ある段階で，収入の記
入（８段階くらいの収入ランクがあり，その中から選択する形式）を求められ，回答し
たくないといったが，回答しなければ次の項目に進めず，契約はできない建付けになっ
ていた。プライバシー・バイ・デザインとは逆の，プライバシー侵害・バイ・デザイン
である。店員に疑問を述べても，そもそも記入をしたくない人がいるかもしれないとか，
プライバシー権のことを考える必要があるかもしれないといった意識は感じられなかっ
た。また，2022年に都市銀行に同行の休眠状態となった外貨預金口座を別途開設しよう
としたところ，タブレットによる申込みでは，500万円未満から３億円以上までの７段
階の資産総額のいずれかを選択しない限り先に進めない建付けとなっていた（同行は，
収集できる根拠を金融商品取引法40条と説明したが，同条文は，金融商品の勧誘に際し，
リスクの十分な説明と理解を求めるよう金融機関に義務付ける内容であり，為替リスク
の説明等を伴うことなく資産情報を収集すること自体は関連性がない。しかも既に過去
に為替リスクの説明を伴い開設済みの口座を再開設するという場面で，資産情報を収集
することはなおさら関連性に欠ける。）。結局，紙での申込みで「不明」を選択し開設さ
れたが，タブレットによる申込みではこの選択肢自体が全く存在しない。現在のデジタ
ル化は，プライバシー情報の事実上の強制的取得と一体化して進められている感が強い。

　　GDPRでは，個人情報全般に対し，収集から始まる処理全体に対して，データ最小限
化の原則が求められている。５条１項Ｃ号は，「処理される目的との関連において必要
な範囲で適切に，関連性を有し，限定されなければならない」とする。

　　携帯電話の購入も，例えば，収入額が一定以下なら契約しないとか，保証人を付ける
などの区別取扱いをするという場合なら，収入申告の必要性がある場合も考えられなく
はない。しかし，仮にその区別取扱いが適法な場合も，その額以下かとそれ以上かを区
別すれば目的との関係で十分であり（必要最小限），それ以上区分するのは携帯電話会
社又は販売会社側の利益のためにすぎないから，回答を拒否する選択肢が与えられる必
要がある。

　　このような考え方は，収入情報が他人に知られたくない私的情報だという，従来の常
識的な解釈からすると，以前は当然だったのではないか。

　　個人情報保護法の定着により，かえってプライバシーの実社会での保護水準が低下し，
必要もなく私企業に収入を回答することを迫られるとしたら，それは本来の法の目的と
は合致していないと思われる。しかも，デジタルを不同意という選択をさせないための
手段にすることは，「プライバシー・バイ・デザイン」に逆行している。

　　さらに，本年，個人情報保護委員会は，「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利
用に関する有識者検討会」を開催している。日弁連は，既に述べたように，顔認証シス
テムが法律による厳格なルールのないまま社会で活用されることに繰り返し反対する意
見書を提出してきた。2021年11月には，「鉄道事業者における顔認証システムの利用中
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止を求める会長声明」を公表した23。JR東日本は，顔認証システムの運用を開始する前
に個人情報保護委員会に相談したところ，問題はない旨の回答を得たと報道機関に説明
している。しかしながら，顔認証システムの利用には，単なる個人情報保護法適合性の
問題ではなく，指紋をはるかに超える個人識別性を備えた顔認証データというセンシ
ティブ情報の収集，利用の問題が含まれているから，GDPRが定めるように，原則とし
て収集は禁止されるものと取り扱うのが，我が国のプライバシー保護に関する判例理論
とも適合する。

　　数十年の理論構築の歴史，デジタル社会化という変化，デジタル化に伴う市民の意識
の変化を反映し，最高裁判所を始めとした司法は徐々にプライバシー保護の範囲を拡大
してきた。そこで形成された判例理論によるプライバシー保護水準を，本来プライバシー
保護に専念する機関と期待され，憲法やそこで保障された人権を保護するために活動す
ることが期待されている第三者機関である個人情報保護委員会が，切り崩し，逆にプラ
イバシー侵害にお墨付きを与えていくのでは，単なる運用上の誤りという問題を超えて，
人権保障のシステムを揺るがす大問題ではないか。

　　司法によるプライバシー保護のための努力や理論，司法を通じて人権保障を図るとい
う憲法の構造を脅かさないためのシステムの再構築が不可欠なゆえんである。

第２節　電気通信事業法
デジタル社会の進展は，電気通信技術による情報の流通を前提にしているため，個人情

報保護法による規律のほか，通信の秘密（憲法21条２項）を保護するために制定された電
気通信事業法による規律も検討する必要がある。

ケンブリッジ・アナリティカ事件では，インターネットが形成する情報空間（サイバー
空間）における健全な言論環境が確保されないおそれがあるのではないか，それは健全な
民主主義システムに対する脅威になるのではないかとの問題を世に知らしめた。また，リ
クナビ事件（リクルートキャリアが，就活中の学生が内定を辞退する確率を判定したデー
タを，契約する採用企業に販売していた。）では，クッキー情報の取扱いが問題とされた。

そこで，日本においても，大量の情報を取得・管理・利用・提供する電気通信サービス
の安定的かつ確実な提供を確保し，デジタル技術の利活用に対する利用者の不安を取り除
き，多様な保護法益（ユーザーのプライバシー，自由な情報発信や知る権利，健全な言論
環境，健全な民主主義システム等）の確保を図っていく必要があるとして，総務省に電気
通信事業ガバナンス検討会が設置された。同検討会の前身である総務省プラットフォーム
サービス研究会の「中間とりまとめ」（2021年９月）では，クッキー情報を念頭に，「通信
サービスの利用に関わる利用者端末情報とそれにひも付く情報の保護については，『通信
関連プライバシー』として保護されるべき利用者の権利として，把握されるべき」，「電気
通信事業法等における規律の内容・範囲等について，ｅプライバシー規則（案）の議論も
参考にしつつ，cookieや位置情報等を含む利用者情報の取扱いについて具体的な制度化に
向けた検討を進めることが適当である」とされていた。

23 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/211125.html
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しかし，同検討会の報告書（2022年２月）では，当初検討されていた「利用者の事前同
意の取得」という個人情報保護法では達成できていない自己情報コントロール権を実効化
する内容から「通知・公表でも可能」という個人情報保護法と同様の内容に変更され，規
律の対象となる情報も「契約・登録の有無にかかわらず，全ての利用者の情報（オンライ
ン識別子に紐付けられた履歴も含む）」から「契約・登録した利用者の情報のみ（オンラ
イン識別子のみに紐付けられた情報は除外）」に変更されるなどし，その報告書の内容で
法改正が行われた。

その結果，デジタルプラットフォームにおける情報の流通を十分に規制するものとはな
らず，通信の秘密の保護を通じたプライバシー権・自己情報コントロール権の保護も不十
分となっている。

第３節　独占禁止法
情報通信技術やデータを活用して第三者に多種多様なサービスの「場」を提供するデジ

タルプラットフォーム事業者は，革新的なビジネスや市場を生み出し続けるイノベーショ
ンの担い手になっており，消費者の便益向上にもつながっている。複数の利用者層が存在
する多面市場を担うデジタルプラットフォーム事業者の提供するサービスは，ネットワー
ク効果，低廉な限界費用，規模の経済等の特性を通じて拡大し，独占化・寡占化が進みや
すいとされている。また，ネットワーク効果，規模の経済等を通じてデータが集中するこ
とにより，利用者の効用が増加する反面，デジタルプラットフォーム事業者にデータが集
積され，そのデータを基本とするビジネスモデルが構築されると，それによって更にデー
タの集積・利活用が進展するといった循環が生じる。こうしたデータの集積方法として，
個人情報等の取得又は利用と引換えに財やサービスを無料で提供するというビジネスモデ
ルが採られることがあるところ，デジタルプラットフォーム事業者がサービスを提供する
際に消費者の個人情報等を取得又は利用することは，消費者との取引における優越的地位
の濫用（独占禁止法２条９項５号）に当たる場合があるのではないかということが検討さ
れた。

2019年12月17日，公正取引委員会は，「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報
等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
を発表した24。そこでは，優越的地位の濫用となる行為類型を以下のとおり挙げている。

①　個人情報等の不当な取得
ア　利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること
イ　利用目的の達成に必要な範囲を超えて，消費者の意に反して個人情報を取得する

こと
ウ　個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに，個人情報を取得

すること
エ　自己の提供するサービスと継続して利用する消費者に対して，消費者がサービス

24 公正取引委員会ウェブページ
 （https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html）
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を利用するための対価として提供している個人情報等とは別に，個人情報等その他
の経済上の利益を提供させること

②　個人情報等の不当な利用
ア　利用目的の達成に必要な範囲を超えて，消費者の意に反して個人情報を利用する

こと
イ　個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じずに，個人情報を利用

すること
また，「考え方」では，消費者がサービスを利用するためにやむを得ず同意した場合，「や

むを得ず同意したものであるかどうかの判断においては，同意したことにより消費者が受
ける不利益の程度等を勘案することとし，その判断に当たっては，個々の消費者ごとに判
断するのではなく，一般的な消費者にとって不利益を与えることとなるかどうかで判断す
る」としている。この点について，宮下紘教授は，「従来の個人情報保護法の解釈には見
られなかった同意の判断基準に一般消費者の不利益の程度が含まれたことは注目される」
と指摘し，「消費者とデジタルプラットフォーム事業者との力関係を踏まえ，同意概念を
予防化・構造化させるものとの捉え方ができる。すなわち，サービス利用と個人データ処
理への同意を分離させ（分析・マーケティング目的への同意と個人データの処理への同意
とを分離させる『ダブル・オプトイン』の仕組み），同意の条件の環境整備をすることで，
本人への実質的選択権を付与するものである。」と述べている25。

第４節　特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法
律

2020年５月27日に成立した特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に
関する法律（2021年２月１日施行）は，デジタルプラットフォームのうち，特に取引の透
明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタル
プラットフォーム提供者」として指定し，規律の対象とする法律である。

同法は，特定デジタルプラットフォーム提供者に対し，取引条件等の情報の開示及び自
主的な手続・体制の整備を行い，実施した措置や事業の概要について，毎年度，自己評価
を付した報告書を提出させ，また，利用者に対する取引条件変更時の事前通知や苦情・紛
争処理のための自主的な体制整備等を義務付けている。

もっとも，同法は，基本理念（３条）として，デジタルプラットフォーム提供者が透明
性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし，国の関与や
規制は必要最小限のものとしているため，プライバシー保護の観点からは限界があると言
えよう。

25 宮下紘「デジタル政策とプライバシー保護」105頁（判時2503号，2022年）
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第３章　GDPR（EU一般データ保護規則）について

第１節　概要
第２章では日本における個人情報保護に関する法制度の課題を概観した。その課題を克

服していく上で，参考になるのがGDPR（General Data Protection Regulation，一般デー
タ保護規則）である。

EUでは，GDPRが2016年４月27日に制定され，2018年５月25日から適用が開始されて
いる。2016年欧州議会の一般教書演説において，ユンケル委員長が，「ヨーロッパにおい
てプライバシーは重要な問題である。それは人間の尊厳にかかわる問題である。」と宣言
したが，これがGDPRの基本思想を示しており，日本国憲法13条の理念と整合する。

GDPRは11章，99条から構成されているが，以下ではその主な内容を紹介する。

第２節　基本原則
第１項　EU基本権憲章との関係

EU基本権憲章８条には，基本権としての個人データ（ここでは「personal data」の訳
語として「個人データ」との用語を用いているにすぎず，個人情報保護法におけるそれと
は異なる。以下GDPRについても同じ。）の保護が規定されており，これを受け，GDPRが
二次法として規定されている。GDPR前文１項でも，「個人データの取扱いと関連する自
然人の保護は，基本的な権利の一つである。EU基本権憲章８条１項・・・は，全ての者
が自己に関する個人データの保護の権利を有すると定めている。」と規定している。この
ことから，GDPRが，個人データ保護という人権思想を出発点とするものであることが分
かる。個人データ保護を基本権と位置付けるため，その制限は正当な理由がある場合に限
り認められることになる。これは，日本における基本的人権の保障とその制限の正当化根
拠（法律上の根拠と目的の正当性，手段の必要最小限度性）の考え方と共通する。しかし，
日本の個人情報保護法では，プライバシー権・自己情報コントロール権を基本的人権とし
て位置付けていないため，その制限も必要最小限度性を徹底していない。

EUにおいては，プライバシー権として理解される「私生活尊重の権利」と「個人デー
タ保護の権利」は一般的に区別されており，EU基本権憲章でもそれぞれ７条と８条とい
う別の条項が設けられている。私生活尊重の権利は，私的事柄への過度な干渉防止の必要
性から，そして個人データ保護の権利は，自らに影響を及ぼす事柄への個人の十分なコン
トロールを保護する必要性から，それぞれの規定が設けられているとされるが，両者は重
なり合う部分もあるとされる（宮下紘「EU一般データ保護規則」23頁（勁草書房，2018年））。

第２項　GDPR５条
GDPR５条は，個人データの取扱いと関連する基本原則を定めている（１項）。そして，

管理者はこれらの基本原則を遵守していることを説明する責任を有するとされる（２項）。
第１　適法性，公正性及び透明性（ａ）

適法性に関しては，GDPR６条で「取扱いの適法性」として詳細が定められており，後
述する。公平性に関しては，データ主体の合理的期待への認識，取扱いが不利な結果を与
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え得る可能性への考慮，かつ，データ主体と管理者間の関係及び不均衡がもたらす潜在的
影響への考慮を含むとされる。透明性に関しては，GDPR12条から15条に具体的に記載さ
れており，後述する。

基本原則の中でも特に透明性が強調されていると指摘されており（小向太郎・石井夏生
利「概説GDPR－世界を揺るがす個人情報保護制度」50頁（NTT出版，2019年）），前文で
は透明性の原則について，特に紙幅を割いて説明が加えられている（石井夏生利「EUデー
タ保護法」38頁（勁草書房，2020年））。

第２　目的の限定（ｂ）
目的の限定は，「①管理者が特定され明示された目的かつ正当な目的のためにのみデー

タを収集しなければならないこと，そして，②データが収集された場合，当初の目的と両
立することができない方法で追加処理をしてはならないこと，の二つを主要な要素として
いる。」とされる（宮下紘前掲書45頁）。また，個人データを取り扱うための特定の目的は，
その個人データの収集時点において，明確なものであり，正当なものであり，かつ，確定
されたものでなければならない（前文39項）。

上記①に関して，処理の目的には，特定，明示，正当という三つの要件が要求されてい
る。このうち，「正当性については，広い意味では，目的があらゆる法を含む『法に従っ
てい』なければならないことを意味する」とされる（宮下紘前掲書46頁）。

第３　データの最小化（ｃ）
データ最小化の原則は，「処理される目的との関連において必要な範囲で適切に，関連

性を有し，限定されなければならない，というものである。」とされており，「個人データ
保護の権利への制約は，必要性と比例性を考慮に入れる必要がある（基本権憲章52条１項）」
とされている（宮下紘前掲書47頁）。

第４　正確性（ｄ）
正確性の原則に基づき，個人データは，正確であり，かつ，それが必要な場合，最新の

状態に維持されなければならないとされる。訂正の権利（GDPR16条）や消去の権利（忘
れられる権利，17条）につながる原則である。

第５　記録保存の制限（ｅ）
宮下紘教授によると，「ヨーロッパでは，『個人の私生活に関連するデータの単なる蓄積

であっても，第８条［私生活尊重の権利（欧州人権条約）］の意味における干渉に該当する』
とみなされてきた。」とのことである（宮下紘前掲書48頁）。そのような経緯から，その個
人データが取り扱われる目的のために必要な期間だけ，データ主体の識別を許容する方式
が維持されるとしている。すなわち，個人データが記録保存される期間が厳密に最小限に
限られることを確保することを求めるものである（前文39項）。
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第６　完全性及び機密性（ｆ）
個人データの適切な安全性を確保する態様で取り扱われなければならず，そのためには

技術面又は組織面で適切な措置を講じなければならないとされる。

第３項　GDPR６条
GDPR５条１項（ａ）に規定された「適法性」を具体化するものとして，GDPR６条は，

取扱いの適法性について詳細に定めている。個人データの取扱いには，以下の六つの法的
根拠のうち，いずれかに根拠を求めなければならない。これらの根拠に基づかない個人デー
タの取扱いは，違法となる。

なお，以下に記載する具体例は，宮下紘教授の「EU一般データ保護規則」52頁以下（勁
草書房，2018年）に依拠している。
第１　データ主体の同意

同意は，データ主体の自己決定によるものであり，取扱いが正当であるための本質的条
件を満たす一つの要素となるとされる。目的の限定（GDPR５条１項（ｂ））との関係で，
取扱いに先立って，適法化根拠は確定していなければならない。仮に適法性の根拠をデー
タ主体の同意にのみ求めた場合，データ主体が事後に同意を撤回した場合や同意の有効性
に問題が出た場合には，取扱いを停止しなければならなくなるため，注意を要する。なお，
同意の条件についてはGDPR７条に規定されており，後述する。

第２　契約の締結・履行に必要な場合
例えば，オンライン商品を届けるためのデータ主体の自宅住所の処理，クレジットカー

ド明細の処理，職場における給与情報の処理などである。他方で，労働者のメールや電話
の利用，ビデオ監視等については，労働契約の履行に必要な場合を一般的には超えるもの
として認められない。

第３　法的義務の遵守に必要な場合
例えば，雇用者が労働者の給与データを社会保障当局や税務当局に提供する場合，又は

金融機関がマネーロンダリング対策に基づく疑わしい取引を当局へ報告しなければならな
い場合がこれに該当する。

第４　データ主体又は他の自然人の生命に関する利益を保護するために必要な場合
例えば，伝染病及びその感染域の監視を含め，人道上の目的のために取扱いが必要とな

る場合，又は，人道上の緊急性のある状況下にある場合，特に，自然災害や人為的な災害
の状況下にある場合が含まれる（前文46項参照）。

第５　公共の利益又は公的権限行使において行われる職務遂行に必要な場合
例えば，税務当局による個人の所得申告データの収集と処理，弁護士会や医師会が構成

員に対する懲戒手続を行う場合，自治体の図書館運営や水泳プールの運営がこれに該当す
る。このように，管理者自身が公的機関である場合と，公的任務のために必要な処理を民
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間事業者が行う場合が想定されている。

第６　管理者又は第三者の正当な利益の目的に必要な場合
例えば，株主や労働者，メディア等への利益のために企業の経営陣の給与の公開をする

場合がこれに該当する。
適法化根拠の一般的規定であり，個人データを取り扱う必要性が高いものの，前記適法

化根拠に該当しない場合に，認められる場合がある。解釈上の裁量の余地が大きい規定で
あるが，安易に適用を認めるべきではない。

第３節　「本人の同意」
第１項　個人情報保護法における「本人の同意」の位置付けの不十分性

プライバシー権を自己情報コントロール権と捉えるのであれば，個人情報の取得・収集・
保存やその利用の各場面で，本人 （データ主体）の意思が尊重されるべきである。すなわ
ち，自己の情報が他人に取得等される場合には「本人の同意」が原則として必要とされな
ければならない。

ところが，現行の個人情報保護法を見ると，取得については，要配慮個人情報に限って
事前の「本人の同意」を原則必要としているだけであり，それ以外の個人情報については

「本人の同意」は必要とされておらず，利用目的の公表又は通知で足りるとされている。
また，個人情報保護法には，「同意」の具体的内容を定めた規定（定義規定）はなく，

有効な「同意」と言えるための要件についての規定もない。
この点，個人情報保護委員会が公表するガイドライン（通則編）によると，「『本人の同

意』とは本人の個人情報が，個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われ
ることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう」と説明されているが，有効な「同意」
と言えるための要件についての十分な説明はない。

しかしながら，「本人の同意」は，プライバシー権すなわち自己情報コントロール権を
保障する上で重要な機能・役割を有するものである。

そうだとすれば，情報の取得等の各場面では「本人の同意」を原則として必要なものと
し，対象となる情報も現行の「個人情報」に限らず他の情報を組み合わせると識別可能と
なる情報が広く対象とされるべきである。

さらに，「同意」の意義内容，その取得方法について丁寧な吟味検討がなされなければ
ならない。

第２項　「同意」の意義内容
第１　「同意」の意義

まず，「同意」の意義についてはGDPRの定めが参考になる。
GDPR４条11項によると，「同意」とは，自由に与えられ，特定され，説明を受けた上

での，不明瞭でない，データ主体の意思の表示を意味し，それによって，データ主体が，
陳述又は明確な積極的行為により，自身に関連する個人データの取扱いの同意を表明する
ものとされている。
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第２　「同意」の内容
GDPRのいう「同意」の意義からすると，その内容としては，同意が①自由に与えられ

たもので，②範囲が特定され，③十分な説明を受けた上で，④明瞭であり，⑤積極的行為
によって表明されたものでなければならないことになる。

①　自由に与えられたもの
　　データ主体が自発的に決定できることが前提とされる。同意を与えるに当たって，

強制されたと感じ，あるいは同意しないと不利益に直面すると感じたという場合，同
意は自由に与えられたことにならない。

　　また，不利益を被らずには拒否できないという場合も，同意は自由に与えられたと
は言えない。

　　例えば，ウェブサイト運営者が，サイト閲覧希望者に対して「同意」を求めるといっ
た場合，「同意」を条件としてサイト閲覧に応じるというのでは，同意は自由に与え
られたことにはならない。換言すれば，サイト運営者は，単にサイト閲覧を希望する
者に対しては「同意」を条件にしないでサイト閲覧に応じなければならないのである。

　　データ主体とデータ管理者との間に明白な力の不均衡がある場合も，同意は自由に
与えられたことにならない。公的機関との関係や雇用関係においてなされる同意の場
面で注意が必要となる。

②　範囲が特定されたもの
　　データ主体の同意は，特定された目的との関係でなされなければならない。例えば，
「セキュリティ目的」や「将来の研究目的」といった漠然とした目的では，範囲が特
定された目的に対する同意とはならない。

③　十分な説明を受けた上でのもの
　　同意に先立って十分な説明を受けることにより，初めてデータ主体は正しい情報に

基づいた合理的意思決定が可能となる。
　　さらに，承諾内容を理解していることは，その後，同意の撤回権を行使するに当たっ

ても不可欠なものである。
④　明瞭であること
　　同意は，常に積極的な行動又は宣言によって与えられなければならない。データ主

体の意図について曖昧さが残されていてはならない。
⑤　積極的行為によって表明されたもの
　　積極的行為による表明といえるためには，データ主体が特定の取扱いに対して行っ

た意図的な行為でなければならない。
　　例えば，同意のチェックボックスにあらかじめチェックの入っている方式では，そ

の同意は積極的行為（自らするチェック行為）によるものではないから無効とならざ
るを得ない。

第３項　クッキー規制について
2009年に改正されたEUの電子プライバシー指令５条３項では，利用者が「同意」を与

えた条件でのみ事業者による情報の蓄積やアクセスを認めている。
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ウェブサイト管理者（事業者）がサイトの利用者の閲覧履歴を蓄積し，あるいは蓄積情
報へのアクセス（クッキー等）ができるのは，利用者が，明確かつ分かりやすい説明を受
けた上で，自由な判断の下で，積極的行為により「同意」した場合にだけ許されるべきで
ある。

まず，閲覧履歴情報は，直ちに個人識別性があるわけではないため「個人情報」に該当
しないが，他の情報と組み合わせると個人識別性を持つ情報であり，その利用の仕方によっ
ては対象者の消費動向や趣味嗜好を広く結合することまで可能にするから，現代ではプラ
イバシー権保障上看過できない。

自由に与えられた「同意」がない場合には，閲覧履歴情報の収集・蓄積等がなされては
ならない。

この点，例えば，サイト利用者の「同意」を条件に，サービスや機能へのアクセスが許
されるということがある（いわゆるクッキーウォール）。たしかに，セキュリティ問題等
の理由から一定レベル以上のサービス提供に当たっては情報の収集・蓄積が必要となるこ
ともある。しかし，サイトを閲覧させる程度であれば「同意」が条件とされるべきではな
い。

次に，「同意」は利用者の積極的行為によるものでなければならない。
この点，EUにおける具体的執行事例として2019年10月１日，欧州司法裁判所は，閲覧

履歴を追跡するクッキーを保存する事業者に対し，利用者の積極的な同意を得なければな
らないという判断を示し，同意を求めるチェックボックスにあらかじめチェックの入った
形式での「同意」の取得では法的に有効ではないとした。

第４節　透明性の原則（GDPR12条～15条）
第１項　はじめに

データ主体が自らに影響を及ぼすプロセスについて理解し，必要に応じてこれに異議を
唱えられるようにしなければ，プロセスへの信頼を生み出すことはできない。

GDPRでは，５条１項(a)において，データが適法に，公平に，かつ透明性のある方法で
処理されなければならないと規定し，データが適法かつ公平に取り扱われなければならな
いという要件に加え，透明性も公平さの原則の基本要素としている。そして，12条から15
条において，透明性に関する重要な条項を規定している。

第２項　透明性の意味
透明性の原則は，個人データの取扱い（収集，利用，調査等）及びその範囲，並びにそ

れらの予定について，データ主体（本人）に明らかにすることである。
透明性の原則からは，個人データの取扱いに関する情報や連絡に容易にアクセスできる

こと，かつ，それらの情報等には，内容を容易に理解できるような明確で簡易な言葉が用
いられることが求められる。
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第３項　GDPRに基づく透明性の要素
第１　透明性のある情報提供，連絡及び書式

GDPR12条では，次のとおり透明性に関する一般的な規定を定めている。
①　簡潔で，透明性があり，理解しやすく，容易にアクセスできる方式でなければなら

ない（12条１項）。
②　明瞭かつ平易な文言が使われなければならない（12 条１項）。
③　子どもに情報を提供する際は，子どもに情報を提供する際は，明瞭かつ平易な文言

という要件が特に重要である（12条１項）。
④　書面で，「又は適切であるときは電子的な手段を含めその他の方法によら」なけれ

ばならない（12 条１項）。
⑤　データ主体によって要求された場合は，口頭で提供することができる（12 条１項）。
⑥　一般に無償で提供されなければならない（12 条５項）。

第２　簡潔で，透明性があり，理解しやすく，容易にアクセスできる方式
１　「簡潔で」
　　これは，データ主体が情報の多さに疲労しないように，情報管理者が情報や通知を効

率的かつ簡潔に情報を提示すべきであることを意味している。この情報は，契約条項や
一般的な利用規約など，他の非プライバシー関連情報とは明確に区別できるものとすべ
きである。

　　オンラインでは，階層的なプライバシーステートメントやプライバシー通知を用いる
ことで，データ主体が，特定の事項について検索するために大量のテキストをスクロー
ルせず，プライバシーステートメント，プライバシーノーティスのアクセスしたい個所
を直ちに表示できるようになる。

２　「理解しやすい」
　　これは，平均的な人々に理解されるものであることを意味し，明瞭かつ平易な文言の

使用という要件と密接に関連している。
　　データ主体が，取扱いの範囲と結果がどのようなものであるかを事前に判断できなけ

ればならず，自らの個人データの使途に関し，後の時点で不意を突かれるようなことが
あってはならない。特に複雑なデータ，技術的データ，予期せぬデータの取扱いの場合，
情報を提供するだけでなく，取扱いによる最も重大な結果としてどのようなものが生じ
るのかを，明確な文言で明記すべきである。

３　「容易にアクセスできる」
　　これは，データ主体が情報を探す必要がないことを意味し，直接提示したり，リンク

したり，明示的に告示するなど，その情報にどこでどのようにアクセスできるかを一目
瞭然にする必要がある。

　　例えば，ウェブサイト上にプライバシーステートメント，プライバシーノーティスを
公表するべきである。そして，このプライバシーステートメント，プライバシーノーティ
スへの直リンクは，「プライバシーポリシー」など，一般的に使われている用語を使用し，
ウェブサイトの各ページで明確に見ることができるようにすべきである。
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第３　明瞭かつ平易な文言
複雑な文章や文言の構造を避け，できる限り単純な方法で情報を提供すべきであること

を意味している。情報は具体的かつ明示的なものであるべきであり，抽象的又は相反的な
言葉で表現されるべきではなく，異なる解釈の余地を残すものであってはならない。
「研究目的でお客様の個人データを利用する場合があります」といった表現の場合，ど

のような研究を指しているのか不明瞭であることから，推奨されない例と言える。これに
対し，「お客様が当社ウェブサイトをどのように利用しているかを理解し，当社ウェブサ
イトをより直感的に利用できるものにするという分析を行う目的で，お客様による当社
ウェブサイトへの最近のアクセスと，当社ウェブサイトの中の様々なページをどのように
移動したかに関する情報を保持し，評価します」といった表現であれば，どのようなタイ
プのデータが取り扱われ，どのようなタイプの分析を管理者が今後行うかが明確であるこ
とから，推奨される例と言える。

第４　子どもやその他の弱い立場にいる人々への情報提供
子どもを対象としているか，又はその商品やサービスが特に子どもによって利用されて

いることをデータ管理者が認識している場合，もしくは認識すべき場合，子どもたちが自
分に向けられた情報であると認識できるようにするために，適切かつ子どもの心に響く語
彙，調子，文体で表現されなければならない。

第５　書面で，又は他の手段によって
GDPR12条１項に基づき，データ主体に情報を提供する場合，その情報は書面で伝えら

れることが基本である。データ管理者がウェブサイトを開設している場合は，階層的なプ
ライバシーステートメントを利用することで，最も関心のある画面にたどり着ける仕組み
にする必要がある。

第６　情報は口頭で提供してもよい
データ主体の身元が他の手段によって証明されていれば，その要求に応じて，データ主

体に対して情報を口頭で提供してもよい。

第７　無償で
データ管理者が，一般にデータ主体に対して，情報の提供等を行う場合は，料金を請求

することはできない。

第４項　データ主体に提供される情報
第１　はじめに

GDPRでは，データ主体による自己に関する個人データへのアクセス権を保障するとと
もに（15条），データ管理者に対し，データ主体から情報を収集する場合（13条）又は別
の情報源から取得される場合（14条）に，個人データの取扱いに関連してデータ主体に提
供しなければならない種類の情報を列挙している。これらの各項の情報は，いずれも同程
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度の重要性を備え，これをデータ主体に提供しなければならない。
データ主体への情報提供は，一般的にデータ保護通知，プライバシー通知，プライバシー

ポリシー等として運用されている。

第２　適切な措置
データ主体に提供するべき情報の内容だけでなく，その形式及び方法も重要である。

GDPRでは，そのような情報をデータ主体に提供すべき形式又は手続を規定していないも
のの，透明性を確保する目的で，必要な情報の提供に関して「適切な措置」を講ずる責任
がデータ管理者にある点については明確にされている。

第３　情報提供のタイミング
情報を適時に提供することが，透明性の義務及び公正にデータを取り扱う義務との関係

で不可欠な要素であり，GDPR13 条，14条には，それぞれ情報を提供すべき時期が規定
されている。

第４　情報の変更
透明性に関する説明責任を負う必要性は，伝達される情報や通信にかかわらず，個人デー

タの収集時点だけでなく，取扱いの全サイクルにわたって適用されることから，情報の実
質的，又は重大な変更の場合にも通知をする必要がある。

第５項　データ主体の権利行使に関するデータ管理者の義務
データ管理者は，透明性の原則により，GDPRに基づくデータ主体の権利が関係する限

り，次の三つの義務を負う。 
①　自らの権利に関する情報をデータ主体に提供しなければならない（13条，14条）。
②　15条から22条まで及び34条に基づく権利について，データ主体に連絡する際に透明

性の原則に従わなければならない。
③　15条から22条までに基づくデータ主体の権利の行使を促進しなければならない。

第６項　透明性レポート
日本の個人情報保護法21条は，個人情報取扱事業者が個人情報を取得するに当たって利

用目的を本人に通知又は公表しなければならないと規定している。
しかし，単に個人データそのものがアクセス権の対象となるだけでなく，訂正を求める

権利，削除を求める権利の存在，情報源や保存期間，プロファイリングのための論理回路
等についての情報提供もアクセス権の対象とされる必要がある。

これらについてもデータ主体である個人に十分な情報を提供して，透明性が確保されな
ければ，データ主体は，自分の個人データに関して有する権利を行使することができず「公
平性」を確保することができない。

デジタルプラットフォーマー（DPF）は，利用者のデータがどのように収集され，ど
のように活用されているのかを示す「透明性レポート」を公表している。透明性レポート
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には，DPF事業の概要に関する事項，苦情の処理及び紛争の解決に関する事項，開示の
状況に関する事項等が記載され，データ主体のみならず，データ主体以外にも明らかにさ
れることから，透明性の確保が適切になされていることを確認するための重要な手段と
なっている。

EUで合意されたデジタルサービス法（DSA）では，すべてのプロバイダは，少なくと
も年１回，関連する期間に行ったコンテンツモデレーション（投稿監視）について，明確
で理解しやすい詳細な報告書（透明性レポート）を公表することが義務付けられている。

日本においても，デジタルプラットフォーム取引透明化法（以下「DPF透明化法」と
いう。）において，特定DPF事業者に対し，同法９条に定める事項を経済産業省に報告す
る義務を課している。

第５節　プロファイリングされない権利
第１項　はじめに

デジタル社会においては，個人のあらゆるデータを収集・集積し，それらをコンピュー
タ（AI）によって情報分析し，個人の趣味，嗜好，健康状態，心理状態，性格，行動，
能力，信用力などを予測し，その予測結果を特定の目的のために利用するというサイクル
が出来上がっている。

例えば，クレジットカード会社や金融機関は，個人の資産，収入，経済状況，さらに消
費状況などを考慮に入れて，ローンを行うかどうかの判断をしている。

特定の個人像を評価し，個人の労働力，経済状況，位置情報，健康，嗜好，信頼性，行
動などを分析し，予測する目的で個人データを自動処理することをプロファイリングとい
い（宮下紘「ビッグデータの支配とプライバシー危機」73頁（集英社，2017年）），自動化
された意思決定とは，人的介在なしに技術的方法によって意思決定を行う能力のことをい
う。

自動化された個人に対する意思決定とプロファイリングは，利便性をもたらす反面，本
人の知らないところで個人情報が収集され，寄せ集められた個人情報によりその個人の評
価が行われることから，自律的・主体的に行動する自由を妨げられたり，差別されるといっ
た不利益を受けるリスクも有する。

そこで，GDPRでは，プロファイリング及び自動化された意思決定から生じるリスク，
特にプライバシーのリスクを解決するための新しい規定を導入し，第29条作業部会は，こ
の規定を明確にするためにガイドラインを公表したものである。

第２項　定義
GDPR４条４項では，プロファイリングを「自然人と関連する一定の個人的側面を評価

するために，特に，当該自然人の業務遂行能力，経済状態，健康，個人的嗜好，興味関心，
信頼性，行動，位置及び移動に関する側面を分析又は予測するために，個人データの利用
によって構成される，あらゆる形式の，個人データの自動的な取扱い」と定義されている。

プロファイリングは，①個人データを「自動処理」すること，②「個人データ」に関す
るものであること，③個人の特性を「評価すること」という三つの要素で構成されている。



第５編　プライバシー権保障のための仕組み

─ 314 ─

他方，自動処理による決定とは，人間の介在なしに技術的手段による決定を行うことで
ある。自動処理は，プロファイリングを伴うこともあれば，プロファイリングを伴わない
こともある。

例えば，スピード違反を検知するカメラのみによって罰金を課すことは，個人の特性を
評価するものではないことから，プロファイリングを伴わない自動処理決定である。これ
に対し，繰り返しスピード違反をしているか，またはほかの交通違反を最近したかどうか
など運転者のほかの要因を評価した上で罰金を課す場合がプロファイリングに基づく決定
となる。

第３項　プロファイリング及び自動処理に関する一般条項
第１　データ保護基本原則

本章第２節で述べた，GDPR５条，６条の一般条項は，プロファイリング及び自動化さ
れた意思決定においても遵守される必要がある。

プロファイリングのプロセスは，データ主体にとってしばしば見えないものになってい
るため，管理者は，個人データの取扱いについて，簡潔で，透明的で，理解しやすく容易
にアクセスできる情報をデータ主体に提供しなければならないし，処理は公正かつ透明で
なければならない。

第２　特別な種類のデータ（GDPR９条）
特別な種類の個人データ（人種もしくは民族の出自，政治的見解，信仰もしくは哲学上

の信念又は労働組合の構成員を明らかにする個人データ，及び遺伝データ，自然人を特定
して識別する目的の生体データ，健康に関するデータ，自然人の性生活もしくは性的指向
に関するデータ）については，管理者がこれらを取り扱うことは原則として禁止され，
GDPR６条の条件のみならず同９条２項に定める条件を満たすことができる場合にのみ，
取り扱うことができる。これにはプロファイリング行為から派生し又は推定された特別な
種類のデータが含まれる。

プロファイリングは，データからの推定によって特別な種類のデータを作成できる。こ
うしたデータはそれ自体で特別な種類のデータではないが，他のデータと組み合わせたと
きに，特別な種類のデータとなる。

ある研究では，Facebook（フェイスブック）　の「いいね」とその他の限定的な調査情
報から，男性ユーザーの性的指向を88％，民族的出自を95％，利用者がキリスト教徒かイ
スラム教徒であるかを82％，正確に予測した例がある26。

このように，データそれ自体では特別な種類のデータでなくとも，他のデータと組み合
わせたときに，個人の健康，政治的な信念，宗教的信条，性的指向について，意味のある
相関性が見出される可能性がある。

したがって，GDPR９条に規定する特別な種類のデータには，プロファイリングから派

26 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 自動化
された個人に対する意思決定とプロファイリング に関するガイドライン（個人情報保護委員会仮日本語訳）
profiling_guideline.pdf (ppc.go.jp)27頁
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生し又は推定された特別な種類のデータが含まれるものである。
そして，プロファイリングからセンシティブな好みや特徴が推定される場合には，管理

者は，①プロファイリングから推定された特別な種類のデータの取扱いがオリジナルの目
的と両立すること，②管理者が特別な種類のデータの取扱いに関する法的根拠を特定して
いること，③管理者が取扱いについてデータ主体に情報を提供することを確保すべきであ
る。

第３　データ主体の権利
GDPRにおいて，データ主体は，情報を受け取る権利（13条，14条），アクセス権（15条），

訂正権（16条），削除権（17条），処理の制限権（18条）及び異議申立権（21条）を有して
いる。情報を受け取る権利，アクセス権は本章第４節第４項で述べたとおりである。

第４項　プロファイリングへの異議申立権（GDPR21条）
データ主体は，処理の適法性について，不可欠な利益に必要な場合又は公共の利益等に

必要な場合（６条１項e号またはｆ号）に基づくときは，プロファイリングを含む処理に
対して異議申立権を行使することができる（21条１項）。管理者は，データ主体が同申立
権のあることを認識できるように，同申立権の存在を明示的に，かつ，他の情報とは明確
に区別して表示しなければならない（同条４項）。

異議申立権が行使された場合，管理者は，データ主体の利益，権利又は自由よりも優先
されるやむを得ない正当な根拠を示すことができなければ，プロファイリングの処理を停
止しなければならない。管理者はこの正当な利益について，①特定の目的に対してプロファ
イリングが重要であることの重要性の検討，②データ主体の利益，権利及び自由に対する
プロファイリングの影響の検討，③バランスを取ること，を行うことが必要となる。

GDPR21条の文言から，バランス評価のテストが６条⑴（f）におけるテストと異なる
ことは明らかであり，管理者が自身の以前の正当な利益の分析の正しさを証明するだけで
は十分ではない。このバランステストは，正当な利益が「やむを得ない」ものであること
を求め，異議を上回るほどの高い基準値であることを意味している。

また，プロファイリングを含めたダイレクトマーケティング目的のための個人データ取
扱いについては，ダイレクトマーケティングと関係する範囲で異議を述べる無条件の権利
がデータ主体に与えられている。

第５項　プロファイリングを含む専ら自動化された取扱いに基づく決定の対象とされ
ない権利（GDPR22条）

第１　概要
データ主体は，自らに関する法的効果を生み出す又は同様に重大な影響をもたらす，プ

ロファイリングを含む専ら自動化された取扱いに基づく決定に従わない権利を有する（22
条1項）。

22条は，①「法的効果を生み出す」または「同様に重大な影響をもたらす」プロファイ
リングを含む「専ら自動化された取扱いに基づく決定」を禁止すること（22条１項），②
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このルールには一定の例外があること，③例外の一つが該当する場合，データ主体の権利
と自由並びに正当な利益を保護するための措置が存在していなければならないことが規定
されている。

第２　法的効果を生み出す又は同様に重大な影響をもたらすプロファイリングを含む専ら自
動化された取扱いに基づく決定の禁止

１　「専ら自動化された取扱いに基づく決定」（22条1項）
　　完全に自動処理によって決定をすることが禁止される，すなわち，決定に当たっては

人間の介入が必要となることを意味するが，人間の介入が認められるためには，管理者
は決定の管理が形だけのものではなく実質的なものとなることを確約しなければならな
い（宮下紘「EU一般データ保護規則」126頁（勁草書房，2018年））。

２　「法的」又は「同様に重大な影響」
　　「法的」効果とは，専ら自動化された取扱いに基づく決定が，結社，投票，訴訟提起

の自由といった法的権利への影響を及ぼすことを指し，またある人の法的地位や契約に
基づく権利への影響も含まれる（前掲書127頁）。例えば，児童手当等の社会保障の付与
又は拒否，入国拒否等である。

　　「同様に重大な影響」とは，法的効果を生み出さないとしても，その影響において同
等又は同様の重大な効果を生み出す場合を指す（前掲書127頁）。経済状況，健康管理サー
ビスのアクセス，雇用機会，大学入学等の教育機会に影響を与える決定は，「重大な影響」
に該当し得る。例えば，オンラインでのクレジット審査の自動拒否等である。対象とな
る個人の状況，行動又は選択に重大な影響を及ぼす可能性のある決定が問題となり，場
合によってはその決定が個人の排除や差別を生み出すことがある。

第３　例外事項
①契約の履行又は締結のために必要な場合，②管理者に適用され，かつデータ主体の権

利並びに自由及び正当な利益の保護措置を採ることとされているEU法又は加盟国法に
よって認められている場合，③データ主体の明示の同意がある場合は，22条１項が適用さ
れない。もっとも，①は，プロファイリングを含む専ら自動化された取扱いに基づく決定
が，契約の履行又は締結という目的を達成するために，プライバシーへの影響を考慮した
上で最も適切な方法である必要がある。例えば，企業採用において，例外的に大量の応募
者がいる場合に，データ主体との契約締結の意図をもって，候補者を絞るための自動化さ
れた決定が必要な場合が挙げられる（前掲書128頁）。

第４　データ主体の権利及び適切な保護措置の確立
データ主体は，①情報提供を受ける権利（GDPR13条２項ｆ号，14条２項g号），②アク

セス権（GDPR15条１項ｈ号）を有している。
１　情報提供を受ける権利
　　管理者は，自動化された意思決定を行っているならば，①プロファイリングの類型の

業務を行っていることをデータ主体に通知すること，②関連する論理について実質的な
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情報を提供すること，③取扱いの重要性と予想される帰結について説明を行うこと，と
いう三つの透明性の要件を満たさなくてはならない。

２　アクセス権
　　データ主体は，プロファイリングを含む専ら自動化された意思決定について，①プロ

ファイリングを含む自動化された意思決定がなされていること，②関連する論理につい
ての実質的な情報，③データ主体にとって，その取扱いの重大性と想定される帰結，と
いう情報提供を受ける権利で求められたものと同じ情報を持つ権利を有している。

３　適切な保護措置の確立
　　管理者は，データ主体の権利と自由及び正当な利益を保護するための適切な措置を実

施することを求められている。
　　収集，共有されたデータに誤りや偏見が含まれていると，不正確な分類や不正確な予

測に基づく評価をもたらし，個人に否定的な影響を及ぼすことになりかねない。そのた
め，管理者は誤謬，不正確，差別を防止するための適切な手続と措置を整備しなければ
ならない。

第６項　子どもとプロファイリング
GDPRは，管理者に対し，子どもの個人データを取り扱うときには，プロファイリング

を制約している。
すなわち，GDPR22条は，個人データの取扱いが成人に関係するか又は子どもに関係す

るかを区別していないものの，前文71項は，法的効果又は類似の重大な効果をもたらすプ
ロファイリングを含む専ら自動化された意思決定が，子どもには適用されるべきでないと
述べている。

また，子どもに関して法的効果又は類似の重大な効果をもたらさない決定については
GDPR22条の対象外ではあるものの，子どもの選択や行動に潜在的に法的効果又は重大な
効果を生み出す可能性に留意する必要がある。

子どもは社会において脆弱なグループを代表しているため，企業は一般的にマーケティ
ング目的のためのプロファイリングを控えるべきである。子どもは特に，オンライン環境
と行動ターゲティング広告の影響を受けやすいかもしれない。例えば，オンライン・ゲー
ミングでは，アルゴリズムがゲームにお金をかけそうなプレイヤーを対象化し，パーソナ
ライズした広告提供のためにプロファイリングを利用することができる。子どもの年齢と
発育度は，その種のマーケティング又は帰結の背後にある動機を理解する能力に影響を与
えているかもしれない。

第７項　データ保護影響評価（DPIA）とデータ保護オフィサー（DPO）
プロファイリングを含む自動処理に基づき自然人に関する個人的側面を体系的かつ広範

に評価する場合，データ保護影響評価が必要となる（GDPR35条３項）。
管理者の主な活動がプロファイリング，自動処理決定であること，当該処理がデータ主

体に対して，規則的・体系的な監視を大規模に要する場合には，データ保護責任者を任命
しなければならない（37条１項b号）（前掲「EU一般データ保護規則」154頁）。
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第６節　削除権（忘れられる権利）
第１項　行使要件

GDPR17条の表題は「削除権（忘れられる権利）Right to erasure（right to forgotten）」
となっている。

そして，同条１項は，削除権（忘れられる権利）の内容として，次の六つの場合に，デー
タ主体は管理者から不当に遅滞することなく，自己に関する個人データの消去を得る権利
を有し，管理者は不当に遅滞することなく，個人データを削除すべき義務を負う旨定めて
いる。

①　収集又は処理された目的との関係においてデータがもはや必要ないとされる場合
②　データ主体が同意の撤回を行い，かつ当該データ処理に法的根拠がない場合
③　データ主体が個人データ処理に異議申立てを行い，かつ優先されるべきデータ処理

の根拠がない場合，又はダイレクトマーケティングへの異議申立てを行った場合
④　データが違法に処理された場合
⑤　EU法又は加盟国法における法的義務の履行のためにデータが削除されるべき場合
⑥　保護者の同意に基づき16歳未満（加盟国法により13歳以下）の情報社会サービスの

提供に関してデータが収集された場合
また，データ主体は，管理者が削除義務を履行しない場合には，独立監督機関に無償で

異議申立てをすることができるとして（GDPR77条），権利救済を図っている。この点は
日本の個人情報保護法との大きな違いでもある。

第２項　行使の制限
削除権は，絶対的な権利ではなく，他の権利や自由との調整が必要な場面もある。そこ

で，GDPRは次の場合には削除権の行使が制限されると定めている（17条３項）。
①　表現及び情報伝達の自由の権利行使の場合
②　EU法又は加盟国法により個人データ処理が必要な法的義務を履行する，又は公益

のため若しくは管理者に付与された職権行使を履行する場合
③　公衆衛生における公益に資する場合
④　公益目的に資する場合，又は科学的・歴史的研究若しくは統計目的の場合
⑤　法的権利の立証・行使・保護に必要な場合

第３項　等価的利益衡量による削除権の実現
第２章第１節第１の５項で述べたとおり，独立した監督機関による削除請求の認容率は

約40％である。このことは，EU司法裁判所2014年５月13日判決が示した，削除されるこ
とによって保護されるプライバシーの利益と，削除されない利益とを等価的に利益衡量し，
前者が上回る場合には積極的に削除が認容されていることを示している。費用や時間を要
する訴訟手続によらず権利が実現されていることが重要である。
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第７節　データポータビリティ権
第１項　データポータビリティの権利について

個人情報を取り扱う事業者と消費者との間には情報を保有する量と質において大きな不
均衡があり，いわゆる情報の非対称性の観点から，消費者が劣位の立場に置かれてきた。
近年，フリーメールサービスやソーシャルネットワークサービスにおいて，消費者が利用
しているサービスを変更したい場合にロックイン（乗り換えが困難な状態）される効果が
生じ，データ主体とデータ管理者との間の関係の「再均衡化」を図るための権利が必要と
なってきたことを背景として，データポータビリティの権利が論じられるようになった（宮
下紘「EU一般データ保護規則」113頁参照（勁草書房，2018年））。

そこで，データ主体に権利を付与し，データ主体が個人データをよりコントロールでき
るようにすることを目的として，GDPR20条に，データポータビリティの権利が規定され
た。この権利は，データ主体が，管理者に提供した個人データについて，体系的で，一般
的に利用され，かつ機械で読み取り可能な形式で受け取り，また，妨害なくそのデータを
別のデータ管理者に移行することを認めるものである。

これにより，データ主体が，個人データをあるIT環境から別のIT環境へ移動，複製又
は移行することが促進されるので，管理者間の競争を促進する重要なツールとなり，ひい
ては，プライバシー保護を強化するサービスの発展やデータ主体によるデータ支配を高め
ることを促進する可能性が期待される。

自己のデータを他のサービスに移転させることができなければ，利用者は特定のサービ
スに過度に囲い込まれることになりかねない。データポータビリティは，サービス同士の
競争によるイノベーションの拡大をもたらすとともに，それにより社会全体のデータ保護
水準をも向上させることが期待されている（生貝直人「AIとデータポータビリティの権利」

（山本龍彦編「AIと憲法」117頁参照（日本経済新聞出版社，2019年）））。

第２項　データポータビリティの主な要素
データポータビリティの権利は，次のような内容を主な要素としている。

１　個人データを受け取る権利
　　データポータビリティの権利の要素の一つとして，データ主体が個人データを受け取

る権利があり，それは，データ管理者がデータ主体に関して取り扱った個人データのサ
ブセットをデータ主体が受け取る権利，また，更なる個人的な使用のためにこれらのデー
タを保管する権利をその内容としている。

　　これによって，データ主体は，自己の個人データを容易に管理し，再利用することが
できるようになる。

　　例えば，特定の楽曲を何度聞いたかを確認するため，又は別のプラットフォームでど
の楽曲を購入又は聴きたいかを決めるため，音楽配信サービスから自分の最新のプレイ
リスト（又は楽曲を聞いた履歴）を取り戻すことや，利用しているウェブメールアプリ
ケーションから自分の連絡先リストを取り出し，結婚式の招待客リストを作成したりす
ることができるようになる。
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２　あるデータ管理者から別の管理者へと個人データを移行する権利
　　データポータビリティの権利は，データを提供した管理者の妨害なく，個人データを

あるデータ管理者から別のデータ管理者へ移行する権利をデータ主体に付与している。
　　この権利が付与されることにより，データ主体のコントロール下で，データ管理者間

での安全かつ安心な個人データの共有の機会を促進することが見込まれる。
　　データポータビリティのこの要素では，データ主体に対し，自己の個人データを受け

取り再利用する権利のみならず，提供した個人データを別の（同一のビジネスセクター
又は異なるビジネスセクターの）サービスプロバイダーに移行する権利も規定されてい
る。データポータビリティの権利により，消費者の「囲い込み」防止による消費者への
権限付与に加え，イノベーション創出の機会及びデータ主体によるコントロール下にお
けるデータ管理者間での安全かつ安心な個人データ共有の機会の促進も見込まれる。
データポータビリティは，ユーザーによるコントロール及び制限された個人データの組
織間での共有を促進し，ひいては，サービス及びユーザー体験の向上の促進も可能とな
る。データポータビリティでは，ユーザーが関心のある様々なサービス間で，ユーザー
に関する個人データの移行及び再利用を促進し得る。

　　この権利が認められることにより，例えば，電気通信事業者を乗り換える場合の個人
データの移転，銀行間の取引履歴等のデータの移転，医療機関における患者のデータの
他の病院への移転等ができるようになる。

３　管理機能
　　データポータビリティの権利は，データ主体の要望により個人データを取り扱う権利

を保証していることから，データポータビリティの要求に対応するデータ管理者は，個
人データが他のデータ管理者に移行される際にデータ主体のために行動することにな
る。

　　ただし，移行元のデータ管理者がデータの移行先を選択するのではないため，移行元
の管理者は，データ主体によるデータ取扱いや個人データを受領した別の会社による
データ取扱いには責任を負わないものとされている。

４　他の権利との調整
　　個人がデータポータビリティの権利を行使する際，その個人は，（GDPRにおける他

の権利の場合と同様に）その他の権利を損なうことなくこれを行使することができる。
　　データポータビリティの実施後でも，データ管理者のシステムからデータが自動的に

削除されるということはなく，データ主体は，データ管理者が当該データを取り扱う限
り，自己の権利を行使することができ，データ管理者のサービスを引き続き利用し利益
を得ることができる。

第３項　データポータビリティの適用対象
GDPRは，データ管理者に対し，個人データの取扱いについて明確な法的根拠に基づく

ことを義務付けている。データポータビリティの権利の場面においても同様であり，個人
データの取扱いが，データ主体の同意がある場合，契約に基づいている場合に，その対象
となる。
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例えば，個人がオンライン書店で購入した書籍のタイトルや音楽配信サービスを通じて
聴いた楽曲は，データ主体が当事者である契約の履行に基づき取り扱われているため，一
般的なデータポータビリティの対象に入る個人データである。

また，データポータビリティの権利は，データ取扱いが「自動化された手段により実施
された」場合にのみ適用される。

データポータビリティの権利の対象となるデータは，データ主体に係る個人データ，及
び，データ主体がデータ管理者に提供した個人データである。GDPR20条⑷では，この権
利の遵守により他者の権利及び自由に不利な影響を与えてはならないことが規定されてい
る。

データ主体に関する個人データには，匿名データ又はデータ主体に関連していないデー
タは全て要求の対象ではないが，データ主体に明確に関連付けることができる仮名化デー
タは対象となる。

データ主体がデータ管理者に提供した個人データは，①データ主体により主体的にかつ
認識しつつ提供されたデータ（メーリングアドレス，ユーザー名，年齢など），②サービ
ス又は機器を利用することによりデータ主体により提供された観察データ（個人の検索履
歴，交通データ，位置データ，身体に装着できる装置などにより把握されている心拍など
のその他の生データ）が対象となり得る。

他者の権利や自由に影響を及ぼすデータについては対象から除外される。第三者の個人
データを含むウェブメールの連絡先や銀行口座の取引履歴等のデータが移行されても，同
じ目的でデータを利用する限りでは第三者の権利や自由に影響を及ぼす可能性は低いが，
移行先のデータ管理者が，ウェブメールの連絡先や銀行口座の取引履歴にある第三者の個
人データをマーケティングの目的に使うなど，第三者の個人データを他の目的に使用する
場合，第三者の権利及び自由は尊重されていないこととなる。そのため，移行先のデータ
管理者は，移行されてきた第三者のデータを，自己の目的のために使用することはできな
い。

第４項　データポータビリティ権の行使に関する一般的ルール
第１　データ主体への情報提供

権利が遵守されるためには，データ主体に対し事前に情報が提供される必要がある。
そのため，データ管理者は，データ主体に対し，新たなデータポータビリティの権利の

存在を通知しなければならない（GDPR13条２項b号，14条２項c号）。

第２　データ主体の特定
GDPR12条２項では，データ管理者がデータ主体の特定が不要な目的のために個人デー

タを取り扱っており，またデータ管理者がそのデータ主体を特定できないことを証明した
場合を除き，データ管理者は，権利の行使についてデータ主体から要求があった場合，そ
の対応を拒否してはならないと規定している。

よって，データ管理者は，データポータビリティのために個人データを要求するデータ
主体，又はより一般的に，GDPRにおいて付与されている権利を行使するデータ主体の本
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人性を確実に確認するために，本人認証手続を実施しなければならない。

第３　要求への対応期限
GDPR12条３項では，データ管理者は，データ主体に対し「とられた行為に関する情報」

を「不当に遅延することなく」，そして，いずれにしても，「要求の受領より１か月以内に」
提供することが義務付けられている。この１か月という期間は，特段の事情がある場合に
は，最長で３か月まで延長できる。

これによると，データ管理者は，データ主体からデータポータビリティの要求があった
場合には，規定の期間内に対応する義務があることになる。そのため，データ管理者は，
たとえ要求を拒むつもりであったとしても，データ主体に対して，沈黙したままであって
はならない。

第４　要求を拒否し，又は手数料を課し得る場合
GDPR12条では，データ管理者が，その要求に明らかに根拠がないこと，又は過度であ

り「特に反復的な性質であるため」であることを証明できる場合を除き，データ管理者が
個人データの提供に手数料を課すことは禁じられている。これは，人権の行使に手数料を
取ってはならないというGDPRの姿勢の表れである。

現状では，個人データは自動化されたシステムで取り扱われており，データポータブル
の要求が繰り返されたとしてもデータ管理者の負担は軽減されているため，データ主体か
ら要求された情報の提供をデータ管理者が正当に拒否できるケースや手数料を課すことが
できるケースは極めて少ないと考えられる。

第８節　独立した監督機関
第１　独立した監督機関の必要性

EU基本権憲章において，個人データ保護に関する「規則の遵守は，独立の機関による
統制に服する」（８条３項）と規定されている。これは，裁判所とは別に，個人データ保
護を専門とした独立の機関を設けることにより，基本権としての個人データを保護するこ
とを目的としている。

他の基本権分野では，表現の自由によるマスメディアや結社の自由による労働組合や政
党などのような強力な制度的基盤により，基本権を複層的にチェックされるのに対し，デー
タ保護の分野では裸の個人がプライバシーの危険にさらされている。また，データ保護の
侵害がそれ自体可視化されにくいことから，専門的・技術的知見がないと侵害に対処しに
くいという側面がある。同時に，既存の法制度を用いてもデータ保護の効果的な保障が及
びにくいという問題もある。そのため，特別の地位にあるデータ保護機関が独立して監督
権限を行使することが必要になる（宮下紘「EU一般データ保護規則」268～269頁参照（勁
草書房，2018年））。



第３章　GDPR（EU一般データ保護規則）について

─ 323 ─

第２　監督機関の完全な独立性
１　完全な独立性
　　GDPR51条には，加盟国が規則の適用を監視する独立した公的監督機関を整備するこ

とが規定されている。この監督機関の独立性については，52条１項において，監督機関
は「完全な独立性」をもって行動しなければならならないと規定し，同条２項において，
各監督機関の構成員は，直接又は間接を問わず，外部からの影響を受けず，誰に対して
も指示を求めたり誰からの指示も受けたりしないと規定し，さらに３項から６項（構成
員の職業の制限，加盟国の人的・技術的・財政的資源等の提供義務等）において監督機
関の独立性を確保するための規定が置かれている。

　　このように，GDPRは，さまざまな側面から監督機関の独立性を確保するための入念
な規定を置くことにより，個人データ保護の保障の実効性を確保しようとしている。

２　EU司法裁判所の判決
　　EU司法裁判所の一連の判決によると，「完全な独立性」とは，「監督の対象となる機

関によって行使されるあらゆる影響のみならず，私生活への権利の保護と個人データの
自由な流通との公正な衡量を図るという監督機関による任務の遂行に疑義が生じ得る，
直接又は間接を問わず，いかなる指示もその他のいかなる外部の影響力も排除すること」
を意味する。

　　GDPRの前身であるEUデータ保護指令においてもGDPRと同様に監督機関の完全な独
立性が要求されていた。EU司法裁判所において，EUデータ保護指令の適用下で監督機
関の独立性が問題となった事案として以下のようなものがある（宮下前掲書269～271頁
参照）。
⑴　オーストリア

監督機関について，職員，建物，情報提供の点において連邦首相府から独立してい
るかどうかが争われ，2012年に，EU司法裁判所は「監督機関が特定の省庁の下に置
かれている」と判断し，独立性の違反を認定した。その理由は，次のとおりである。

第１に，監督機関が連邦職員を雇用していることは職務上連邦機関との関連性があ
り，監督機関の職員の行動が監視されることを許容する事態を生み出しているとして，
いかなる直接的・間接的影響も受けないとする独立性の要件に違反する。

第２に，監督機関の建物や職員を連邦首相府の下の省庁と一体化することは監督機
関の決定に影響を及ぼす危険性があるため，公正に疑いを差し挟み，独立性の要件に
違反する。

第３に，連邦首相府はいつでも監督機関から情報を受ける権利を有しているが，監
督機関に情報を提供する義務を無条件で負わせることは間接的な影響力が生じ得るこ
とがあるので，独立性の要件に違反する。

⑵　ドイツの州
ドイツのいくつかの州のデータ保護当局（Data Protection Authority（DPA））は，

公的部門について州政府の下で監督活動を行っていたが，2010年に，EU司法裁判所
により，監督機関が個人データの処理に関する規定を解釈し適用する際に客観的に活
動することを妨げていると判断された。
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⑶　ハンガリー
データ保護監督機関の監督官の任期途中の解任が，独立性の観点から認められるか

否かが争われた。６年間の任期があったが，データ保護法の改正に伴う途中解任は，
機関の独立性を損ねると，2014年に，EU司法裁判所により判断された。ここでは，
加盟国における組織改革の理由のみにより，独立性の要件を損ねることは正当化でき
ないことが確認された。

第３　監督機関の権限
監督機関の執行権限については，加盟国の監督機関により執行権限にばらつきがあるこ

とが指摘されていたが，これを克服するため，GDPR58条では，調査権限，是正権限，助言・
認可の権限を有することが明確にされた。

また，監督機関は，データ主体からの異議申立（77条）を受けて調査し，救済措置を講
じることができる。

第９節　データ保護影響評価，データ保護・バイ・デザイン
第１項　概要

GDPRのデータ保護・バイ・デザイン（25条）は，カナダ・オンタリオ州元コミッショナー
のアン・カブキアン博士が1990年代に提唱した「プライバシー・バイ・デザイン」に由来
する。

プライバシー・バイ・デザインは，①事後ではなく事前，救済的ではなく予防的，②初
期設定としてのプライバシー，③デザインに組み込まれたプライバシー，④ゼロサムでは
なく，win-winの関係のポジティブサム，⑤全てのライフサイクルで保護するための最初
から最後までのセキュリティ，⑥可視性と透明性による公開の維持，⑦利用者中心主義に
立脚した利用者のプライバシー尊重を原則としている。

GDPRは，25条で「データ保護・バイ・デザイン及びバイ・デフォルト」，35条で「デー
タ保護影響評価」，36条で取扱対象の情報が機微であるなどリスクが高い場合の監督機関
への事前協議手続を定めている。

第２項　データ保護影響評価
データ保護影響評価は，「処理について説明し，処理の必要性と比例性を評価し，そし

て個人データの処理から生じる自然人の権利及び自由へのリスクを管理することを手助け
するために企図されたプロセス」と説明されている。

GDPRが特にデータ保護影響評価を実施すべき場合として定めているのは，①プロファ
イリングを含む自動処理に基づき，かつ自然人に関する法的効果を生み出す又は自然人に
同様に重大な影響を及ぼす決定に基づいて自然人に関する個人の側面について体系的かつ
広範な評価を行う場合，②センシティブ情報や有罪判決又は犯罪行為と関連する個人デー
タの大規模な取扱いの場合，③公衆がアクセス可能な場所における体系的な監視が大規模
に行われる場合である（35条3項）。

商業上の利益，公共の利益又は取扱業務の安全性にかかわらず，管理者は，予定されて
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いる個人データの取扱いに関してデータ主体又は代理人に見解を求めることになっている
（35条９項）。

第３項　データ保護・バイ・デザイン及びバイ・デフォルト
データ保護影響評価の結果を踏まえて，管理者は，技術水準や運用費用等を考慮し，処

理の段階においてデータ処理最小限化や仮名化の措置等の適切な技術的・組織的措置を講
ずるものとされ（GDPR25条１項），また，初期設定において利用目的を超えて個人デー
タが処理されないように適切な技術的・組織的措置を講ずるものとされている（同条２項）。

第10節　十分性認定
第１項　概要

データは国境を越えて流通するため，個人データの保護を確保するためにはEU域内の
みならず，その域外においてもEU域内と同等のデータ保護を確保することが求められる。
そこで，EU及びEEA（欧州経済領域）からの個人データの第三国又は国際機関への移転
については，当該第三国又は国際機関が欧州委員会による十分性（保護の十分な水準確保）
の認定を受けていることが必要とされている。十分性を認められた国等については，少な
くとも４年ごとの定期的な審査を要求されている（GDPR45条３項）。

データの第三国への「移転」は，特定の名宛人に対しデータを移転する場合が基本であ
るが，クラウドコンピューティングについては，EU及びEEAに設置されたクラウド提供
者のネットワークからデータを移転されたものを域外移転であるとみなした上で法的規律
を課している。

第２項　十分性審査
第１　審査基準

十分性の審査の基準として，データ保護に関する「内容の原則」と「手続・執行の構造」
の２点があると説明されている。
１　内容の原則
　　内容原則としては，①概念の整合性，②正当な目的のための適法かつ公正な処理の根

拠の存在，③利用目的制限の原則，④データの質（正確性，最新性）及び比例性の原則，
⑤データ保全の原則（処理の目的にとって必要以上の期間保全の禁止），⑥安全管理及
び秘密保持の原則，⑦透明性の原則，⑧アクセス・訂正・削除及び異議申立の権利，⑨
再移転の制限がある。

２　特定の類型処理に適用される追加的内容原則
①　人種的若しくは民族的な出自や政治的な意見，宗教上若しくは思想上の信条等のセ

ンシティブな個人データ（９条）や，有罪判決及び犯罪と関連する個人データについ
ては，明示の同意や追加的安全管理措置等の格別の措置が講じられなければならない。

②　ダイレクトマーケティング目的でデータを処理された場合，データ主体は無料で異
議申立てを行うことができる。

③　プロファイリングを含む自動処理のみに基づく処理で法的効果や重大な影響を及ぼ
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すものは，第三国の法的枠組みにおいて確立された特定の条件（EUでは明示の同意
や契約締結のために必要な場合など）に基づくときのみ行うことができる。

３　手続・執行の構造　
　　①権限ある独立した監督機関の存在，②優れた遵守水準を確保したデータ保護体制，

③説明責任，④個々のデータ主体を支援・援助できるデータ保護体制が求められている。
４　日本への審査
　　日本は，2019年１月23日，欧州委員会から，個人情報保護法，同法の補完的ルール27

並びに公的な説明，保証及び公約を表明した文書28に基づき，十分な保護の水準を満た
しているとの十分性認定を受けた。

　　日本が十分性認定を受ける過程において，日本は欧州データ保護評議会（EDPB）と
欧州議会から様々な懸念を指摘されていた。例えば，EDPBからは，日本の個人情報保
護委員会の監視・監督権限について，捜査機関が企業からの自発的な個人情報の提供を
受けることについての監視の対応や自動処理とプロファイリングに関する事案の監視に
ついて懸念が示された。

第２　法執行及び国土の安全からの保護
１　GDPRは，公共の安全，防衛，安全保障，刑事法並びに個人データへの公的機関によ

るアクセスを含む一般的・分野別の立法についても十分性審査の対象にしている（45条
２項a号）。

　　また，EUは，GDPR制定と同じ日（2016年４月27日）に，警察活動の特殊性や必要
性を考慮して，GDPRの判断基準を緩和した「犯罪の予防，捜査，探知及び訴追又は刑
罰の執行を目的とする所管機関による個人データの取扱いに関する個人の保護並びに当
該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の2016／680指令」（刑事司法指令）
を採択している。

２　警察活動について十分性の要件を満たしているかは疑義がある。
　　前述のとおり，日本は，十分性認定を受けているが，①逮捕されていない被疑者の指

掌紋，顔写真及びDNA型データの収集が安易に行われていることや，②指掌紋データ
等が不起訴や無罪判決が確定した後であっても当該人物が生存している間は消去されず
に保存・利用されていること，③Ｎシステム（警察庁が管理，運営しているシステムで，
日本国内各地の主要国道や高速道路を通過する全ての車両を24時間撮影記録し，盗難車
両や手配車両の確認など犯罪捜査のために利用されている。）や，④監視カメラや顔認
証システム（組織犯罪捜査目的で運用していると説明されているが，そのように限定し
たり，運用方法を厳格に定めたりする法律，規則等が全く存在しない。）で取得した個
人データの取扱い（収集の目的，収集する情報の内容，利用方法，保存期間，廃棄，被
写体の利用請求権等）について法律上の根拠がないといった問題があり，十分性認定を

27 正式名称は，「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データ
の取扱いに関する補完的ルール」。

28 文書名称は，「法執行及び国家安全保障目的の日本の公的機関による個人情報の収集及び使用」。
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確実なものにするためにはこれらの課題を解決する必要がある。
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第４章　今求められる法制度

第２章では日本国内の法制度の現状と課題を概観し，第３章ではプライバシー保護の先
端であるGDPRを概観した。そこで，第４章では，日本国内の法制度の課題の克服策につ
いて，GDPRの規律を踏まえて提言する。

第１節　自己情報コントロール権の明記
プライバシー権の一内容である自己情報コントロール権は，2003年に個人情報保護法及

び行政機関個人情報保護法が制定された以降の判例及び学説の展開により承認されるべき
段階に至っている。しかし，個人情報保護法では明記されていない。

GDPRは，「人間の尊厳」を基調とするEU基本権憲章において規定された個人データの
保護への権利を具体化するものである。個人の尊重の理念を憲法価値とする日本国憲法の
下においてもプライバシー権ないし自己情報コントロール権は憲法13条により基本的人権
として保障されると解される以上，日本においてもGDPR並みの個人データに関する具体
的権利が保障されて然るべきである。

そして，それを実効的なものにするには，まず，個人情報保護法に自己情報コントロー
ル権の保障を明記して，基本理念を明らかにすべきである。

第２節　デジタルプラットフォーマーへの規制
第１　デジタルプラットフォーマーへの規制の必要性

GAFAに代表されるデジタルプラットフォーマー（DPF）は，インターネット上のプラッ
トフォームを通じて，オンライン・ショッピングや検索サービス，コンテンツ（音楽，動
画等）配信サービス，SNS，電子決済サービス等の様々なサービスを提供している。DPF
では，これらのサービスの提供を通じて大量のデータを収集し，それを利用することでサー
ビスを拡大し，また新たなサービスを生み出しているが，その過程で，大量に収集・集積
した個人データからコンピュータ（AI）の解析により，「パターン」や「相関関係」を引
き出し，これらをデータベースに適用し，データベース登録者の趣味嗜好，健康状態，心
理状態，性格，行動，能力，信用力などを予測し（プロファイリング），この予測結果を
特定の目的のために利用するというサイクルが出来上がっている。

このように，GAFAのように世界規模で展開しているDPFは，世界中の個人に関する
データを収集・集積しているため，データの独占化・寡占化が進みやすい一方で，そのよ
うにして収集され結合された個人データは監視の対象となったり，個人の行動を操作する
ことにもつながる。それゆえ，個人データを保護し，個人の人格的自律を確保するための
規制の必要性が求められている。

プライバシー保護をEU並みに引き上げるためには，個人情報保護法をGDPR並みに引
き上げることを目指していくべきことになる。しかし，既に多くの市民が利用している
GAFAのような巨大なDPFについては，日本で生活しているという理由でEUよりもプラ
イバシー保護の水準が劣るのは適切ではないため，早急にEUで適用されているGDPR並
みのプライバシー保護の徹底を図る必要性が大きく，そのための方策として個人情報保護
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法改正に先行して，DPFが規制対象となる電気通信事業法の早急な改正が求められる。
実際，電気通信事業法改正論議の中でもクッキーに対する事前同意を求める規制が検討

されていた。しかし，規制に反対する事業者の強い反対により，その改正は実現されず，
不十分な改正にとどまってしまった。そこで，改めて早急に同法を改正するなどして，以
下に述べるようなDPF規制の導入を図るべきである。

第２　クッキーを始めとした，市民のデジタル社会における行動履歴を同定し得る情報につ
いては，事前同意を要件として取得し，同意が得られない場合もサービスから排除し
ないこと

DPFへの規制を考える上で，まず確認すべきは自律的な個人であることを確保するた
めの自己情報コントロール権の実効化である。自己情報コントロール権の基本は自己の情
報の取扱いに関する同意であり，これはGDPRでも原則とされている（事前同意原則）。

DPFが，インターネット上の個人の閲覧履歴等のデータを同一人のものであると識別
するための手段としてクッキーがある。クッキーは，それ自体では個人を識別するもので
はないが，他のデータと結合することで個人を識別することも可能となるため，プライバ
シー保護のための規制の必要性がある。GDPRでは，クッキーのようなそれ自体では個人
を識別するものではない情報も個人データとして保護の対象とし（４条１号），事業者が
クッキー情報を含む個人データを処理するには本人（データ主体）の同意が必要とされて
いる（６条）。

しかるに，日本では，利用目的さえ公表しておけば個別同意を取得することは原則とし
て不要とされており，「個人関連情報」として改正された点を除いて，クッキー情報につ
いての同意を要求する明確な法令の規定が存在しないため，同意原則は徹底されておらず，
同意なく第三者に提供されている場合も多い。また，独占禁止法２条９項５号の優越的地
位の濫用として規制する方法もあるが，それもクッキー情報を十分に規制するものではな
い。

したがって，クッキー情報に事前同意原則を適用するよう電気通信事業法の改正がなさ
れるべきである。

また，同意をしないことでサービスから排除されることは，事実上同意を強制するもの
となるため，そのようなことがないよう，市民の側において拒否を行う自由の余地を認め，
真に任意性のある同意が可能となるようにすべきである。

第３　収集している個人情報のみならず，個人識別可能性のある情報についても，その種類，
利用範囲を明示し，利用結果，第三者提供の結果についての公開を図ること

前記第２で述べたように，GDPRは，保護される個人データの範囲を識別可能な全ての
情報としているため（４条１号），他の情報（会員登録情報等）との照合によって個人識
別が可能なクッキー情報等も個人データとして保護の対象となる。そして，GDPRは，個
人データとして保護の対象となるクッキー情報についても，その収集，利用，調査又はそ
の他の方法で処理されていることや，どの範囲で処理されているか，また処理される予定
であるかについてデータ主体に透明性が確保されること（透明性の原則）などを定めてい
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る。その結果，データ主体は，自己のクッキー情報がどのように利用されたのか，第三者
に提供されたのかについても確認することができる。

日本の個人情報保護法においても，個人情報と個人関連情報とを峻別して異なる保護や
規制を行うことには限界があるため再検討が必要であり，GDPRが定めるように，個人識
別可能性のある情報についても，その種類，利用結果，第三者提供の結果についての公開
を図るべきであるが，まずは早急にDPFに対する規制として導入すべきである。

第４　利用者に対して，プロファイリングされない権利，削除権，データポータビリティ権
等GDPR（一般データ保護規則）で規定される諸権利を保障すること

１　プロファイリングされない権利
　　日本の個人情報保護法には，プロファイリングを明文化した規定は存在しない。
　　しかし，プロファイリングには，本人の知らないところで個人情報を基に個人の人物

像が造られ，データに基づき個人の判断や評価が行われるところに問題があり，判断や
評価の結果，個人に対する差別や偏見が生じ得るものである。そのため，GDPRにおい
てプロファイリングされない権利が規定されている。

　　個人の人格的生存の尊重を実現するためには，プロファイリングに対する権利保障は
必要不可欠である以上，日本においても，プロファイリングされない権利を明文化した
規定が必要である。

２　削除権（忘れられる権利）
　　GDPR17条は，一定の要件の下で，本人（データ主体）に個人データの削除権を保障

している。これは，インターネット上にある自己の「過去」を削除することで人生をや
り直す機会を確保したり，更生を妨げられないという意味で，プライバシー権の一種と
して位置付けられる。

　　これに対して，日本の個人情報保護法では，一定の場合に利用停止又は消去を請求で
きることが定められているものの（35条），独立した削除権が定められていない。

　　そこで，GDPR17条で定める内容と同様の削除権（忘れられる権利）を明文化した規
定が必要である。

３　データポータビリティ権
　　データポータビリティ権は，データ主体が，管理者に提供した個人データについて，

体系的で，一般的に利用され，かつ機械で読み取り可能な形式で受け取り，また，妨害
なくそのデータを別のデータ管理者に移行する権利である。

　　その目的は，データ主体に権利を付与し，データ主体が個人データをよりコントロー
ルできるようにすることである。

　　しかし，日本の個人情報保護法ではデータポータビリティ権は定められていない。
　　そこで，GDPR20条で定める内容と同様のデータポータビリティ権を明文化した規定

が必要である。
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第３節　プライバシー権・自己情報コントロール権の実質化のために個人情報
保護法について，以下の諸点を改正し，プライバシー保護をGDPRと
同水準に引き上げるべきである

第１　収集の必要性・相当性のない個人情報を処理しないこと
１　日本の判例理論
　　本編第２章第１節第２で詳述したとおり，日本では，個人情報保護法の制定よりも前

から，プライバシー権が保障されることが判例理論により確立していた。そして，正当
性なくあるいは必要性・相当性がない状態でプライバシー情報を収集する場合には，個
別利益衡量により不法行為が成立し得るとするのが判例理論と整合的であることを論証
した。

　　個人情報保護法は，この判例理論を前提に制定・解釈・運用されるべきであり，同法
の存在によって判例理論が否定されるようなことは本末転倒であり，あってはならない。

２　GDPRの規定
　　前述したとおり，GDPR５条では，個人データ取扱いのための７原則が規定されてい

る。これは，基本権としてのデータ保護の考え方から導かれるものである。必要性・相
当性のない個人情報を取り扱うことは，個人データ取扱いのための７原則に違反するこ
ととなるため，これによりデータ保護の基本的権利が守られることになる。

　　また，前述したとおり，GDPR６条は，取扱いの適法性として六つの要件を定めている。
管理者は，六つの要件のいずれかを満たさなければ，適法な取扱いとはならないところ，
必要性・相当性がない個人情報に関し，そもそも必要性を要求する(ｂ)から(ｆ)の要件を
満たすことはない。(ａ)の要件についても，必要性・相当性がない場合に，データ主体
の同意が得られることは考え難いし，仮に同意が得られた場合には，情報提供等が不十
分であったとされる可能性が高い。

　　GDPRの下では，このように必要性・相当性のない個人情報を取り扱うことができな
いように規律されているのである。そして，必要性・相当性のない個人情報を取り扱う
ことができないということは，前述した日本の判例理論と同様である。

３　個人情報保護法
　　個人情報保護法制には，GDPR５条のような，基本原則をうたった規律は存在しない。

また，個人情報保護法制では，利用目的による制限（個人情報保護法18条），不適正な
利用の禁止（同法19条），適正な取得（同法20条），第三者提供の制限（同法27条）といっ
た規定はあるものの，GDPR６条のような規定はない。

　　本編第２章第１節第２で詳述したとおり，要配慮個人情報という概念が設定されたこ
とにより，反対解釈をし「要配慮個人情報に該当しない情報は，全て利用目的の公開を
条件として収集してよい」との解釈・運用が存在する。これは，個人情報保護法の保護
範囲と保護の程度は制定当初から，「広く浅く」であり，プライバシー保護のために数
十年構築され，進化してきた判例理論とは別次元であることを理解していないことに基
づく「誤解」である。石井夏生利教授も，「日本の個人情報保護法制は，行政上の目的
から，利用目的の特定，適正な取得，利用目的の通知又は公表等，データ内容の正確性
の確保，安全管理，従業者の監督，委託先の監督，目的外利用や第三者提供の制限等，
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個人に関する情報の取得，利用，保管，提供，廃棄に至るまでの各段階で講じるべき措
置（又は禁止）を定めているが，求められる措置を講じ，禁止事項に抵触しなければ違
反に問われることがないという性質から，手続法的性格を強く帯びている。」と記述し
ており（石井夏生利「EUデータ保護法」360頁（勁草書房，2020年）），個人情報保護法
は，プライバシー権の実体的内容に関する判例理論とは別次元のものである。

４　小括
　　前述の「誤解」を解消し，判例理論で形成されてきたプライバシー保護を十分なもの

とするためには，日本の判例法理と同趣旨の内容が明記されているGDPR５条及び６条
を参考にし，これらと同様の規律を明文で定めることによって，必要性・相当性のない
個人情報が取り扱われないようにすべきである。

第２　他の情報と組み合わせれば個人識別が可能となり得るような個人識別可能性のある情
報についても，保護の対象とすること

前記第２節で述べたとおり，早急な対策としてはデジタルプラットフォーマー（DPF）
に対する規制が図られるべきであるが，本来的には，DPFに限らず全事業者についても，
他の情報と組み合わせれば個人識別が可能となり得るような個人識別可能性のある情報に
ついても保護の対象とすべきであり，それは個人情報保護法の改正によって実現されるべ
きである。

第３　プロファイリングされない権利，削除権，データポータビリティ権等を保障すること
１　各権利の保障
　　各権利を保障すべきことは，前記第２節で述べたとおりである。第２節では，早急な

DPFに対する規制が図られるべきものとして述べたが，本来的には，DPFに限らず全
事業者に対しても，本人（データ主体）のプロファイリングされない権利，削除権及び
データポータビリティ権等が保障されるべきである。

２　透明性の原則
　　データ主体が，前記権利や訂正・利用停止を求める権利などを行使するに当たっては，

事業者から情報源や保存期間，プロファイリングのための論理回路等について十分な情
報の提供を受ける必要がある。このような透明性が確保されなければ，データ主体は，
自分の個人データに関して有する権利を適切に行使することができず「公平性」を確保
することができない。

　　日本においては，前述のとおり，DPF透明化法で，特定DPF事業者に対し，経済産
業省に対して，同法９条に定める事項を報告する義務を課しているが，対象が特定DPF
事業者，すなわち超巨大DPFに限られており，報告事項も一律に同じ事項となっている。

　　これに対し，EUのデジタルサービス法（DSA）では，全てのプロバイダに対して，
少なくとも年１回，関連する期間に行ったコンテンツモデレーション（投稿監視）につ
いて，明確で理解しやすい詳細な報告書（透明性レポート）を公表することを義務付け
ている。

　　透明性を確保するためには，日本においても，透明性レポートの公表を義務付ける対
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象として，超巨大DPFに限られることなく全てのDPFに対象を拡大していく必要があ
るものと考えられる。

　　もっとも，超巨大DPFと小規模なDPFとに同じ報告事項を課すことは新たな参入事
業者を妨げることとなることから，規模に応じた報告事項とすべきと考えられる。

第４　個人情報保護委員会について，プライバシー保護に専任する機関とするようその存在
目的を設定し直し，調査権限等を充実させて，プライバシー保護機能を強化すること

GDPRでは，独立した監督機関は基本権としての個人データの保護を目的とし，準司法
的機関として個人の異議申立てを受けての権利救済機能を有している。

現状では，そもそも，個人情報保護委員会は，「個人情報の有用性に配慮しつつ，個人
の権利利益を保護するため，個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」を任務としてお
り（法131条），プライバシー保護を重視した監督機関にはなっていない。しかも，番号法
19条17号により，個人情報保護委員会は，規則を制定して特定個人番号の提供先を拡大す
る権限さえ付与されていることからも明らかなように，個人情報の保護だけではなく，個
人情報の利活用を図ることさえその権限とされている。この点は，「取扱いと関連する自
然人の基本的な権利及び自由を保障し」（GDPR51条１項）と，明確にプライバシー保護
のための第三者機関として機能が純化されているGDPRにおける監督機関と異なる。

真にプライバシー保護を図るならば，法律上保障されている権利を行使したにもかかわ
らず事業者が適切に義務を履行しない場合における救済手段として，個人情報保護委員会
による救済措置が講じられるべきである。そのためには，個人情報保護委員会の存在意義
について，GDPRが位置付ける独立した監督機関同様，プライバシー保護に専任する機関
とするようその存在目的を設定し，自己情報コントロール権という基本的人権の保障を実
効的にする点にあることを明確にすべきである。

このような存在意義（目的）を確立することで，個人情報保護委員会の役割や権限もお
のずと定まってくるのであり，権利救済に必要な調査権限や監督権限の強化・充実，その
ための体制整備も図られる。

第４節　デジタル政策の民主化
第１　市民のプライバシーを最大限保障することを大前提として，同意原則を十分に尊重し，

不参加者に不利益を与えないように制度を設計し，その範囲で利便性や効率化等を図
ること

政府のデジタル・ガバメント計画（2020年12月25日閣議決定）では，行政機関が最大の
データ保有者であり，行政自身が国全体の最大のプラットフォームとなることを指向し，
国全体の最大のプラットフォームたる行政機関が，そのアーキテクチャを策定し，マイナ
ンバー制度とリンクしたID体系の整備，ベース・レジストリを始めとした基盤データの
整備，カタログの整備等を行い，民間に対してもオープン化・標準化されたAPI（Application 
Programming Interface）で連動できるオープンなシステムの構築を掲げている。

しかし，その後に成立したデジタル社会形成基本法（2021年５月12日成立）は，その目
的に個人のプライバシー・個人情報保護を明記していない。
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前述のように，デジタルプラットフォームでは，大量の個人データが収集・集積され，
プロファイリングされ，その結果を特定の目的のために利用するというサイクルが出来上
がっている。行政自身が国全体の最大のプラットフォームになる場合には，行政が保有す
る個人データがプロファイリングの対象となり得る。しかも，民間との連携も可能となる
と，監視や個人の行動操作の危険性が大きい。

したがって，ここにおいても，プライバシー権及び自己情報コントロール権を保障し，
個人の人格的自律を確保するためには，プラットフォームにおける個人情報の収集・利用
等について同意原則を徹底した仕組みが構築されるべきである。また，同意しない場合に
プラットフォームへの参加が認められなかったり，サービスを受けられなかったりという
不利益を受けるとすれば，同意は事実上の強制となるため，そのような措置を許さない規
制も必要である。

デジタル社会で実現される利便性や効率化は，それを望まない市民を排除して形成され
るべきものではない。これらは，プライバシー権及び自己情報コントロール権を優先し，
個人の人格的自律を確保したいと考える市民に不利益を課さない，人権を尊重することを
大原則とした仕組み（アーキテクチャ）の中で実現することが目標とされるべきである。

第２　プライバシー影響評価を事前に行った上でその結果を公表し，市民の意見を反映し，
あらかじめプライバシー保護に配慮した制度設計を行うこと（プライバシー・バイ・
デザイン）

プライバシー保障及び自己情報コントロール権の保障の強化を実現するためには，事前
同意原則の徹底や具体的な権利保障とともに，デジタル社会実現のための制度やシステム
を構築するに先立ち，同制度やシステムによるプライバシーへの影響を評価し，その評価
結果に基づき，制度・システムの設計段階からプライバシー保護を組み込むこと（プライ
バシー・バイ・デザイン）が重要である。

特に，行政自身がプラットフォームとなり，市民がそのプラットフォームを利用するこ
とが予定されている場合には，プライバシー保護は市民の最大の関心事にもなるため，
GDPRのデータ保護評価を参考に，プラットフォームの利用によるプライバシーへの影響・
リスクの程度を分析し，その結果を市民に公表して意見を求め，その意見に対して政府が
説明責任を尽くす手続により制度設計をしていく必要性は大きい。また，このような手法
により市民が積極的に意見を述べて制度構築していくことは，デジタル社会における民主
化の契機ともなる。
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第６編　主権者の幸福に資するデジタル社会とは？

個人情報の利活用を図り，利便性や行政の効率化を優先するデジタル社会においては，
情報主体である私たち主権者が，行政機関や民間事業者からデータを収集・分析・利活用
される客体になり下がり，自分に関する情報を自由に管理できないことにより一人一人の
市民の自己決定や自己実現が妨げられ，市民社会全体が委縮するおそれがある。そして，
利便性や行政の効率化ばかり優先されることにより，私たちのプライバシー保護は絶えず
後方に退く危険もある。

そこで，まず，自分に関する情報を管理するデータ主権を，個人に取り戻すことが必要
である。また，利便性や行政の効率化ばかり優先され，主権者のプライバシー保護が弱い
社会とならないためにも，市民がその設計に積極的に参加し，それが交通や行政・防災・
エネルギーなどの都市基盤や市民の暮らしに反映され，改善していく仕組みの検討・導入
も必要である。

この第６編では，背景事情等が日本とは異なるものの，デジタル社会における市民参加
と民意の反映の仕組み，及びデータ主権を個人に取り戻す仕組みについて，海外における
取組をいくつか紹介する。

第１章　スペイン・バルセロナにおけるディシディム・デコード

第１節　市民参加のためのプラットフォームの構築
第１項　「バルセロナ・コモンズ」による市政の誕生

デジタル社会における市民参加の一つの有力な手段として，市民参加のためのデジタル
プラットフォームの確立が挙げられる。以下において，バルセロナの事例を紹介する。

2014年，スペイン・バルセロナにおいて，市民プラットフォームである「バルセロナ・
コモンズ」が組織され，後に地域政党となった。「バルセロナ・コモンズ」は，政党政治
への不信と国家や欧州連合（EU）への反発から，市民参加型の市政の実現を目的として
いた1。「バルセロナ・コモンズ」は，2015年の市議会選挙で第一党となり，アーダ・コラ
ウ氏が新市長に就任した。

バルセロナでは，2000年頃スマートシティが計画されていたが，この計画は技術導入に
重点が置かれていたため，コラウ市長は，市民中心の計画に根本的に変更し，技術がそれ
を支えるものとした。その市民中心の計画を実現するために，バルセロナでは市民参加型
のプラットフォーム「Decidim」（以下「ディシディム」という。）を構築し，市民がディ
シディムのウェブサイト上から，市政について様々な提案をし，意見交換をし，賛否を表
明し，最終的には政策として市議会にて提案し，実現していく仕組みが構築された。これ
は，テクノロジーにより市民参加を促進し，民主主義を実現しようとするものと言える。

1 内田聖子「人々による人々のためのデジタル社会へ」143-153頁（「世界」2021年４月号）
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第２項　市民が市政に参加するためのプラットフォーム「ディシディム」
「ディシディム」は，2016年にスペインのバルセロナで誕生した，民主的な都市のため

の市民参加型のデジタルプラットフォームであり，その名称は「我々が決める」という意
味のカタルーニャ語にちなんでいる2。ディシディムはフリーソフトウェアを使ってオープ
ンに作られたもので，ソースコードは公開されており，誰でも閲覧，修正，改良すること
ができる。これにより，一部のIT企業にシステムや情報を独占されず，プライバシーを
保護し，透明性のある仕組みを設けることができる。

ディシディムは，市民から多くの意見を集め，議論を集約し，政策に結び付けていくた
めの機能を有しており，市民が政策形成に直接参加するための場を設け，公共政策を設計，
実現するために市民，行政機関，社会による協力を可能にすることを目的としている。

ディシディムでは，デジタルなプラットフォームを活用することにより，何千人もの人々
が，オンラインを中心に提案したり，公聴会に出席したり，意思決定のための議論を促進
したり，投票で決定したり，決定事項の実施を監視したりすることができる。

ディシディムは，50以上の言語に翻訳され，複数の都市や組織で利用されており3，
NGO，大学，労働組合，協同組合，近隣団体などグループでも利用することができる。
海外では，バルセロナ4，ヘルシンキ5などで，日本では兵庫県加古川市6，宮城県釜石市7な
どで，利用されている8。

第３項　バルセロナのディシディム
バルセロナでは，市民が「Decidim Barcelona」のサイト9にアクセスすると，市政に関

する提案をし，意見交換をし，賛否を表明することができ，これにより市民の提案を政策
提言として作り上げていくことができる。
「Decidim Barcelona」のサイトには，「参加型プロセス」として，市民同士，あるいは

市民と自治体の担当者との間で議論や主張の対照を促進するために一定期間にわたって開
催される一連の会議が複数掲載されており，市民は政策決定の過程に関与することができ，
その進行もディシディム上で確認することができるよう可視化されている。意見交換や議
論はオンライン上だけでなく，オフラインでの物理的な会議においても行われ，これらを
融合させることで，より民意を反映することができる。また，ディシディムからは，様々
なデータ（騒音レベル，医療データ，行政のオープンデータなど）を市民が参照すること

2 ディシディムウェブページ（https://decidim.org/）

3 同ウェブページ（https://decidim.org/ja/usedby/）

4 DECIDIM.BARCELONA（https://www.decidim.barcelona/）

5 ヘルシンキウェブページ（https://osallistu.helsinki/en/）

6 加古川市市民参加型合意形成プラットフォーム（https://kakogawa.diycities.jp/?locale=ja）

7 釜石版Decidim（https://kamaishi.makeour.city/?locale=ja）

8 兵庫県では2022年１月まで利用されていたなどの実績もある。福島県西会津町は構築中（2022年５月時点）
である。日本では，一般社団法人コード・フォー・ジャパンが展開している。

 （https://www.code4japan.org/activity/decidim）。

9 前掲DECIDIM.BARCELONA
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ができる。
このようにして作り上げられた政策は市議会に提案されて審議される。議会での議論の

様子もディシディムで確認でき，市民の意見が政策として採用され，実行されていく過程
が可視化されている。

市の自治体行動計画（PAM：Municipal Action Plan）の提案書を策定するプロセスでは，
ディシディムを通じて市民から提案を募集し，提案の採否，提案の優先度を決定した。こ
れには，12万人（バルセロナの人口の7.5％）の市民が参加し，提出された１万860件の提
案のうち1467件が公式のPAMに盛り込まれた10。

また，バルセロナでは，2020年から，市民の提案を実施するために市の予算の一定額を
確保し，市民による政策に配分される参加型予算のプロセスが始まった。これは，バルセ
ロナ市民が，バルセロナ市議会に対して各地区で実施する投資プロジェクトを提案し，ま
た，その提案に優先順位を付け，さらに，最終的にプロジェクトを進めていくか投票する
という参加型プロセスである。

2020年２月３日に始まったプロセス（2020年から2023年までの４年間のプロセス）では，
市の予算から3000万ユーロ（当初7500万ユーロであったが，新型コロナウイルス感染症拡
大の影響で3000万ユーロとなった。）が用意され，市民がどのプロジェクトに投資するか
を決めることができる。

その具体的な運用方法などについては，後記の海外調査報告を参照されたい。
なお，最近の報道で，低投票率が多くの民主主義国の抱える共通の課題であるとして，

アメリカ・ニューヨーク市の参加型予算の取組が紹介されたことがあるが，その記事の中
で，東京都において2017年度から，都民が主にインターネット上で事業を提案し，これに
対して都民が投票できる制度を開始したことが紹介された11。2021年度の投票数は初年度
の３倍になったものの，投票数はまだ１万5000程度しかなく，認知度の向上が課題である
とされる。

東京都のホームページにある，「都民による事業提案制度実施要綱」12 13によれば，都民
や都内へ通勤・通学している者，都内に活動拠点を有する法人その他の団体であれば提案
者になることができ，都において提案内容を審査し，投票対象事業を決定の上，都民によ
る投票が行われる。投票者は投票した事業について意見を付すことができる。

その制度自体は市民参加型の民主主義であり，インターネットを通じて提案と投票が可
能な点でデジタルによる政治参加の仕組みであるが，投票様式は記名式であり，氏名・年
齢，住まいの区市町村名の回答が必須とされ，匿名であるディシディムとは異なる。

また，ディシディムの参加型予算は，意見交換や議論もディシディム上で可能であり透

10 日本弁護士連合会　連続講座－COVID-19と国際人権－　第３回「パンデミックとテクノロジー」（2020年
９月17日）　関治之氏（一般社団法人コード・フォー・ジャパン代表理事）の講演資料

11 2022年７月３日付け日本経済新聞朝刊

12 東京都財務局ウェブページ（https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/teian/teian.html）

13 「都民による事業提案制度実施要綱」
 （https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/teian/5tomin/01_zissiyoukou.pdf）
 東京都財務局によれば，2022年度事業化件数７件，予算額3.1億円とされている。 
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明性が確保されているが，東京都の都民による事業提案制度では，提案の反映経過や評価
などは一部しか公表されておらず，個別の意見も主な意見の概要と簡単な反映内容しか掲
載されず，透明性が確保されているとは言えない。

バルセロナにおけるディシディムでは，インターネットを通じての方法だけでなく，市
の職員が12台のカートを使用して，区域の交通網が悪い場所や高齢者の多い地域，地下鉄
の駅広場など人の往来がある場所で，タブレットを見せながらディシディムの仕組みの説
明をしたり，また，高齢者施設や障害のある人向けの特別学校に出向いて説明をし，ディ
ベートの形で取り組むなど，ディシディムを広報し，より多くの市民に参加してもらうた
めの工夫をしていることから，インターネット以外の方法による参加者も多かった。

東京都における都民による事業提案制度も市民の政治参加を促す重要な取組の一つであ
り，認知度を上げ，仕組みとして定着させていくことが必要であるが，バルセロナにおけ
るディシディムの運用状況と比較すると，意見交換や議論などを含めた透明性の確保が不
十分であり，提案等の時点でどのようなデータ（個人情報等）を取得するかという匿名性
の問題や認知度を上げる取組など，検討すべき課題も多い。

第２節　データ主権を個人に取り戻す取組
第１項　EUにおけるデコードプロジェクト

DECODE（Decentralized Citizens Owned Date Ecosystem（分散型市民所有データエ
コシステム）。以下「デコード」という。）は，個人が自分に関するデータ（個人情報等）
の公開や利用を，安全にかつプライバシーの保護を図りながら管理する仕組み（エコシス
テム）を研究開発するヨーロッパのプロジェクトである。

欧州連合（EU）では，2016年４月に，個人データの保護を強化する一般データ保護規
則（GDPR）が欧州議会で採択され，同年５月に公布された（完全施行は2018年５月25日）。
その個人データ保護規制の強化の流れの一環として，2017年に欧州委員会がデコードプロ
ジェクトを開始した。

現在，インターネット上で日々膨大に発生している個人に関するデータは，社会全体に
利益をもたらす可能性がある。しかし，これらのデータはGAFA（Google，Amazon，
Facebook，Apple）など「ビッグテック」と呼ばれる巨大なインターネット企業に独占さ
れ，情報の主体である個人による管理が失われ，個人データへアクセスし，制御し，使用
する機能は，インターネット企業が利用し利益を上げるための手段になっており，以下の
ような問題が指摘されている14。

①　サービスの利用履歴や商品の購入履歴，ウェブサイトの閲覧履歴などのデジタル情
報を発生させている個人（情報の主体）は，その情報がどのように利用されているの
か把握できず，情報の利用方法を制限，選択することができない。このことは，プラ
イバシーと自律性の低下を意味するだけでなく，オンラインアイデンティの安全性に
も悪影響を及ぼす。

②　日々生成される膨大な情報が少数の企業に独占されて管理されていては，公共の利

14 デコードウェブページ（https://decodeproject.eu/what-decode.html）
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益のために社会問題の解決手段やサービスを開発・提供しようとする組織，企業，個
人が，これらの情報にアクセスすることができない。

③　このような情報の独占は，経済的非効率性と不平等を生み出し，安定した持続可能
で協調的な経済に不可欠である，市民，公的機関，企業間の信頼を損なうおそれがあ
る。

④　現在のデジタルエコシステムとIoTの状況は高度に細分化されており，相互運用性
のない多数の仕組みがあり，それぞれが独自のデバイス（機器），プラットフォーム，
ソフトウェアを提供し，データ処理がなされている。このような断片化によって，デー
タ管理が困難になり，利用者は最終的にデータを制御できなくなる。

デコードは，このような問題を解決し，誰がどのようにデータを利用するかを選択でき
るようにする実用的な手段を開発するための実験的なプロジェクトである。

デコードでは，仮想通貨で用いられるブロックチェーン技術（分散型台帳技術）と属性
ベースの暗号（attribute-based cryptography：ABC暗号）を用いて，データの所有者が
自分のデータへのアクセスの可否や使用方法をコントロールできるようにするツールを開
発し，市民，IoT，センサーネットワークにより生成され収集されたデータを，適切なプ
ライバシー保護とともに幅広く共同して利用可能とする，データ中心のデジタル経済を構
築する方法を探求した15。

第２項　実証実験
デコードプロジェクトでは，2017年から2019年にかけて，スペインのバルセロナとオラ

ンダのアムステルダムで四つの実証実験が実施された16。これらの実証実験は，欧州連合
のHorizon2020プログラムの資金提供を受けている。

これらの実証実験の最終報告書が，デコードプロジェクトのサイト17に掲載されている。
第１　バルセロナにおける実証実験

デジタル民主主義とデータコモンズ（Digital Democracy and Date Commons（DDDC））
の実証実験では，バルセロナが開発したデジタル民主主義プラットフォームである「ディ
シディム」（利用は匿名であり，行政は利用者の個人情報等は把握していない。）にデコー
ドの技術を統合して，市民が提供する自身のデータをきめ細かく選択して制御できるよう
にした。例えば，ディシディムを利用してバルセロナ市議会に請願を行う際に，住所や名
前などの個人情報を登録しなくても，居住地などの認証要件を登録すれば匿名でも請願書
を提出することが可能になり，市民が自身の情報をより詳細に管理することが可能となっ
た。また，後述のBarcelona Nowダッシュボードによってデータの共有と可視化を可能と

15 デコードウェブページ（https://decodeproject.eu/have-more-questions.html）
 （https://decodeproject.eu/what-decode.html）

16 同ウェブページ（https://decodeproject.eu/pilots.html）

17 バルセロナパイロット最終報告書「Final report on the Barcelona pilots, evaluations of BarcelonaNow 
and sustainability plans」（https://decodeproject.eu/publications/final-report-barcelona-pilots-evaluations-
barcelonanow-and-sustainability-plans），

 アムステルダムパイロット最終報告書「Final Report on Pilots Amsterdam and sustainability plans」
（https://decodeproject.eu/publications/final-report-pilots-amsterdam-and-sustainability-plans）
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し，ブロックチェーンにより透明性を高めることを可能にした。
市民科学データガバナンス（Citizen Science Date Governance）の実証実験では，イン

ターネットに接続された機器（Internet of Things（IoT））を利用して得られたデータの
きめ細かな共有許可を検証した18。この実証実験では，騒音レベルや汚染などの要因を記
録する環境センサーを住民が自宅等に設置し，そこから得られたデータを暗号化して，暗
号化したデータを匿名でコミュニティと共有することができるようにした。その際，どの
情報を誰とどのような条件で共有するのかを決定したり，情報の利用を特定の目的に限定
するなど，データの共有方法を細かく市民がコントロールできるようにした19。

また，DDDCと市民科学データガバナンスを接続し，市民から提供されたデータ，市の
オープンデータ，他のデコードサービスから収集したデータを組み合わせ，市民が共有し
利用可能なデータを可視化し検索できるようにしたダッシュボードであるBarcelona Now

（BCN Now）のパイロット版も作成された20。

第２　アムステルダムにおける実証実験
匿名の身分証明（Anonymous Proof of ID）の実証実験では，デコード技術を用いて，

相手との間で完全なIDや社会保障番号を共有することなく，16歳以上又は18歳以上であ
ることを証明できるようにした。

この実証実験では，パスポートのRFIDチップをパスポートスキャナーでスキャンして
データをQRコードに変換し，そのデータの中の個々の属性（「○○市に住んでいる」，「○
○歳以上である」など）の情報をのみを，年齢確認や居住地の確認が必要となる際に共有
することで，状況に応じて不要な個人情報を共有することなく年齢確認等をすることがで
きた。オランダでアルコールを購入する場合，通常は氏名，写真，住所，生年月日が記載
されたIDカードの提示が必要になるが，属性に基づく認証システムを使えば，必要以上
の情報を共有することなく，特定の取引やサービスを受ける資格（年齢，居住地など）が
あることを証明することができた21。また，16歳以上の若者が原動機付自転車を運転でき
ることを，アプリを使って証明することができた。

エリア・オンライン（Gebiedonline（Neighborhood Online））の実証実験では，地域密
着型のオンライン・プラットフォームであるエリア・オンライン（地域の人々が近所のイ
ベントの閲覧やニュースの共有，製品やサービスの交換や賃借などをすることを可能にす
るオンライン・プラットフォーム）において，住民が他の住民と共有する情報を細かく制
御できるようにするため22，属性ベースの認証情報を利用したプラットフォームへのアク
セスを可能とした。利用者は，国勢調査の記録に基づいて居住地を証明することができ，

18 デコードウェブページ（https://decodeproject.eu/pilots.html）

19 前掲「バルセロナパイロット最終報告書」

20 デコードウェブページ（https://decodeproject.eu/pilots.html）

21 同ウェブページ（https://decodeproject.eu/blog/claim-verification-18-summary-decode-pilot-amsterdam.
html）

22 前掲「アムステルダムパイロット最終報告書」
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エリア・オンラインと具体的な住所を共有することなくアクセスすることが可能となっ
た23。

第３項　小括
バルセロナ及びアムステルダムにおけるデコードの実証実験については，それぞれ最終

報告書が公表されている。その実証実験の結果を踏まえた議論は，今後も見守る必要性が
高いが，今回の海外調査において，アムステルダムで実証実験に携わった団体である
WAAG24では，そのデコードの考え方について，「自分のデータを共有するときに市民に
自己決定権があることが重要視されるべきであること」や「独自性・独立性を保ち，市民
が自分のデータを管理できること（決して私たちが商品とならないこと）」が繰り返し語
られ，市民が了解したものだけ開示できる仕組みを作る必要性が強調された。

バルセロナにおいても，デコードの開発理念として「データ主権は市民にあること」が
挙げられ，個人のプライバシー保護を図りながら，市民がどのようなデータを誰に提供す
るかを，自ら決めることのできる仕組みであることが強調された。

23 デコードウェブページ（https://decodeproject.eu/pilots.html）

24 持続可能で公正な社会の研究，設計，開発を使命にし，最新技術や社会に関係する様々なテーマを取り扱っ
ている財団（https://waag.org/en/）
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第２章　台湾におけるデジタル民主主義

続いて，台湾におけるデジタル民主主義について検討していくことにしたい。

第１節　オードリー・タン氏によるデジタル民主主義の考え方
台湾のデジタル大臣（その意味するところは後述の本編第４章で詳しく述べる）である

オードリー・タン（唐鳳）氏（以下「タン氏」で統一する。）によれば，デジタル民主主
義とは「デジタル技術を使って誰もが政治参加できるようにすること」であり，インター
ネットやソーシャルメディアを用いて主体的・自発的に市民が意見を発信するとともに，
それを政策アジェンダ（議題）とし，自ら解決することができるような「『参加型民主主義』
を実現することである」。

同氏は，公共サービスのデジタル化よりも，デジタル化による政策決定への参加によっ
て得られる達成感・満足感が大変重要で，民主主義を自分と直接関係のあるものであると
実感できることが「参加型民主主義」の長所であるとしている。そして，それは現在存在
している代議制民主主義と並行して存在する独立したシステムであるとした上で，デジタ
ル技術を用い，「オープンガバメント（開かれた政府）」と「ソーシャルイノベーション（社
会変革）」を推進していくことが自身の仕事である，と述べる。このほか，デジタル民主
主義の実現に当たり，大事なことは「インクルーシブ」すなわち「誰も取り残さないよう
にすること」であるとも述べている。

第２節　「オープンガバメント」
さて，「オープンガバメント」であるが，タン氏によればこれには四つの段階があると

いう。第１段階は，政府の資料やデータを開放する「オープンデータ」，第２段階は，開
放された後に何か意見がないかを問いかける「市民参加」，第３段階は，それらに政府が
回答する「説明責任」，第４段階は，“３段階目で誰かのことを忘れていないか”を探す「イ
ンクルージョン」である。

そして，政府のDX（デジタルトランスフォーメーション）の基礎に最も直結するのは
第１段階に属する「Open APIで政府をオープンにすること」であると述べている。ここ
でいう「Open API」とは「API（Application Programing Interface，外部から接続する
ための仕様や手続などのインターフェイス）を公開（オープン）し，外部から連携できる
ようにすること」で，これまで政府案件については，コンペに参加しなければそもそも民
間側で必要なデータすら入手することができず，その結果，コンペ参加者以外は何もこれ
に関与することができないばかりか，システムインテグレーター同士の事業者間・世代間
の不毛な争いを招来させていたが，「Open API」の実現により，政府が行っていること
を民間側でもより発展させることができるようになったとしている。

第３節　「ソーシャルイノベーション（社会変革）」
続いて「ソーシャルイノベーション」について，タン氏は「従来とは異なる創造的な解

決法によって社会問題や課題を解決するという概念」である，と述べている。そして，社
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会問題や課題の解決に当たっては，全ての人が孤独に戦うのではなく，助け合えるよう
「ソーシャルイノベーション」を用いて支援していくことが必要であるが，その実現に当
たっては，多くの人たちの社会参加が不可欠であり，オープンであること，助け合いや言
論の自由をコアバリューとすることが重要であるとしている。

それというのは，政府を批判するだけで，誰かが解決してくれるのを待つだけでは社会
問題も課題も全く解決しないが，一人の人間ができることは限られており，一人で取り組
んでも永遠に一部分しか解決できないため，異なる能力を持っていたり，異なる物事の見
方ができる者との協働によってしか，自分とは異なる部分の解決は図れないからである。

コロナ禍初期の頃に機能した世界的にも有名な政策実現事例である「マスクマップ」（全
台湾の6000以上ある販売拠点のマスク在庫が30秒ごとに更新・表示されるシステム）も，
政府が「Open API」でマスク在庫の情報を公開したことが開発に当たってのベースになっ
ている。また，これがLINEボット，テレグラム，Siri，Googleアシスタントなど130以上
のアプリケーションに応用されていくに当たり，台南市のシビルハッカーの発案を基に，
シビルハッカーコミュニティの「g0v（ガブ・ゼロ）」とともにオープンソースで政府版
の最初のバージョンを作成したのは，「抛磚引玉（ことわざ。自らが粗い詩や未成熟な意
見を始めに出すことで多くの優れた反響を引き出すこと。）」であった，とタン氏は振り返っ
ている。

第４節　台湾における「市民参加」の仕組み
第１項　「総統杯ハッカソン」

台湾においては市民参加を促すいくつかの制度が導入されている。例えば，台湾各地が
抱える課題を市民たちが提議し，政府が公開するオープンデータを活用しながら解決案を
模索する「総統杯ハッカソン」と呼ばれるイベントが2018年より毎年開催されており，毎
年５組のグランプリが選出され，受賞したプランについては，専門家やシビックハッカー
らの協力の下，どのように実行するかを１年以内に政府側が検討することになっている。

受賞プランとして実現した例としては，離島エリアの救急医療体制を改善すべくデジタ
ルネットワークで各所を接続し，同じ情報を見て救急搬送が必要かどうかを皆で決めるこ
とができるプラットフォームの立ち上げを行い，救急搬送要請の自動化を図った事例（こ
れにより，僅か１年で全台湾の105か所にシステムが導入され，緊急輸送の要請作業は５
分程度で行えるようになった。）や，無料給水機の位置・メンテナンス情報の提供システ
ムの導入事例（2021年11月までに台湾内の8000を超える給水スポットが登録され，19万人
がアプリをダウンロードし，約24万本のペットボトル削減に貢献した。）などが挙げられる。

第２項　「ジョイン」
また，台湾では選挙権の有無にかかわらず，メールアドレスと台湾の電話番号さえあれ

ば政策に対する意見を投稿できる「ジョイン（Join）」という名前のプラットフォームが
政府によって運営されている。この電子請願のシステムを通じて投稿された発案に対し，
60日以内に5000人以上の賛同が集まった場合には，政府として必ず議題に取り上げ，２か
月以内に担当部局がその検討結果を公表することがルールとして定められている。ちなみ
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に，この「ジョイン」で最もアクティブなのが，15歳前後と65歳前後であるところは大変
興味深いところで，実際の政策実現事例である2019年７月から台湾で導入された大型
チェーン店のイートインにおけるプラスチックストロー使用禁止も，選挙権のない16歳の
女子生徒の発議が発端であったことは注目されるべきところである。

第３項　「ｖ台湾」
このほか，立法院（国会に相当）で法改正の審議に入る前に，誰もがオンライン上で法

改正について討論できる民間プラットフォーム「ｖ台湾（vTaiwan）」というものも存在
している。この「ｖ台湾」では，意見に対して「賛成」か「反対」かを表明するボタンを
押すと，同じ意見の人がいる場所にアイコン表示がされ，これにより種々の意見が分類・
可視化されることになる。その際，特定の人を挑発するトロール行為を避けるべく「返信」
機能をなくしているところも制度設計上のポイントである。

このプラットフォームを通じて行政担当者や市民，専門家といったあらゆるステークホ
ルダーが討論し，大まかな合意に至ってから改正草案を作成し，立法院に送るというとこ
ろまで行われるとのことで，実際の事例としては，インターネットでの酒類販売，ライド
シェアサービス「ウーバー（Uber）」や民泊「エアビーエヌビー（Airbnb）」の台湾への
参入などに際しての議論収拾と法改正に大きく寄与したとのことである。

これらを支えるインフラ・教育の面でいえば，ブロードバンド接続は基本的人権である
として，５Ｇ（高速大容量，低遅速，同時多数接続などを特徴とする第５世代移動通信シ
ステム）の通信基地の設置を山岳地・離島から行うなどの施策も行われているほか，デジ
タル能力を高めてもらう生涯学習の場としての「デジタル機会センター」もあり，そこで
は過去３年以内に製造されたタブレットを無償で借り受けることができるほか，ICT（情
報通信技術）の様々なトレーニングプログラムを受けることもできる，とのことである。

第４項　台湾におけるフェイクニュース対策
また，正しい情報なくして正当な議論は行い得ないが，「アジアで最も社会が開かれて

いる」とされる台湾でも，インターネット上に飛び交うフェイクインフォメーションは問
題となっている。

この点は，第２編第３章（特に「第５節　諸外国の法規制」の「第10項　台湾」の項目）
で詳しく述べた。

第５項　「ショートメッセージ実聯制」とそのデータの取扱いに関する議論
さらに，デジタル民主主義の実現，データ主権の問題を考えるに当たっては，台湾にお

ける「ショートメッセージ実聯制」とそのデータの取扱いに関する議論が参考になるもの
と思われるので，ここに紹介することとしたい。

元々，台湾においては，日本の厚生労働省に相当する「衛生福利部」の管轄下にある「中
央感染症指揮センター（原名：疾病感染署）」が2004年より感染症相談専門ダイヤル「1922」
というものを設置していた。この伝染病専門予防ホットラインは，2003年の台湾における
SARS流行の教訓を基に導入されたものである。この「1922」に電話をすれば，市民は感
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染症対策に関する相談を行うことができる。
そしてその後，新型コロナウィルス（COVID-19）のまん延を踏まえ，上述の「1922」

の基盤を基に「ショートメッセージ実聯制」が導入された。
台湾では，電車やバスといった公共交通機関，オフィス，コンビニエンスストアやスー

パーマーケットなど，公共の場所の利用に際しての実名登録（利用日・氏名・電話番号）
が義務付けられている。これが「実聯制」で，2020年５月に導入され，元々は紙に記入し
た上で登録する方法のみが採用されていたが，利便性や衛生面，また記載された紙の管理
を巡る個人情報保護の観点からの懸念も踏まえ，携帯電話のショートメッセージによる登
録の制度が導入された。これが「ショートメッセージ実聯制」である。手順としては，場
所ごとに割り当てられた重複しない15桁の番号を，携帯電話のショートメッセージを利用
して，上述の「1922」宛てに送付するという形が採られている。ちなみに紙でもメッセー
ジでも，利用者が好きな方法を選べるというところが本制度のポイントである（その後，
台湾の新型コロナウイルスが市中感染の段階に入り，感染拡大が懸念される状況の下，防
疫対策と経済・社会運営の観点から，国内の防疫と有効なリスクコントロールの能力を維
持するため，「実聯制」は2022年４月27日に廃止された。そして，現在，台湾市民には「ソー
シャルディスタンス（社会的距離）」アプリのダウンロードと使用が呼びかけられている。）。

さて，この「ショートメッセージ実聯制」導入の結果，「1922」の宛先である「中央感
染症指揮センター」には膨大なデータが集積されることとなった。施設利用を行った人の
氏名・電話番号と，利用日のデータである。

この制度は防疫上大変有益であるが，反面，犯罪捜査を理由に警察その他の捜査機関が
データを見ることができるとなれば，蓄積データを政府が濫用することを警戒し「ショー
トメッセージ実聯制」への協力をちゅうちょする人々が出てくることも予想された。

とりわけ，台湾においては，警察が一定の要件の下に通信情報を監視する「データ監視」
の捜査方法が存在し，警察が見たいとなった場合にそのデータにアクセスできるとなれば，
防疫とプライバシー保護の関係で深刻なトレードオフの関係が生じ，利用普及の観点から
大きな問題をはらむこととなる。

以上のような背景の下で，収集・保管されているショートメッセージのデータが通信会
社だけでなく，警察側にも同期されているという事実が明らかとなった。

実際に場所情報がどのデータベースに入っているかまで警察は把握してはいなかった
が，この事象を認識し，重く見たある裁判官による問題提起の下，このことは台湾におい
て大きな議論を呼んだ。そして，日本の法務省に相当する「法務部」は最終的に，「そも
そも，ショートメッセージは人と人，人と機械が連絡を取り合うものであるが，『ショー
トメッセージ実聯制』は場所の情報をスキャンしてチェックインするものであり，誰とも
連絡を取り合っていない。つまり，通信ではない。」と解釈し，これも念頭に「『ショート
メッセージ実聯制』のデータはモニタリングされるべきものではない」と中央感染症指揮
センターの会議でも結論付けられ，最終的には警察が「ショートメッセージ実聯制」に基
づき中央感染症指揮センターに集められたデータにアクセスすることはできないものと整
理された。市民の中央感染症指揮センターへの協力行為は「通信」ではなく，犯罪捜査と
は切り分けられるべき，と整理したわけである。保管データは，衛生署のスタッフが閲覧
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したかどうかを市民側も確認できるようになっており，防疫調査委員がデータを閲覧する
際は単一の入口からしかアクセスできず，保存やコピーもできないようになっている。そ
して，全てのデータ（紙ベースのものを含む）は28日間のみ保管されることになっている。

データ主権を考えるに当たり，重要なのは「そのデータがどのようにして現れてきたも
のか」である。

上述の「ショートメッセージ実聯制」により集められたデータの利用に関する議論など
は好例と言うべきであるが，「誰がどこにいついたのか」といった情報は，犯人特定にも
追跡にも資する捜査上大変有益な，本来捜査機関としては「是が非でも」欲しい情報であ
る。治安の維持を軸とする利用の「必要性」を重視すれば，利用一辺倒に傾きそうなとこ
ろであるが，上述のとおり，「データ監視」の濫用懸念を念頭に市民が利用に協力しない
となれば，結局，当初の目的である防疫対策も十分に達成されない。

以上からも分かるとおり，本来は違う目的で使われていたデータを無理やり他の目的で
使用するようなことが起こると，データ品質の問題が生ずる。偽りの情報が混在する可能
性や上述のとおりあるべき全ての情報が整わない可能性もあるからで，これでは本来の目
的でのデータ利用にも支障を来すばかりでなく，周辺部分も含め広くこれを利用しようと
する場合にもデータの信頼性という点で根本的な懸念要因を抱えることとなる。
「ショートメッセージ実聯制」導入を主導したタン氏によれば，台湾においては「そも

そもそのデータを集めた人，集められてデータにされた人は，そのデータがどのように使
われるのかを知っていたのか？」を重視しており，「このデータを使うことに問題がある
なら，使うべきではない」との点がクリアになってからでなければ「データドリブン（デー
タ駆動。ビッグデータなど，取得したデータを分析して意思決定などに役立てること）」
へと進められないと述べている。「まず駆動すべきはデータであり，データによって私た
ちが駆動されてはならない」とする同氏の言葉は「データ主権」を考えるに当たり基本と
すべき考え方と言える。
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第３章　EUにおけるデジタルサービス法及びデジタル市場法の制定の
動き

これまで述べたような各国のデータ主権を取り戻す仕組みを構築する上で，私たち市民
が商品になるのではなく，GAFAを始めとする大企業に対抗できるような規制も必要とな
る。

欧州委員会は，2020年２月19日に，欧州のデジタル戦略である「欧州のデジタル未来の
形成（Shaping Europe’s digital future）」を発表し，2021年３月には，2030年までの10年
間（Digital　Decade）における欧州のデジタル変換のビジョンと道筋を示した「デジタル・
コンパス2030」を発表した。欧州委員会は，その中で，デジタル化は，人々を優先し，企
業の新たな機会を開く人々に有益なものとすべきとの考えの下，①人々のために機能する
技術，②公正で競争力のある経済，③開かれた民主的で持続可能な社会を目標に掲げ，具
体的なアクションを示した。その具体的なアクションの一つに，「データを管理し保護す
る力を市民に付与すること」が挙げられている。

そして，第２編第２章第６節で述べたように，2022年１月26日に，欧州委員会は，欧州
議会，欧州理事会に対し，「デジタルの権利とデジタルの10年のための原則に関する欧州
宣言」を提案した。

また，欧州委員会は，2020年12月15日，データ保護に関する新たな包括的なルールとし
て，デジタルサービス法（Digital Services Act25）及びデジタル市場法（Digital Market 
Act26）を法案として公表し，本年に入りそれぞれ制定等の方向で報じられている。これら
のルールも，前記アクションに含まれるものである。

デジタルサービス法は，EUでサービスを提供するすべてのオンライン仲介業者に対し
適用され，提供するサービスに応じて四つに分類され，それぞれに応じた新たな義務等が
定められる。他方，デジタル市場法は，ゲートキーパーに指定された大規模なプラット
フォーム事業者に適用され，市場の競争力と公正さを確保するための義務等を定める。

デジタルサービス法及びデジタル市場法の新たなルールは，オンライン上での消費者保
護（デジタルサービスの全利用者の基本的権利が保護される，より安全なデジタル空間を
創出すること），プラットフォームビジネスにおける透明性の確保，プラットフォーム事
業者の説明責任の確立等を通じて，公正かつ開かれたデジタル市場を目指すものとされる。

ユーザーに対しては，新しく，秀逸で信頼性の高いオンラインサービスをもたらすとと
もに，小規模プラットフォーム事業者，中小企業及び新興企業に対しては，事業拡大をサ
ポートし，法令遵守にかかるコストを削減し，欧州単一市場全体の消費者へ容易にアクセ
スすることを可能にする。さらに欧州単一市場のゲートキーパーであり又はゲートキー
パーになりつつあるオンライン・プラットフォーム事業者が不公正な取引条件を課すこと

25 EUのデジタルサービス法に関する説明（https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-
fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en）

26 EUのデジタル市場法に関する説明（https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-
digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en）
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を禁じるものと説明される27。
デジタルサービス法については，2022年１月20日，欧州議会がこれを承認し（賛成530票，

反対78票，棄権80票），加盟国や欧州委員会との調整が行われる。そして，同年４月23日，
欧州連合は，これを制定することに決めた28。

デジタル市場法については，同年３月24日，欧州連合はこれに合意した29。
その後，同年７月５日，欧州議会は，デジタルサービス法及びデジタル市場法について，

賛成多数で可決した（デジタルサービス法につき，賛成539票，反対54票，棄権30票。デ
ジタル市場法につき，賛成588票，反対11票，棄権31票。）。

今後，欧州連合理事会が正式に採択すれば成立し，2022年秋に発効する見込みと報じら
れている30。

以下，それぞれの法の内容について，述べる。

第１節　デジタルサービス法の概要31

第１項　立法経緯
EUにおけるデジタルサービスについては，2000年の電子取引指令（eコマース指令）が，

サービスへの規制の基礎となっている。
オンライン上の技術革新，オンライン・プラットフォームが発展する中で，市民や社会

全体に新たなリスクが生じ，新たな範囲の違法な商品・活動又はコンテンツにさらされて
いる。また，大規模なオンライン・プラットフォームは，デジタル経済のシステムをコン
トロールし，大量のデータへのアクセスなどの優位性を活用し発展を続ける。

その問題として，①ビジネスユーザーに対するオンライン・プラットフォームの不正行
為，問題が発生した場合の救済措置がないこと，②テロへの扇動，違法なヘイトスピーチ，
児童の性的虐待の素材，知的財産権の侵害など，違法なコンテンツのオンラインでの拡散，
③EU市民の個人情報など基本的権利の侵害，④支配的地位の濫用，⑤不当な消費者商行為，
デジタル世界には不向きな消費者保護ルール，⑥租税回避，⑦悪意のある行為者によるオ
ンライン・プラットフォームの悪用による，誤報の拡散，民主主義への参加への影響が指
摘されている。

第２項　デジタルサービス法の目的
デジタルサービス法は，eコマース指令に定められた主要な原則を踏まえつつ，仲介サー

27 公正取引委員会ウェブページ「海外当局の動き」「EU」（2021年２月）「デジタル時代への対応：欧州委員
会は新たなデジタルプラットフォームのルールを提案」参照

28 EUのウェブページ（https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2545）

29 EUのウェブページ（https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1978）

30 ITメディアニュース（https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2207/06/news067.html）

31 総務省プラットフォームサービスに関する研究会（第24回）資料１（2021年）株式会社三菱総合研究所デ
ジタル・イノベーション本部作成「インターネット上の違法・有害情報を巡るＥＵの動向－Degital 
Services Actについて－」，同会（第32回）資料６（2022年）同社作成「インターネット上の違法・有害情
報を巡るＥＵの最新動向について」参照
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ビス提供者（特にソーシャルメディアやマーケットプレイスなどのオンライン・プラット
フォーム）に対する明確な説明責任を定義することで，EU全体でユーザーのオンライン
上での安全性を向上させ，基本権の保護を向上させることを目的としている。

デジタルサービス法の一つの柱として，デジタルサービスの利用者が直面するリスクに
対処し，その権利を保護するためのデジタルサービスの責任を明確に規定する規則である。

二つ目の柱として，ゲートキーパーとして機能する大規模なオンライン・プラットフォー
ム事業者を対象とした事前規制手段である。プラットフォームが公正に行動し，新規参入
者や既存の競合他社が挑戦できるようにすることである。

このデジタルサービス法は，eコマース指令15条(1)の一般網羅的監視義務の禁止条項を
維持し，プラットフォーム事業者が送信又は記録保存する情報を監視すること，及び違反
行為を示す事実又は状況を積極的に探索することを，構成国に対し禁止している。その上
で，プラットフォーム事業者の自発的な調査と対処を促進しようとしているものとされ
る32。

第３項　適用範囲
デジタルサービス法は，サービス提供者の設立地にかかわらず，その設立地又は居住地

がEU域内にあるサービスの受領者に提供される仲介サービスについて適用される。デジ
タルサービス法は，他の規則，指令を損なうものではなく，他のルールを補完するものと
いう位置付けである。

日本のプロバイダ責任制限法が対象とするのは「権利の侵害」があったときに限定され
るが，デジタルサービス法は「違法なコンテンツ」を対象にしており，特定個人や団体の
法的権利や利益を損なっていないものも含まれる点で規律範囲が広いことが指摘される。

第４項　対象事業者ごとに応じた義務
情報社会サービスのうち，「仲介サービス33」「ホスティングサービス34」「オンライン・プ

ラットフォーム35」「超大規模オンライン・プラットフォーム36」に分けて，それぞれに応じ
た義務が規定される。
第１　仲介サービス提供者の義務

仲介サービス提供者の義務としては，発信・保存する情報を監視する一般的な義務や，

32 丸橋透「コンテンツモデレーションとＡＩの利用，そして差止請求－EUの動向と比較検討」（判時2508号・
132頁以下）

33 「仲介サービス」は，ネットワークインフラを提供する仲介サービスで，インターネットアクセスプロバ
イダ，ドメイン名レジストラのほか，ホスティングサービスも含む。

34 「ホスティングサービス」は，クラウドやウェブホスティングなどのホスティングサービスのほか，オン
ライン・プラットフォームを含む。

35 「オンライン・プラットフォーム」は，オンライン・マーケットプレイス，アプリストア，コラボレーショ
ン・エコノミー・プラットフォーム，ソーシャルメディア・プラットフォームなど，売り手と消費者を結
び付けるオンライン・プラットフォームをいう。

36 「超大規模オンライン・プラットフォーム」は，違法なコンテンツの流布や社会的危害において特にリス
クがある，欧州の４億5000万人の消費者のうち10％以上の消費者にリーチするプラットフォームである。
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違法行為を示す事実や状況を積極的に調査する義務は課されず，削除義務もないものの，
司法及び行政当局からの削除等の措置命令・情報提供命令への報告義務を規定する。

そして，基本権（メディアの自由を含む）を考慮した利用規約の公開，直接連絡を取る
ことのできる単一窓口・国内法定代理人の設置，透明性の報告が定められる。

第２　ホスティングサービス提供者の義務
ホスティングサービス提供者は，個人又は事業体が，違法なコンテンツであると考える

特定の情報項目がそのサービス上に存在することを通知できるようにするシステムを整え
なければならない。提供された特定の情報項目について，削除又はアクセスの無効化を決
定する場合には，その決定を受信者に通知するとともに，決定及び理由説明書を一般にア
クセス可能なデータベースに公開しなければならない。刑事犯罪の疑いに関する当局への
通知，コンテンツ削除等も定められた。

第３　オンライン・プラットフォームの義務
オンライン・プラットフォームの義務としては，内部通報制度を定め，信頼する旗手（違

法コンテンツの検出，特定，通知を目的とした特定の専門知識と能力を有していることな
どの要件を満たすことを証明し，加盟国のデジタルサービス調査官がその地位を付与した
者）から通知があった場合に，優先的かつ遅滞なく処理・決定されることを確実にする措
置を講じなければならないとされる。

ターゲティング広告につき，未成年者へのターゲティングを禁止し，弱者保護が図られ
る。違法な製品・サービスには削除・通知義務が課せられる。

透明性報告については，少なくとも６か月に一度は公表しなければならない。

第４　超大規模オンライン・プラットフォームの義務
超大規模オンライン・プラットフォームの義務は，EUのサービスの平均月間アクティ

ブ受領者が4500万人以上であるオンライン・プラットフォームに適用される。全EU加盟
国の言語での利用規約の公表が必要である。ディープフェイク37と認識した場合にはサー
ビス受領者に明確に見える方法で，このコンテンツが本物でないことを知らせるよう表示
するものとした。

少なくとも１年に１回，EU内でのサービスの機能及び利用に起因する重大なシステミッ
ク・リスクを特定し，分析し，評価しなければならない。また，自己負担で，１年に１回，
外部監査を受けなければならない。

また，設立地データサービス調整官又は欧州委員会からの合理的な要請に基づき，デジ
タルサービス法の遵守状況を監視し，評価するために必要なデータへのアクセスを提供し
なければならない。６か月ごとに透明性報告書を公表し，少なくとも年１回の外部監査実
施報告書を，設立地デジタルサービス調整官及び欧州委員会に送信しなければならない。

37 あるコンテンツが生成又は操作された画像，音声又は動画コンテンツであり，既存の人物等の実体又は出
来事に著しく類似し，人に本物又は真実であると偽って見えること。
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第５項　デジタルサービス調整官等による監視・執行
デジタルサービス法は，さらに，デジタルサービス調整官につき，その調査権限・執行

権限（デジタルサービス法を遵守しなかった場合の罰金や違約金を科す権限を含む）を定
める。

罰金は，仲介サービス提供者の年収又は売上高の６％を超えてはならない。定期的な違
約金は，前会計年度の１日当たりの平均売上高の５％を超えてはならない。

これら仲介サービス提供者一般に向けてのルールを強制するためには，デジタルサービ
ス法に従い国内法を設ける必要がある。

他方，超大規模オンライン・プラットフォームの監視・執行については，設立地デジタ
ルサービス調整官による監視・執行，欧州委員会における介入開始・監視・執行を定める。
欧州委員会は，デジタルサービス法の関連規定，暫定措置，約束の一つ以上を遵守してい
ないと判断した場合は，不遵守の決定をするが，その決定において，罰金（前会計年度の
総売上高の６％を超えない範囲内）や定期的な違約金（前会計年度の１日当たりの平均売
上高の５％を超えない範囲内）を科すことができる。

第６項　デジタルサービス法制定に対する反応
欧州連合（EU）がデジタルサービス法の制定を決めた（合意に至った）ことを受け，

欧州委員会のマルグレーテ・べステアー上級副委員長は，合意直後にツイッターに動画で
「民主主義が戻ってきた。これでネット利用の権利を守り，安全を感じられる」と投稿した。

他方，アメリカのグーグル社は，EUの合意後に出した声明で「法案がまとまり施行さ
れる際には詳細が重要になる。残された技術的な詳細がすべての人のためになるよう，政
策立案者と協力するのを楽しみにしている」と釘を刺した，と報じられる38。

第２節　デジタル市場法の概要
第１項　デジタル市場法の立法目的

デジタル市場法は，欧州単一市場へのデジタル「ゲートキーパー」（加盟国の国内市場
に大きな影響を与え，ビジネスユーザーが顧客にアクセスするための重要な玄関口（ゲー
トウェイ）として機能し，確固たる地位を享受するプラットフォームを指す。）として機
能するプラットフォームによる特定の行動から生じる悪影響に対処するものである。

その立法目的は，経済的不均衡，ゲートキーパーによる不公正なビジネス慣行及びそれ
らのネガティブな結果（例えば，プラットフォーム間で行われる競争における競争力低下）
に関わるものとされる。

既にEU加盟国で対応している場合もあるが，プラットフォームが国家をまたぐことな
どからその効果が不十分なため，EU指令ではなく，EU規則としての位置付けであり，指
令の内容に応じて各国がそれぞれ立法するのではなく，規則としてそのまま各国で効力を
有するものである。EUで統一かつ明確なルールを設けることにより，EU域内市場の機能
改善を目指す。

38 2022年４月24日付け朝日新聞朝刊
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第２項　適用対象
デジタル市場法の規制対象となるのは，オンライン仲介サービス（例：Amazonの物販

サービス，iOSやAndroidのアプリストア），オンライン検索エンジン（例：Google検索サー
ビス），SNS（例：Facebook，Twitter），ビデオ共有プラットフォーム（例：YouTube），
電話番号に依存しない個人間コミュニケーションサービス（例：WhatsApp），OS（例：
windows，iOS，Android），クラウド（例：AWS，Azure，GCP），広告（例：Googleの
検索連動型広告，Facebookのパーソナライズド広告）などの「コア・プラットフォーム・
サービス」をEU域内で提供する事業者のうち，一定の規模であることの基準39を全て満た
し，欧州委員会から「ゲートキーパー」の指定を受けた事業者に限定される。

なお，基準をすべて満たさない事業者であっても，欧州委員会は，市場調査に基づき，
参入障壁，保有データに基づく優位性，利用者の囲い込み状況，市場の構造的特徴，将来
性などを考慮した上で，ゲートキーパーに指定することができる。

第３項　ゲートキーパーに指定された事業者に課せられる義務
まず，個人の同意なく，プラットフォーム上のデータと他から得たデータを突合するこ

とや，プラットフォーム外で，プラットフォーム上と異なる条件で販売抑制することを禁
止し，エンドユーザーにプラットフォーム利用の条件として，他のプラットフォームへの
登録等を要件としないことや，広告主が支払った対価と媒体社が受領した報酬についての
情報開示などを定める。

次に，プラットフォーム上で得た情報を利用してビジネスユーザーと競争することの禁
止，エンドユーザーによるプレインストールされたアプリ削除の許容，OS上で第三者ア
プリや第三者アプリストアを利用することの許容，ゲートキーパー自身等が有利となるラ
ンキング条件設定の禁止，OS上でユーザーが別のアプリ等に乗り換えるための技術的制
限の禁止などを定める。

また，ビジネスユーザーに対して，ビジネスユーザーやエンドユーザーのプラットフォー
ム利用により生じた情報を無償で提供することや，一定の匿名化の下で，オンライン検索
サービス提供者に，エンドユーザーにより生成されたランキング，検索ワード，閲覧デー
タ等の情報を提供することを定める。

第４項　欧州委員会の権限
欧州委員会の市場調査権限，違反行為の調査権限を定め，ゲートキーパーへの措置導入

命令，違反行為の認定と中止命令，課徴金の適用を定める。
欧州委員会は，調査に同意した個人又は法人に聴き取りをすることができ，企業及び同

業者組合に立入検査を行うことができる。

39 ①　欧州経済領域（EEA）での過去３年間の年間売上高が65億ユーロ以上あるいは前年の株式時価総額が
650億ユーロ以上，かつ，三つ以上の加盟国でサービスを提供していること

 ②　コア・プラットフォーム・サービスのＥＵ域内の月間平均利用者が4500万人以上かつ年間のビジネス
ユーザーが１万社以上

 ③　②の基準を過去３年間満たすこと
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重大で取り返しのつかない損害がビジネスユーザーとユーザーに生じるおそれのある緊
急の場合，ゲートキーパーに中間的な措置を命ずることができる。

違反行為に対するペナルティーとしては，行為規制等を遵守していないことを判定した
場合には不遵守決定が下され，欧州委員会は，ゲートキーパーに対して最大で会計年度売
上の10％を超えない額の課徴金を課すことができる。

第５項　デジタル市場法制定に対する反応
デジタル市場法は，いわゆるビッグテック（Apple，Meta，Google，Amazonなど）に

大きな影響を与える可能性のある新たな独占禁止法であり，デジタルサービス法に先立ち，
本年３月24日，欧州連合はこれに合意し，今後，欧州議会と加盟国による正式な採択を待
つ（前記のとおり，同年７月５日に欧州議会で賛成多数で可決した。）。早ければ10月中に
発効する見込みとされる。

欧州委員会のマルグレーテ・べステアー上級副委員長は，「公平な市場は民主主義に欠
かせない。市場法は全ての企業と消費者に対して公平なデジタル市場を確保する。」と記
者会見でその意義を強調し，また，声明で「今回の合意で，公平で開かれた，競争可能な
デジタル市場に大きく近づいた」と述べた（2022年３月26日付け読売新聞朝刊）。

これに対し，Appleは，「デジタル市場法の項目の一部は，ユーザーに不要なプライバシー
とセキュリティの脆弱性をもたらし，また，多額の投資を行ってきた知財への課金ができ
なくなることを懸念している」との声明文を送ったと報じられる。また，Googleは「デジ
タル市場法の消費者の選択と相互運用性に関する多くの項目を支持するが，イノベーショ
ンと現在ある多様な選択肢に対する潜在的なリスクについて懸念を持っている。」との声
明文を送ったとされる。

日本では，2021年２月，プラットフォームに取引先との契約条件の開示などを義務付け
る「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が施行され，情報開示について事業者に自
主 的 な 取 組 を 報 告 さ せ 改 善 を 促 す 狙 い で， 対 象 に 楽 天，Yahoo，Google，Apple，
Amazonの５社が指定された。しかし，具体的な禁止行為を事前に定めておらず，また国
内でも利用者の多い検索サービスやSNS，動画配信サービスなどは対象に入っておらず，
罰金も最大100万円にとどまるなど，強制力が課題とされる。

その意味でも，デジタル市場法など諸外国同様の規制の動向・効果には注視する必要が
ある。
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第４章　自分たち自身で，望むデジタル社会の設計図を描こう

第１節　デジタル化の中であるべき根本的な理念
IT技術は，多くの人々が意見を発信し，それを集約し，可視化するということに関して，

これまで私たちが経験したいかなる技術よりも，瞬時に，正確にこれを行ってくれる。
しかしながら，ここで振り返るべきは，IT技術もまた「技術」であり，それにすぎない，

ということである。そしてその「技術」を用いて何を達成したいのかは，また別異のもの
として考えなければならない，ということである。

先ほど紹介した台湾の「ショートメッセージ実聯制」を始め，これまで紹介してきた台
湾のデジタル化に大きな役割を果たしてきたタン氏は，自身は「IT担当大臣」ではなく「デ
ジタル担当大臣」であるとし，「IT（Information Technology）」と「デジタル（Digital）」
の違いについては，前者を「機械と機械をつなぐ」もの，後者を「人と人をつなぐもの」
と定義している。

前者については，「情報（又はデータ）」同士をつなぐもの，と言い換えた方が私たちの
イメージしているところと近いようにも思われるが，いずれにせよ同氏が言いたいのは前
者の無味乾燥な感じであろう。そして，同氏は，そういう技術を「どのように使うか」と
いうところを最重要の眼目としており，そこを出発点に仕事をしているわけではない，と
いうことであろう。同氏の言わんとすることはよく理解できるところである。

それでは，「デジタル担当大臣」である同氏が何を最重要の眼目に置いているか。そこは，
同氏のジョブスクリプト（職務記述書）に端的に表れている。

若干長くなるが引用すると，「When we see “internet of things”, let’s make it an internet of 

beings. When we see “virtual reality”, let’s make it a shared reality. When we see “machine 

learning”, let’s make it collaborative learning. When we see “user experience”, let’s make it about 

human experience. When we hear “the singularity may be near”, let us remember: the plurality is 

here.」（訳）「『モノのインターネット』を見たら，『人のインターネット』に変えていこう。
『バーチャルリアリティ（仮想現実）』を見たら，『共有現実』に変えていこう。『マシンラー
ニング（機械学習）』を見たら，『協業学習』に変えていこう。『ユーザー体験』を見たら，

『人間体験』に変えていこう。『シンギュラリティ（技術的特異点）が近い』と聞いたら思
い出そう。『プルーラリティ（複数性（人間の多様性））』が既にここにあることを。」とい
うのがそれである。

ここでタン氏が述べたいのは，要するに，デジタル化はそれ自体が単独で進むのではな
く，その向こう側には私たち人間がいる，というのを忘れてはならない，ということであ
る。デジタル民主主義であれ，データ主権であれ，この種の問題を検討するに当たり，ま
ずはこの点が根本的な理念として念頭に置かれなければならない。

そして，もう一つ忘れてはならないのは，「IT技術によって，これまで基本理念として
存在していたものが大きく変容するものでもなく，それが軽々に扱われてよいわけでもな
い」ということである。
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第２節　市民参加型民主主義の実現に向けて
例えば，民主主義の基礎を成すものとしては，議論の基礎となる正確な情報が自由かつ

平等に提供され受け取ることができること，自由な議論の場が確保されること，自由に政
策提言をし，それを政府にアプローチできること，といったところがある。

報道の自由も表現の自由もあるいは集会・結社の自由なども，突き詰めればこれらを実
現するために基本的人権として確立されたものと言えようが，デジタル化でこれら基本理
念や原則が完全に変容し，「旧時代の遺物」としてどうでもよいものと化すわけではない。

スペイン・バルセロナにおけるディシディムや台湾における「オープンガバメント」な
どのように，透明性が確保された公共サービスが提供され，また，ディシディムやジョイ
ンなどのような参加型民主主義が実現できるような仕組み作りが必要である。

各国の事情が異なるため，諸外国の仕組みをそのまま活用することができるか否か検討
する必要があり，その検討及び定着には一定程度の期間がかかる。

そこで，世界各地での取組を参考に，デジタル社会における市民参加型の民主主義の実
現に向けた取組を検討して導入していく必要がある。

具体的には，デジタル社会の設計段階においても，市民提案型の制度，つまり市民がプ
ランを描いた上で議会が検討し，採用することのできる仕組みを構築する必要がある。ま
た，そのような制度が実現されるまでの間は，制度設計に際し，行政機関，業界側だけで
なく，消費者側，市民側の代表者を少なくとも半数程度は参加させ，その意見を反映させ
ることが必要である。

第３節　データ主権を取り戻すために
また，データ主権の観点で言えば，自身の情報として何を提供し・何を提供しないかは

自由に決められること，その利用に当たってもその目的とするところはデータの主体たる
本人の認識・見通しと齟齬のないように保たれる必要があること，本人に危害をなす偽り
の情報については補正の機会が認められることなどは，表現の自由を始めとする他の自由
との調整の必要性はあるものの，確保されるべき基本的な理念というべきである。

そして，これらはともするとIT技術によってもたらされる圧倒的な利便性の下に後退
させられがちな事柄でもあるが，ここでは先に取り上げた「ショートメッセージ実聯制」
のデータ利用に際し，「そのデータがどのようにして現れてきたものか」をいかに重視し，
どのように整理していったかが想起されるべきである。

結局のところ，IT技術の進展によっても，これまで基本的な理念として認識されてき
た自由・平等・公正といったものが，後方に配されても「仕方がない」となるものではな
く，IT技術により実現されることの圧倒的なすばらしさは認めつつも「技術」に踊らさ
れてはならないというところは，デジタル社会の設計に当たってはよく認識されなければ
ならない。

EUでは，これまで述べてきたとおり，GAFAの台頭への対抗戦略として，またデジタ
ル社会で個人のプライバシーを保護するための政策として，GDPRなどによる規制強化を
行い，その延長線上の取組としてデコードプロジェクトが始まるなど，オンライン上で生
成される個人情報の蓄積・管理，運用に関して，市民自らが個人データの秘匿や共有をコ
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ントロールできるようにする仕組みが導入・検討されている。
また，デジタルサービス法やデジタル市場法の公表・制定に向けた動きのように，オン

ライン上での消費者保護，プラットフォームビジネスにおける透明性の確保，プラット
フォーム事業者の説明責任の確立等を通じて，公正かつ開かれたデジタル市場を目指す動
きがある。

私たちは，これらの取組を参考にし，オンライン上で生成される個人情報の蓄積･管理，
運用に関して，市民自らが個人データの秘匿や共有をコントロールできる仕組みを確立す
ることにより，主権者による情報主権が全うされた自律的なデジタル社会の実現を目指す
べきである。
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私たちは，パソコンやスマートフォン，果てはWi-Fi機器を介してテレビでもインター
ネットを利用し，パーソナライズされた趣味嗜好の情報にアクセスができる，便利な社会
で快適な生活を送ることができるようになった。

スマートスピーカーに口頭で指示をすれば，居間に寝そべったままで欲しい商品を注文
することもできる。

他方で，このように便利で快適な生活ができる反面，デジタルプラットフォーマーは，
私たちが入力した検索キーワード，閲覧した記事やユーチューブチャンネルの履歴，スマー
トフォンのGPS機能をオンにしていることにより蓄積されていく移動履歴など，デジタル
社会での行動を記録し，将来の行動予測を行って収益を上げている。

自分と似た興味・意見の快適なコミュニティで，同種の情報に包み込まれ，自分の関心
のない情報に接する必要がなくなり，いつの間にか，科学的根拠の不確かな情報に囲まれ
てしまう危険もある。クリック数や収益を最大化するアルゴリズムに操られないようにし，
一人一人の市民が自己決定するのに十分な多様で信頼性の高い情報へのアクセスを確保
し，民主主義社会に参加できる制度が必要である。

2021年９月にデジタル庁が発足した。その政策は，データの徹底的な利活用を図ること
を目指し，個人番号カードの全国民への普及，個人番号（マイナンバー）の利活用促進を
中心とした計画となっており，プライバシー権・自己情報コントロール権の保障は重視さ
れていない。個人情報保護法制も改正され，地方自治体による住民のプライバシー保護機
能の低下が懸念される。

日本では，警察による捜査を始めとした顔認証システムの活用が，法律によるルールの
策定もなく無限定に広がっている。中国では，約６億台の顔認証機能付きの街頭監視カメ
ラにより，住民全員の個人情報データベースの検索がなされ，信用スコア（個人にひも付
く様々なデータを基にAIが個人の信用力を評価し，点数化したもの）と連動して人々の
行動を監視しているが，このままでは日本も類似した社会となることが危惧される。

デジタル社会の制度設計にはあらかじめプライバシー保護措置を組み込んでおくことが
必要である。その制度設計に市民自身が参加し，その意見を反映させることができなけれ
ば，事後的にプライバシー保護を図ることは困難である。

デジタルプラットフォーマーの活動が著しく広がったこと，政府の主導により，官民を
横断するデータの利活用が強く推進されていることを踏まえ，以下のとおり，国に対し，
デジタル社会において人間の自律性と民主主義を守り，プライバシー権・自己情報コント
ロール権を確保するための法制度や原則の確立を求めることを提言したい。

１　デジタルプラットフォーマー（プロバイダ，通信事業者を含む）に対する自己情報コント
ロール権を確立し，民主主義の基盤を崩さないようにするため，以下の内容を含む法律を制
定すべきである。
⑴　クッキー（Cookie）を始めとした，市民のデジタル社会における行動履歴を同定し
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得る情報については，事前同意を要件として取得するものとし，同意が得られない場
合にもサービスから排除しないこと。

⑵　収集している個人情報のみならず，個人識別可能性のある情報についても，その種
類，利用範囲を明示し，利用結果，第三者提供の結果についての公開を図ること。

⑶　利用者に対して，プロファイリングされない権利，削除権，データポータビリティ
権等，GDPR（一般データ保護規則）で規定される諸権利を保障すること。

⑷　収集した情報に対して適用されるAIのアルゴリズム（ディープラーニング後のも
のも含む）及びその適用後のデータ処理について，少なくともその基本構造を公開し，
説明すること。

⑸　フェイクニュースに対する自主規制ルールの設定と実践を行うとともに，その結果
を公開すること。

⑹　信頼性の高い情報，多様な意見との接点の確保が図られるためのアルゴリズムの設
定，実践を行うとともに，その結果を公開すること。

２　デジタル社会における市民のプライバシー権・自己情報コントロール権の保障を実質化す
るため，以下の点を現行法の改正又は新たな法律の制定によって具体化すべきである。
⑴　個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）について，以下の諸点を改正し，

プライバシー保護をGDPRと同水準に引き上げるべきである。
①　収集の必要性・相当性のない個人情報を処理しないこと。
②　他の情報と組み合わせれば個人識別が可能となり得るような個人識別可能性のあ

る情報についても，保護の対象とすること。
③　プロファイリングされない権利，削除権，データポータビリティ権等を保障する

こと。
④　個人情報保護委員会について，プライバシー保護に専念する機関とするようその

存在目的を設定し直し，調査権限等を充実させて，プライバシー保護機能を強化す
ること。

⑵　公権力が，自ら又は民間事業者を利用して，市民のデジタルデータを網羅的に収集・
検索する方法で監視する行為を禁止すること。

⑶　個人番号や個人番号カードが，行政機関や民間事業者による情報監視の基盤となら
ないよう，個人番号制度は抜本的な見直しを行うか，個人番号及びマイキーID等と
いった個人識別符号の利用範囲の大幅な限定等を行うこと。

⑷　既存の政府の情報収集機関のほか，デジタル庁や警察庁サイバー局の設置等により，
公権力による個人情報の収集管理が強化されている状況において，情報機関の監視権
限とその行使について，厳格な制限を定め，独立した第三者機関による監督を制度化
すること。

⑸　顔認証システムについて，法律により，官民を問わずその利用を原則禁止とした上
で，厳格な設置・運用条件を設定するとともに，その基礎データを供給し得る監視カ
メラについても厳格な設置・運用条件等に関する要件を明示し，さらに個人情報保護
委員会の管理監督下に置くこと。
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３　日本のデジタル社会の推進に当たっては，市民のプライバシー権・自己情報コントロール
権の保障を実質化するとともに，デジタル政策を民主化するため，政府は，以下の諸点を遵
守すべきである。
⑴　市民のプライバシーを最大限保障することを大前提として，同意原則を十分に尊重

し，不同意者に不利益を与えないように制度を設計し，その範囲で利便性や効率化等
を図ること。

⑵　プライバシー影響評価を事前に行った上でその結果を公表し，市民の意見を反映し，
あらかじめプライバシー保護に配慮した制度設計を行うこと（プライバシー・バイ・
デザイン）。

⑶　行政の効率化を最上位の目標とすることなく，必要なシステムの設計においても，
最大限に地方自治を尊重したものとし，また地方自治体レベルでの設計も許容するこ
ととし，かつ意思決定に際しては地方自治体の意見を十分に聴取して，これを反映さ
せること。

⑷　市民提案型の制度を採用するとともに，それが実現されるまでの間においても，制
度設計について，行政機関，業界側だけでなく，消費者側，市民側の代表者を少なく
とも半数程度は参加させ，その意見を反映させること。

⑸　オンライン上で生成される個人情報の蓄積・管理，運用に関して，市民自らが個人
データの秘匿や共有をコントロールできる仕組みを確立すること。
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海外調査報告

視察メンバー　武藤糾明，牧田潤一朗，瀨戸一哉

第１章　アムステルダム視察（2022年５月30日から31日）

第１節　公益訴訟プロジェクト（The�Public�Interest�Litigation�Project（PILP））

日時：2022年５月30日　午前11時～午後０時30分
場所： PILPの事務所（アムステルダム大学の敷地の一室であり，アムステ

ルダムロースクールと同じ建物内）
同団体のWebページ　https://pilpnjcm.nl/en/
面談者：Jelle Klaas氏　 2003年から人権，社会的な問題を扱う弁護士 

PILPの組織のリーダー
　　　　Laura Wennekes氏　運営全般に関わっているスタッフ

第１　PILPの組織について
１　Jelle Klaas氏は，弁護士として社会保障が必要な

方（例えば，ホームレス）のための活動をしてきた
が，2014年に人権を扱う弁護士グループ（戦略的訴
訟の弁護士グループ）に関われないかと声が掛かり，
立ち上げから参加している。現在，６人の組織であ
り，そのうち３人が弁護士である。
　各国でどのように行っているかを聞いて，活動し
ているため，情報共有が大事だと考えている。その
ため，自分たちの組織が行っていることも知っても
らうため，英語でウェブサイトを運営している。

２　PILPは，①難民と移民，②差別と人種差別，③
法の支配と民主主義，④社会経済的権利のテーマの
中で重要なトピックを取り扱っている。人権を保護
し，強化し，又は開発すること，オランダ又はオラ
ンダの政策に関連すること，公益のためであること，戦略的であること，を基準に取り
扱うかを決めている。
　戦略的訴訟（権利を訴えていくことで政府等に働きかける。PILPのウェブサイトに
よれば，この訴訟手順を余り早く使用してはならず，また，訴訟自体が目的であっては
ならない。）について，例えば，お金が支払えない家庭で，電気等を止められる等した
とき，それでは子どもが育てられないと訴える団体がいるが，その訴訟だけでなく，デ
モンストレーション，政治家への働き掛け等のアドバイスを総合的に行う。政治家への
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働き掛けでうまくいかないときには，訴訟を起こし，メディア戦略等，クライアントと
相談しながら，どのような形での動きが良いかを決めていく。
　PILPのウェブサイトによれば，各問題は，主として，組織，活動家，弁護士，NGO
を通じて，PILPに持ち込まれ，PILPは，最初に主題を選択し，次に戦略，クライアン
ト及び訴訟弁護士を選択するとのことである。
　企業に勤める他の弁護士や法律関係の教授が無償で，チームを形成する。
　最近の事例として，オランダの空港での入国審査の際に，肌の色で不当な選別（差別）
を黒人のオランダ国民が受けた（具体的には，入国審査の際にピックアップされ，（通
常ではされない）プライバシーに関わる質問やプロファイリングなどを受ける等した。）
ことについて，アムネスティと共同で裁判を起こしたことが紹介された。
　それぞれの団体が政治家に訴えていったが成果がなく，2015年に裁判をできないか相
談があり，現在も，裁判等そのプロセスを行っている。
　そのプロセスとしては，いわゆるロマの方々が強制退去を求められるので，その権利
を守る活動（様々な訴訟を含む），オランダからエジプトへ兵器を送っていることへの
反対，そのような人々がオランダの家に住むことができるようにすることなどである。

３　PILPの運営費について，PILPは非営利組織であり，クライアントに請求することは
ない。
　基金（民間もあればEUの公の基金（オランダ政府は訴訟の相手方になるので，オラ
ンダ政府以外からの公の基金）に助成金の申請を行い，受け取っている。助成金をもら
うための条件を達成する必要があり，そのために必要なイベントなどを行うこともある。
それ以外に企業法務をしている弁護士のプロボノ活動から助力を受けたり，同じ建物内
にあるアムステル大学のロースクールの教授から支援を受けている。
　基金としては，デジタルフリーダムファンド（DFF）もある。戦略的訴訟を使い，
デジタル権利やプライバシーを守るプロジェクトに基金を出す組織である。
　基金の中には，EUのように訴訟をすることはサポートしてくれない基金もある。
　そのような基金は訴訟以外の業務はサポートするが，訴訟の業務はサポートしない。
　なお，弁護士として，待遇に不満はないし，生活も十分できるが，企業に勤める弁護
士に比べると，大変忙しく，報酬も低いとのことであった。

第２　具体的な活動事例～SyRI（System�Risk� Indication）というプロファイリングシステ
ムの問題

１　2014年から2015年にプライバシーの専門家が集まり，オランダ政府が開発したSyRI
というシステム（不正行為の可能性に対するリスクのプロファイリングシステム）につ
いて，リスク等について見解を述べてもらった。
　このシステムは，国民の権利が守られていないにもかかわらず，国会審議を通り認証
されてしまった。
　SyRIというシステムは，公的機関が，お金を不当に遣われないように監視するシス
テムである。具体的には，オランダの税務署や市役所など公的機関の中で働く人が，生
活保護受給者等の中で悪用するであろうとプロファイリングするものであり，AIが注
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意喚起した人は調査をされることになる。
　全ての国の機関は，ブラックボックスと言われるボックスに情報（政府が持っている
全てのデジタル情報（家族が誰か，離婚経験，税金の支払い，ドクターの報告書など））
を入れ，悪用するであろう人をプロファイリングするようになる。
　SyRIの適用は，国内（プライバシー）法，オランダ憲法及びECHR，GDPR，EU人
権憲章などの各法に違反している。国連の特別報告者もその問題を指摘する。

２　どのような情報がとられたか，誰も知ることはできない。
　そのため，被害を受けた人（原告となる人）を探すのが大変であった（なお，オラン
ダには立法に対する抽象的違憲審査制はない。PILPのウェブサイトの記事によれば，
議員発議による憲法改正法案が議会での審議を待っている状況とのことである。）。
　情報公開を求め，何万人もの情報が集められていること，都心部で貧しい人，有色の
人たちの情報がたくさん入っていることが分かった。
　しかしながら，裁判でも，国はどのような情報を集めたか，それがどのように機能し
ているかなど，開示しない。国は，開示すると悪用するかもしれないとの回答であった
が，裁判所は，国がそのような理由にもならない回答をしたので，我々の言い分を聞く
ようになった。
　なお，全ての機関の情報が入れられたので，全く関係のない市民の情報も入れられた
ようである。

３　このようなSyRIというシステムの問題点として，①本来は，証明されなければ無実
なのに，アルゴリズムで有罪にされてしまうこと，②肌の色などで，勝手にプロファイ
リングされてしまうこと，③国に納税のために情報を申告等するが，それを国によって
悪用されていることなどを挙げる。
　しかしながら，プライバシーは一般市民にとって魅力的なテーマではないため，どの
ように働き掛けるべきかを考えた。
　まず，プライバシーを超えて，市民と国の関係性を考える機会をテーマにした。
　人権団体がクライアントだったが，それでは注目が得られないので，オランダ人の作
家（トミー・リン）ともう一人有名な作家を原告に加えた。個人的な被害は証明できな
かったものの原告として認められ，そのことにより夜の時間帯のテレビのトークショー
で問題が取り上げられるなど，注目を浴びることができ，市民の意識が変わった。
　そのテレビなどを見た，企業に勤める団体（労働組合）も良くないとして，100万人
が賛同した。
　訴訟だけでなく，メディアにも取り上げられ，インパクトのある訴訟となった。
　また，国内の注目が集まることで，海外のメディアも注目するようになった。
　そのようなメディア戦略により，オランダの議員も裁判官も真剣に向き合うように
なった。
　この訴訟では，プライバシー侵害が認められ，オランダ政府は控訴しなかった。
　なお，GDPRはいまだなかった時期で難しかったが，オランダ政府の違法行為が認め
られた。欧州人権条約８条（私生活等の尊重）を根拠に勝訴した。



資料編　海外調査報告

─ 370 ─

　以下，PILPのウェブページから引用（英文を翻訳）
（原文は，https://pilpnjcm.nl/en/dossiers/profiling-and-syri/）
　「2020年２月５日，ハーグ地方裁判所はSyRIに対する判決を下し，SyRIは欧州
人権条約に違反することになりました。この判決は，国内外から大きな注目を集
め，市民の私生活を守るための『圧倒的勝利』と受け止められました。
　判決によると，SyRIは市民の私生活に対する不均衡な侵害を構成しています。
これは，SyRIによってリスクが高まっていると認識された人々だけでなく，
SyRIによってデータが分析された全ての人に適用されたのです。地裁によれば，
SyRIには透明性がなく，したがって検証可能でもありません。プライバシーの
侵害は市民にとって予見できないものであり，市民はそれに対して自己防衛する
ことができませんでした。また，同裁判所は，SyRIが既に採用されているいわ
ゆる『問題のある地域』において，社会経済的地位や移住の可能性に基づく市民
の差別や偏見の実際のリスクにも言及しました。同裁判所によれば，SyRIの配
備には偏見のリスクが伴いますが，このリスクをコントロールすることはできま
せん。これらの考察に基づき，地裁はSyRIの法的拘束力を否定し，SyRIはもは
や政府によって使用できなくなりました。
　判決の直後，社会雇用省国務長官は，同システムが今後使用されないことを発
表しました。同国務長官はまた，国が判決に対して控訴しないことも発表しまし
た。国務長官によれば，SyRIは不正との戦いにおいて効率も効果も不十分であり，
それを利用する関係者に付加価値を提供するものでもなかったということです。」

４　しかし，今，SyRIよりも悪いシステムを作ろうと国会で議論されている。
　Super SyRIというものであり，具体的な内容は開示されていないが，GDPRの下で同
じようにプロファイリングしようとしていく同じようなシステムだと思われる。
　現在，反対に向けてのロビー活動をしているところである。

５　民間のUberが，ADLU（アプリドライバー宅配便組合）で採用したアルゴリズムによっ
て，ドライバーによる不正行為が行われるリスクを監視して利用停止を促すというシス
テムについて，オランダの裁判所が，その問題を指摘したとの日本の記事に関し，この
SyRIシステムとの関係を確認したところ，違う弁護団の事例だが，興味深く見ている
とのことであった。
　SyRIシステムだけでなく，民間においても，アルゴリズムを使用した不正行為を監
視するシステムにより市民が不利益を受けるケースも増えているとのことであった。

第３　具体的な活動事例～Top400というプロファイリングの問題
　最近の問題として，アムステルダム市役所がアルゴリズムで子どもを判別しようとして
いるTop400の問題が紹介された。
　これは，アムステルダムの宝石店に少年が強盗で押し入り，店長を銃殺した事件が起き，
その当時の市長が積極的に立法を進めたものであった。
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　学校や警察から情報を取得し，プロファイリングを行い，犯罪を起こしそうな少年を抽
出するものである。そして該当した少年に対して，警察等チームを編成し，２年間その少
年を追跡調査するというものである。
　12歳以上の子どもが対象である。行政は，この仕組みの目的は，子供を非行から助ける
ためのものであり，この仕組みによりサポートできると述べ，議会での議論でも皆賛成し
た。
　進学等で具体的な不利益処分を受けるわけではないが，その子たちには前歴もなく，罪
を犯していないにもかかわらず，既に犯罪者のように扱われていると感じられると子ども
たちは言う。
　また，学校もチームに含まれるため，学校の持つイメージは悪いままであり，ダメージ
は消えない。
　２年終わると情報は破棄されるという約束であるが，それを守られているかをチェック
する機関がないことも問題である。

第２節　WAAG

日時：2022年５月31日　午後１時～午後２時30分
場所：WAAGの事務所の会議室にて
同団体のWebページ　https://waag.org/en
　WAAGは，持続可能で公正な社会の研究，設計，開発を使命にし，最新
技術や社会に関係する様々なテーマを取り扱っている財団である。アムステ
ルダムにおけるDECODE（以下「デコード」という。）の実証実験に参加し
ている。
面談者：Bart Tunnissen氏

１　WAAGの入っている建物は，1423年に建てられたものであり，アムステルダムでも
最古の建物である。アムステルダムは，15世紀から商業で栄えた町で，昔から市民活動
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が活発な町であった。シティズ
ンシップを大事にしており，イ
ノベーションが生まれやすい。
　話をした会議室は，昔，煉瓦
で建築物を作るギルドが会議を
していた場所だとのことであ
り，その一つ上の階には，昔，
医師が集まり，世界で初めて公
の場面で死体解剖をしていた場
所でもある。当時１年に１回，
定期的に，死刑になった者の遺
体で解剖を行っていた。
　WAAGは，その場所で，現
在の情報システムについて解明しようとしている。

２　WAAGでは，60人のリサーチャーが働いている。フリーランスでリサーチャーを雇
うこともある。大切にしていることは，オープン，公平，インクルーシブ（多様な人々
が互いに個性を認め，一体感を持って働いている状態をいう。）であることである。
　もともと，ハッカーをやっていた者の集まりであり，情報共有が大事である。
　技術は，人間が決断し作っているものであり，中立なものではない，政府や企業等が
彼らの価値観でシステムを作っている，というのが基本的な考え方である。

３⑴　30年前の1989年，WAAGは，インターネットをどのようにしていくかの催しを開
いたが，そのときのインターネットのイメージは何もない草原，しかし，今は，コン
クリートで固められ，その上を米国系の企業によって支配されている，というもので
ある。
　何も制限がなく，それらの企業の考えで何でもできる状況にある。
　例えば，グーグルでリサーチするときに何もルールがない。インターネットを利用
するときに，消費者は，それらの企業にとって商品になってしまっている。企業は消
費者を自分たちのデータにしている。昔でいう「金」である。それをもとにビジネス
モデルを作る。
　一例として，アマゾンの「アレクサ」がある。これは，消費者のデータを集めるこ
とが目的であり，その問題点は，我々消費者が商品になっていること，規制が何もな
いことである。

⑵　WAAGは，これに対抗するため，これらの大企業に代わるシステムを作ろうとし
ている。デジタル社会への市民運動に着目するよう働き掛けている。
　そのシステムでは，独自性，独立性を保つこと，市民が自分のデータを管理できる
ことが大事である。

４⑴　今の携帯（スマホ）は，月に送ったロケットよりも性能が良い。
　デザインを作る工程をレイヤーにしてみる（解剖してみる）が，スマホを開けても，
全てを調べることはできない。
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⑵　もとにあるのは社会としての価値観，その上にデザインのプログラム，その上に技
術であるはずである。未来のための技術を作る際に，そのためのベースになるのが市
民の権利と義務，市民の視点でなければならない。
　新しい技術を作るための基本，まず価値観（VALUE）：社会としての価値観。
　その次に見るのが，市民の権利と義務。
　その次が，社会的な影響（どのような技術が必要か，そのリスク）。
　その上で，実際にどうやるのかを考える。
　これらは，法律に基づいて行う必要がある。まず，ルールが何か，ルールに従って，
どのように技術を作るかを考える。

⑶　未来のための技術は，どのテーマをとっても一部の企業が権利を持つのではなく，
市民が持つように作らなければならない。
　デザインをするのが誰か，ルールを決めるのは誰か，新しいメソッドの構築が必要
である。
　その一つが，ビジョンのミッションを作る，社会と共同して作る。
　・市民がどのようなものを望んでいるのか。
　・価値観を作る，拡大する努力。
　・様々な機関を変える努力をする。
　・それによってシステムが変えられるか，それを確認する。
　・それが終わったら技術に戻る。
　技術をデザインするときに価値観をまず考える。
　世界で作れる環境，アルゴリズムに入れるデータも変わってくる。
　プロトコルがすべてオープンであることが必要最低限のことである。

５⑴　技術を作るときに，政府のためか市民のためか企業のためかを考えなければならな
い。
　どんなValueが必要か決まる。
　次の商品は，自分たちのDNAと言われる。それを企業が収集しようとしている。
　それに対する法整備はできていない。

⑵　いつも起こる現象であるが，社会的な現象ができてから，法整備となるため，法整
備はいつも遅れてしまう。技術を作るときにどういうものでなぜ作るのか等を考える
必要がある。

６　デコードについて
⑴　10年前のアムステルダムで，スマートシティの考えが広がった。その技術によって，

市民がいつ動くのかなど，モニタリングすることが可能になった。スマートシティの
構想が，市民を監視するシステムになってしまっている。

⑵　そこで，市民中心となるシステムを構築した。
　その考え方が，デコードである。
　一例として，市民に空気の状態を観測してもらうシステムがある。
　ある地域の製鉄工場の空気汚染により，市民の生活が脅かされていた。
　工場で働く人もたくさんおり，工場について賛成の意見も反対の意見もある。
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　そこで，市民が空気汚染のデータを測り，提出できるシステムを作った。
　原発事故があったときに，日本の福島の市民がガンマメータを持って，各人が測定
し，行政に報告することから感銘を受けた。オランダでもそれが活用された（世界各
地で起きたことが，別の国で活用されることがある一例でもある。）。
　これを基にさらに広いリサーチが進んだ。

⑶　イノベーションにおいて市民が中心になるためにリサーチしている段階である。
　トップダウンでは機能しない，ボトムアップの形，すなわち，市民が政府と対等に
対話する中でのシステムでなければならない。それを考えている。
　デコードはそのような考え方であり，その実証実験が行われた。

７　質疑応答
⑴　デコードは市民が自己の情報をコントロールできる仕組みと聞いている。行政，警

察の情報収集に対して市民はどれだけコントロールができるのか。
　（回答）
　刑事手続等についてはデコードでコントロールすることができない。
　プライバシー・バイ・デザインの考え方が重要である。
　市民が了解したものだけを開示できる仕組みを作る必要がある。
　今は全てがオープンになってしまっている。
　プライバシー・バイ・デザインがスタンダードになるべきである。
　例えば，タバコの購入に関する情報について，本来18歳以上であることだけを見せ
ればよいのに，今は氏名，タバコを過去にどこで買ったかなどの情報が開示されてし
まっている。それを18歳以上だけの情報とさせるのが，プライバシー・バイ・デザイ
ンである。
　米国では企業が情報を集め，お金集めをしている，中国では市民を管理する仕組み
を作り，市民の主体性がないシステムを作っている。

⑵　デコードの実証実験の中でエリア・オンライン（Gebiedonline）にIRMA APIを統
合することが行われている。IRMAは，個人が特定の属性のみを必要に応じて開示す
ることを可能にする仕組みと理解しているが，個人データを必要に応じて共有するか
非公開にするかを管理する仕組みであるデコードとは役割が異なるのか。
　（回答）
　デコードはメソッド（考え方）であり，「IRMA」は実際に行われている実験的な
試みである。デコードでリサーチしたことは，デジタルアイデンティティが何である
かということである。一つのデフィニッション（定義）ではない。
　アイデンティティの確認を止めることはできないが，デジタルアイデンティティに
おいては，複数のアイデンティティを持てる。市民はもっとコントロールできなけれ
ばならない。そのために，私たちはいくつか技術を開発し，実証実験した。複数のア
イデンティティを持つことを複数のプロジェクトで実験している。
　デジタルアイデンティティにおいて，複数のアイデンティティをマネージメントす
ることは可能である。
　例えば，先ほどのタバコの例である。タバコを作っているのは企業であるが，タバ
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コを買えるのが18歳以上と法律（条例）を作ったのは政府や市である。
　そのため，パスポートをスキャンして，企業や政府にパスポートを示さなければな
らないときにどの情報を開示するのかを市民が選べるという実験をした。
　デコードの考え方は，データ保護法の策定にも影響を与えた。
　自分のデータを共有するときにどの部分を共有するか，市民に自己決定権があるこ
とがデータ保護法でも重要視される。
　しかし，プライバシーデザインをシステムに組み込むのに開発者は次のようなジレ
ンマに直面している。どれを優先するかを考えながら技術を開発していかなければな
らない。

　Open（公開型）　／　Closed（非公開型）
　Decentralized（分散型）　／　Centralized（集中型）
　Anonymous（匿名型）　／　Surveillance（監視型）
　Autonomous（自立型）　／　Dependent（従属型）

　最後のジレンマは，利用者の意思から独立しているか否かということである。
　例えば，最も早く簡単なのは自立型（自動型）システムであり，人々の手から離れ
て物事が自動的に決定される。
　他方，利用者のコントロールに従属させる（服させる）システムであれば，自動設
定よりも時間をとることになる。こういったジレンマである。
　デコードは考え方。新しい技術を作るプロセスでの基本的な考え方。
　EUに与えた影響力は大きかった。
　Big Techの考え方にも影響を与えている。

⑶　日本において，犯人と疑われたときにDNAの情報がとられる。廃棄の方法が決め
られていないが，無罪となった人が削除を求めた裁判で，最近ようやく削除請求が認
められたケースがあった。オランダでは，警察が収集したDNA等のルールはどうなっ
ているか。
　（回答）
　日本と同様と思われる。法整備は技術から遅れてしまう。そのため法律がない部分
は価値観を基に考える必要がある。
　市民の関心が向けられていないことについては，日本だけでなく世界的にも同様で
ある。デジタルの人権等への関心は高いわけではない。例えば，携帯電話を今は小さ
い子でも持っている。携帯電話の商品に子ども用（機能が子ども用に制限されたもの）
はない。技術は可能であるにもかかわらず，携帯電話を作る企業は，子ども用を作ら
ない。それに市民は特に意見しない（使わない等はしない）。
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第２章　バルセロナ視察（2022年６月２日から３日）

第１節　バルセロナ市役所（Ajuntament�de�Barcelona）
　　　　（バルセロナ市職員の専門スタッフの聞き取り）

日時：2022年６月２日　午前10時～午後０時
場所：Canòdrom, Ateneu de Innovación Digitaly Democrática
　　　（参加型民主主義，デジタル文化に特化したオープンガバナンススペース）
面談者：

（Decidim）　Ms. Toñi Sánchez Hernández
　（バルセロナ市デモクラティック・イノベーションサービス部 技術職員）

（DECODE）　Mr. Pau Balcells, Program Manager, Municipal Data Office

第１　ディシディムについて
１　Decidim（以下「ディシディム」という。）は，2015年に始まり，2016年から実施さ

れる市行政であり，①市民参加型のプラットフォーム，②民主主義体制を進めるもの，
③オープンソースのプラットフォームという特徴がある。
　誰でも見ることができ，複製・配信が可能であり，プラットフォーム自体も民主主義，
参加型で改訂することもできる。

２　まず，プラットフォームの構成は，
Participatory Spaces（参加型スペース）
である。
　まとめるのが参加型スペースであり，
これを用いて，市民が参加し，総会が行
われ，また意見陳情が行われている。
　このプラットフォームには，参加を促
すために機能が付随しており，ニーズに
合わせて設けられたスペースが存在す
る。
　そのうちの一つが，「Proposal」といい，
アイデアを表示することができる。
　次に「Meetings」は，デジタルだけ
でなく，実地での対面のミーティングもある。
　三つ目は「Debates」であり，オンラインによるディベートのスペースもある。
　これらの統計的に示すアカウントのスペースもある。
　また，アンケート，ブログのスペースもあり，調査が可能なこともその特徴である。
さらに，ディシディムはSNSのような機能もある。プライベートメッセージを送ること
も可能である。

３　オープンソースであることについては，「Public Money/Public Code」，すなわち，公

【Ms. Toñi Sánchez Hernández】
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が開発し，運用するこのプログラムは，オープンソースでなければならないという考え
方の下に成り立っている。このような考え方から，50か国語に翻訳されている。
　ソフトウェアが無料で提供されることが重要であり，これを「Social Contract」と呼
んでいる。民主主義の原則にのっとり，セキュリティー，プライバシーに留意している。

４　三つ目の特徴，民主主義的な統制がとられていることについて，民主主義的なコミュ
ニティであり，統制／体制が必要である。異なる機関同士で連携をとる必要があり，責
任も分散されなければならない。
　「Meetings」の運用に当たっては，ディシディムコミュニティが組織される。450の
機関が組織している。
　例えば，グリーンピース，メキシコシティ，フランス上院，東京の渋谷のある地区，
ニューヨークシティ，EUの将来という会議でも使われた。

５　質疑応答
⑴　参加できない／難しい人たちへの対策は，どのようにしているか。

　（回答）
　技術的なギャップがあることについては理解している。
　一つが年齢であり，もう一つが社会経済的格差である。
　我々の方でもデジタル識字率の向上，教育を施している。また，低所得者世帯に
Wi-Fiを提供するなどの対策を行っている。

⑵　議論をまとめていくために市の職員が担当していると聞いているが，どのような専
門性が求められるか。
　（回答）
　バルセロナ市役所だけでなく，ディベートを開催する機関により調整する人が異な
る。発議した人が，そのディベートをコーディネートする。
　その人たちには，異なる意見を尊重する能力が求められる。
　建設的な会議を行うことが重要であり，どのような意見も必ず容認することが必要
となる。意見を却下するというボタンは存在しない。

⑶　そのような人材を育てるための専門の育成のマニュアルなどはあるのか。
　（回答）
　特にないと思う。
　いずれにしてもコーディネータより参加する人が主役になることがポイントであ
る。

⑷　ディシディムの議論の中で，議会はどのように関わってくるのか。
　（回答）
　議会とディシディムは別物であり，ディシディムはバルセロナのイニシアティブで
始まったが，市民の参加を呼び掛けて始まった。
　予算の編成において，市行政の要請の一部を市民が判断するというプロセスがある
ので，それが一つの関係である。

⑸　ディシディムが決めたことを議会が否決したことはあるのか。
　（回答）
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　条例で，実施するための最低限のルールは定められている。
　ディシディムに割り当てられる予算は決まっているので，ディシディムで当該予算
の使途を決めた後に議会で否決されたことはない。なお，ディシディムでは様々な項
目の議論も可能であるが，市行政に関わらない項目は予算の割り当ての関係からは除
外される。

⑹　ディシディムはデコードを組み込む以前は匿名で行われていたと聞いているが，デ
コードを組み込むことで変わったことはあるか。
　（回答）
　デコードを組み込むことは実証実験である。今現在は，デコードなしで運用されて
おり，匿名での参加というところは以前と変わらない。技術的なアップデートはあっ
たが，基本的なところは変わらない。

⑺　参加している人数は４万人を超えていると聞いているが，年齢や性別，仕事等で特
徴的なところはあるか。
　（回答）
　プライバシーに関わる個人情報となるため，データを取っていない。

第２　デコードについて
１　DECODE（以下「デコード」という。）の開発の趣旨は，市民が決断をするツールを

開発するに当たり，誰が，いつ，どのような個人情報を提供するのかが一つの課題，目
的となっている。
　バルセロナ市のディシディムは，デコードを導入する需要があり，導入を実験するた
めの十分なコミュニティが存在したので実証実験を行った。
　ディシディムが匿名の仕組みであったことは理想的であり，このほかにこれほど適し
たものは見当たらない。
　従前からディシディムへの参加者の
プロフィールをどのように把握する
か，一つの課題であった。
　バルセロナ市では，プライバシーを
保護しながら，どの層までディシディ
ムの利用が普及しているのかの情報を
収集したかった。またデジタルギャッ
プへの対策等が求められた課題の一つ
であった。
　さらに，市民が発議するプロジェク
トについて，誰が関心があり，誰が受
け入れないかを把握する必要もあっ
た。例えば，大気汚染の問題について，
一部の関心事なのか，全体の心配事なのか，データを収集する必要があった。

２　ディシディムを使い予算を何に配当するか決めるための，ディシディムにおける投票

【Mr. Pau Balcells】
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の要件は，ただ一つ，「住民登録されていること」である。
　ディシディムに投票する場合は，投票者がディシディムの仕組みにおいて住民登録が
あるかどうかだけを確認し，あれば投票が可能になる。その際，住民登録に記載されて
いる（氏名，住所など）他のデータ等は一切収集されない。
　ディシディムの住民登録確認できるプロセスにデコードの技術を加え，参加者の選択
により，年齢，性別，居住の地域を一定程度把握できることとなった。そのことで，一
部の関心事なのか，皆の心配事なのかが把握できるようになった。

Ｑ　住民登録を確認することで，誰が投票したのかを確認できないのか。
Ａ　技術的な点になるため，ここで私から細かい話はできないが，投票権があるかな

いかを確認するだけで，「トークン」というものが付与される。トークンを与えら
れた人が実際に投票したのかまでは把握していない。

３　ディシディムもデコードのような仕組みが必要だったし，デコードも実証実験が必要
だった。それらのニーズが合致した。そのようにして，デコードは，ディシディムの一
部として活用された。
　デコードの開発において，ディシディムに上がってきた提案の中から実証実験を行っ
たが，その実証実験は，小スケールのものとなった。
　デコードをディシディムの大きなスケールで実証しなかった理由は，①予算の制限が
あり，大々的にできなかったためであるが，②バルセロナで将来オリンピックを開催す
るかといった大きな政策決定はディシディムの現在の仕組みではできないので，それを
できるようにするかどうかを議会で議論している途中であったという政治的な事情も
あった。
　デコードの実証実験は，3000人が投票するプロジェクト１件で行われた。
　この際，どのような属性の人が投票したのかを確認できたが，属性の把握のために作
成されたのがダッシュボードという機能である。ダッシュボードで参加者の属性を確認
することが可能になった。ただ，小規模だったので実際に傾向を確認できたものではな
い。
　センサーを使った環境問題で50人，一部地域で100人の投票の属性を確認した。

４　質疑応答
⑴　属性を一定程度把握できることで，ディシディムよりも参加しにくくなったとの声

はあったか。それに対し何か市で考えていることはあるのか。
　（回答）
　属性情報を提供するか否かは，YES／NOという簡単な問いで選ぶことができる。
自分の意思で情報を提供できる。義務というわけでもない。そのため，参加を阻害す
る要因になることはなく，むしろ参加を促すことになると考えている。
　デコードの開発理念は「データ主権は市民にある」ことであり，誰にそのデータが
共有されるのかを明確にした上で，同意を得ている。

⑵　現在匿名で運用されているディシディムにデコードを導入しても，誰も任意に属性
を提供しなければ，デコードを導入する利点はないと思われるが，属性を得るメリッ
トを市側で説明していく必要があるということか。
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　（回答）
　今のところ，実証実験の段階であり，市の方で検討しているわけではない。導入が
実際に決まってから検討していくこととなる。
　なお，「BARCELONA DADES」というものがあり，（属性を含めた）意識的なア
ンケート調査は昔から行われてきた。調査は詳細に行い，自己啓発や家庭問題等の意
識調査を行っている。このように従前から市民に提供してもらっていた調査対象の属
性把握をデジタル情報として導入していくというものでもある。これまでやってきた
ことの延長線上に位置付けられるので，それほど従前と異なることをする必要がある
とは考えていない。

⑶　ディシディムのプライバシー保護のためにデコード以外の方策はあるか。
　（回答）
　個人のプライバシー保護の強化という点は，デコードの目的ではなく，ディシディ
ムで確保されている。
　デコードでは，データ主権という点を明確にしている。市民がどのようなデータを
相手に寄付するのかを決め，それによりその政策で利益の還元を受けるというのが，
デコードの目指すところである。
　デコードをディシディムに導入する目的は，①ディシディムを通じて参加者がデー
タを提供しやすいように促すこと，すなわち収集できるデータの拡充，②ディシディ
ムの透明性を高め，投票後もその内容を監査でき，実証できるようにすることである。
なお，バルセロナ市の2011年に実施された意識調査（1500人の住民が回答）では，市
民の関心事の重要なものの順は，①自由（75％），②平等（73％。年々増えている），
③治安（40％），④プライバシー（10％強）と，プライバシーは４番目であった。プ
ライバシーは重要視しているが，心配事としての順位は低い。

⑷　「Decidim Barcelona」での可視化はどの程度行われているか。
　（回答）
　ディベートの記録は，今も保管されており，削除の予定はない。誰でもアクセスで
きる。実地開催のディベートは録画されない。特殊な例で録画されたことはある。

⑸　そのような情報に，インターネットにアクセスできない人はどのようにアクセスす
ることができるか。
　（回答）
　記録へのアクセスのため，インターネット活用に問題がある方には，デジタル識字
率向上プログラムにより，地域密着で問題点を解決する取組を行っている。環境を整
えている。

⑹　オンラインだけでなくオフラインでの物理的な会議が行われるのはどのようなケー
スか。行われる場合の頻度や方法はどのようなものか。
　（回答）
　対面型のディベートは，オンライン向きでない（参加しづらい人が多い）場合に召
集される。発案した機関が決めることになる。ルールはない。
　開催頻度なども発議した機関が決める（特に取り決めがあるわけではない。）。
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⑺　オフラインでの物理的な会議について，高齢の方しか参加しない（若者が参加しな
い）などということはないか。
　（回答）
　テーマごとであると思う。
　若者のためのディベートもあり，その時は14～29歳の若者のみの会議ということも
あった。

第２節　バルセロナ市庁舎表敬訪問

日時：2022年６月２日　午後５時10分から午後５時30分
　　　　　　　　　　　（先方の都合で当初予定より短縮）
場所：バルセロナ市庁舎会議室
面談者：Mr. Michel Donaldson Carbon
　（バルセロナ市　最高技術責任者
　　　　　　  技術革新・電子行政・グッドガバナンス担当委員）

１　10年前に，スマートシティ構想が始まる。
　センサーを設置，データを収集し，それを活かしていく。例えば，空気汚染の問題，
道路混雑情報，公園の灌漑システム等である。
　そして，スマートシティからスマートシティズンへの発展を考えた。
　それは，市民が持っている知識や情報を集約し，運用することである。町のエキスパー
ト（住民）の知識や情報の吸い上げが重要と考えた。

２　計画されたのが，市民参加型のプラットフォームの作成である。
　プラットフォームを活用したものとして，3000万
ユーロ（本来は7500万ユーロだがコロナの影響で減
額されている）の予算をどのような工事に使うかと
いう投票を行った。それがウェブプラットフォーム
のディシディムである。
　ディシディムはオープンソース等のシステムであ
り，スマートシティズンの考え方，オープンデータ
の考え方，市民も行政も同じデータにアクセスでき
ることが重要である。
　これらは，スマートシティ計画から始まった。
　今，我々は「ヒューマニスティックテクノロジー」
と呼んでいる。
　テクノロジーは用途・目的を持っていなければな
らない。最後に目指すところは，テクノロジーを政
治的サービスに役立て，市民の生活に役立てること
である。
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　この方針に従い，注力している方向の一つはAIの向上，もう一つは，包摂的なテク
ノロジーの導入である。
　まず，AIの活用は，ビックデータと連動，アルゴリズムに入れ，市民のニーズを知る，
能動的な政策を行う。AIの活用には，デジタル化に伴う権利の遵守が大事になる。
　プライバシー，データの平等性，差別なくアクセスできる権利である。
　最近，「Government measure for a municipal algorithms and data strategy for an 
ethical promotion of artificial intelligence（AIの倫理促進に向けたアルゴリズムとデー
タ戦略に関するバルセロナ市施策）」を作った1。
　次に，包摂的テクノロジーを目指すことであるが，デジタル化が急速に進む中（ハイ
パーデジタル化），インターネットを活用できない多くの方が取り残されてしまってい
る。そのため，モバイル，ノートPCの提供，アドバイザー制度を構築している。
　戦略方針の大枠が以上となる。

３　質疑応答
⑴　スマートシティズンへの発展において，市民の政治参加への意識は以前から高かっ

たのか，ディシディムを導入することで高まったのか。
　（回答）
　私は両方だと思う。もともと住民の政治参加への意識は高かった。
　それでディシディムが始まったときの反響もよかった。ディシディムによって，政
治に参加したくても議会まで行けない人でも，家から政治に参加できることで新たに
参加が増えたと考えている。

⑵　デジタル識字率を高める方法はどのように行っているか。
　（回答）
　デジタルスキル向上のための教育を行っている。

⑶　日本では高齢者の中にはデジタル化を拒否する人もいる。そのような人に対する施
策は何か考えているか。
　（回答）
　バルセロナ市でも全く同じ課題がある。デジタル機器には手を出しづらいという方
が多い。
　そこで，市行政ではサポートサービスがある。市職員が同席して，メールアカウン
トを作る，請求書類の処理，病院の予約などのサポートを行う。

⑷　施策を進めていく中で，特にAIの活用で，プライバシー保護との衝突があると思う。
それに対し市としての施策は何かあるか。
　（回答）
　プライバシー保護のためのコントロールのメカニズムの構築が大切。
　アルゴリズムを監査・監督できることが必要である。
　監査については外部機関の監査も行っている。認証が出るほどのものではなく，専

1　https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/mesura_de_govern_intel_ligencia_artificial_
eng.pdf
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門家のレポートによる確認を行っている。ヨーロッパレベルでの監査を行っている。
今後監査の認証機関ができればよいと考えている。

第３節　バルセロナ市役所アクティブデモクラシーサービス事務所（Active�
Democracy�Services�Office�of�Barcelona�City�Council）（ディシディ
ム運用スタッフの聴取）

日時：2022年６月３日　午後１時30分から午後３時30分
　　　ディシディム及び参加プロセスに関する実務的面談調査
面談者：①Mr. Manel Punsoda （マネル・プンソダ）　
　　　　　アクティブ・デモクラシー ディレクター
　　　　②Mr. Gerard Verdéz（ジェラール・ベルデス）
　　　　　アクティブ・デモクラシー 技術職員
　バルセロナにおけるディシディムの記録は，以下のウェブサイトで公表
されている。https://www.decidim.barcelona/

第１　ディシディムのプロセスの実例
１　利用テーマ：市政アクションプログラム策定（参加型予算）

　バルセロナの市議会，内閣（バルセロナ市の市長は，市議会で選ばれる議院内閣制で
あるため，市長を含む執行部についてこのように表現されている。市議会は４年ごとに
選挙が行われる。）は，組閣された最初の段階で，所信表明を行う（「PAM（市政アクショ
ンプログラム）」という。）。
　この策定に市民が参加する。市民の意見を踏まえ，所信表明が行われる。
　現行の内閣が，PAM策定の段階で，市民参加型のディシディムシステムを使用して，
どの施策を優先するか決めた。一部の予算でどの工事を優先するか，市民が参加して行っ
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た（参加型予算）。現在，各内閣は必ず１回は行うという取り決めになっている。
２　参加型予算についての優先順位の決定手順

　どのようにプロジェクトの優先度を決めるかは，６段階の手順で行われる。まず最初
に①市民の発議でプロジェクトが提案される，②市と市民が実現可能性を確認する，③
優先度を市民が投票する，④優先度に従い市と市民がディベートを行う，⑤市民がプロ
ジェクトに投票をする，⑥得票に応じてプロジェクトが選定される，という手順で行わ
れる。
　市民が提案してよい予算の範囲は，当初7500万ユーロであったが，新型コロナ感染症
拡大の関係で，3000万ユーロに削減された。
　市長等の任期は４年であり，その任期中に１回行うこととなっている。
　以前２回実証実験を行ったが，公的事業の契約・実施には時間がかかるため，４年に
一度とされている。
　なお，ディシディムのプロジェクトは，2016年から始まったが，最初は所信表明への
意見，賛同票までのプロセスであった（プロジェクト選択の投票までは行っていない。）。
　現在進められているのは，2020年から2023年までの４年間かけてのプロジェクトであ
る。投票まで行ったのは今回が初めてである。
　今現在，具体的に進行しているのは13件であり，持続可能な食糧戦略，資産運用に関
するプロジェクト，建物（残った煙突）をどうするのかというプロジェクト，若者に対
するプロジェクト，などがある。

３　手順①　市民の発議によるプロジェクトの提案の収集（2020年２月～５月）
　プロジェクトを募集する方法は，以下のア～ウの三つである。合計で1982件の提案が
あった。この段階ではプロジェクトの重要度は関係がない。提案を吸い上げただけであ
る。

ア　市が招集するディベートの会でテーマを決めて募集する。
　　テーマは，スポーツに関するもの，生活の問題，学校や高齢者施設など，市民か

らの提案を受ける。このディベート参加者は4010人である。
イ　ディシディムを通じて個人が提案する。
　　この方法による参加者は2050

人であった。
ウ　市の職員が市内を巡回して市

民から意見を聞く。
　　この方法による参加者は7860

人であった。
　市内の巡回は，市の職員（委託事
業）が，12台のカートを使用し，１
台につき２名がついて回っていた。
職員数は正確ではないが60～70名程
度である。
　１日３時間程度で，主には，区域
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の交通網が悪い場所，高齢者の多い地域に回った。逆に，地下鉄の人の往来がある場所
でも行った。
　主にディベートに参加できない人向けに行っている。市の職員は，タブレットを１台
持っていて，その場で見せながらディシディムの仕組みの説明をした。
　カートは個別の施設に行くことはなかった。高齢者施設や学校，障害のある人向けの
特別学校で説明をし，ディベートの形で取り組むことはあった。ディベートの計画は立
てたが，コロナの影響があり，計画の50％程度であった。

４　手順②　市と市民による実現可能性の確認（2020年６月～2021年２月）
　新型コロナウイルスの関係で期間が当初の予定よりも延びた。
　市民サービスを市民とともに見て，実現可能性についてディスカッションして取捨選
択をする。実現可能と判断されたのが823件であった。
　選ばれなかった提案は，新設の施設の建築などである。改築は認められたが，新築は
認められなかった。
　そのため，1982件から823件と数は少なくなった。この段階でも重要度は関係がない。

５　手順③　優先度を決める（2021年３月～５月）
　発議した人がアピール，市民がそれに投票する。
　823件のうち204件が優先すべきと認定された。
　この過程は，オンラインのディシディムを通じて行われ，１万1235人が参加した。
　優先度を決める際には，投票された数だけでない要素が考慮される。バルセロナには
10の区域があり，さらにそれが分かれて，73の区分がある。その各区分についての提案
があれば，各区分ごとに最低１件は投票にかけられることとしている。これにより，当
該区分に居住する住民が少なくても（③の段階で多数決で削られることはなく），１件
はその区分で提案・投票されることが可能である。提案がない区もあるが，制度的には
各区で提案があれば，最低73件は提案・採択されることになる。
　そのように補正をかけることで，住民の数が少なくても重要なプロジェクトが残るよ
うになっている。
　ただし，最終投票時点では，区分１件要件は残らず，得票に応じて選ばれる。各区分
１件を残してしまうと，予算的に厳しい。３倍の予算がかかる。

６　手順④　市で具体化のプロセス（2021年４月６日～同年５月７日）
　優先度が決められた204件のプロジェクトにつき，市民の賛同を得た上で，市で工期，
費用等技術的なところを調整して具体的な案を作成していく。同時にできるプロジェク
トや，参加型予算によらず市が市のプロジェクトとして行うことになったもの，技術的
な理由で実現不可能とされたものなどを除き，最終的に184件のプロジェクトが投票に
かけられることとなった。

７　手順⑤　実際にどのプロジェクトを進めていくかの投票を行う（投票は10日間）
　市民がどれを実現するか，市民が投票できるプロジェクトは各区域二つまでという限
定があった。
　投票者数は，前記①と同様の形で，巡回3833人，投票所開設4400人，ディシディム３
万9433人が投票に参加した。
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８　手順⑥　投票で76件のプロジェクトが決定し進行している
　決定したプロジェクトのうち，４～５件の工事が，現在，完成の最終段階となってい
る。
　各地区（前記区分ではない）にあてがわれた予算がある（ここでも貧困層が多い地域
に手厚い予算配分をするなどの補正が行われる。）。
　一例として，220万ユーロが割り当てられた区の決定例は，

　(a)　投票で最も多い1009件の票を集めた110万ユーロのプロジェクト
　(b)　同様に，次点の946件を集めた34万ユーロのプロジェクト
　(c)　３番目の698件を集めた５万ユーロのプロジェクト
　(d)　４番目の686件を集めた37万ユーロのプロジェクト

がまず順番どおりに選ばれた。その次に票が多かった648件の票を集めた110万ユーロの
プロジェクトは予算を超えるために選ばれなかった。
　その後の順位のプロジェクトのうち，票は少ないものの予算内で行われるプロジェク
トが上位からの順に従い選ばれた（ウェブサイトで示されたものでは，613件を集めた
プロジェクト，また最下位ではあるが予算のかからないプロジェクトもあり選ばれるこ
ととなった。）。

【前記バルセロナディシディムのウェブサイトにおける「Resultats de la votacio（投票結果）」の一部抜粋 2】

　地区に割り振られる予算は，総予算（3000万ユーロ）のうち
　ア　50％は10区全てに均等に割り振られる。

2　 https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/
file/14189/Presentacio-Pressupostos-Resultats-votacio.pdf
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　　　　　→1500万ユーロ，各150万ユーロ
　イ　残りの50％は，各区の人口，世帯収入，人口密度，平均寿命，区の面積を算入

して算出する。
　平均寿命が短いところにボーナスとして割り振られる。
　また，低所得の人が多い場所に多く割り振られるようになる。
　市の総予算は26億ユーロであり，当初7500万ユーロの予定（当初の予算だと３％程度）
であったが，新型コロナウイルス感染症の関係で3000万ユーロに減らされた。工事にか
かるプロジェクトの予算（工事費３億2580万ユーロ）から見ると，その１割程度となる。
　ディシディムの予算は，４年かけて行うプロジェクトの予算となっているから年度単
位の予算との単純な割合比較はできない。

第２　ディシディムの透明性確保
　ディシディムは，プラットフォームであり，参加型プロセスであり，市民に意見を投じ
てもらう。一般に公開されているウェブサイト（https://www.decidim.barcelona/）では，
各プロジェクトごとの議論状況を見ることができる。ビデオを使った説明，関連文書など
もアップされている。
　ミーティングの様子もアップされており，参加型プロジェクトの参加過程が示される。
既に終わったプロジェクトもリンクが張られている。
　各プロジェクトだけでなく，投票結果を見るページもある。
　10区あり，各区ごとの投票結果である。右側に見えているのが予算額と投票数である。
各区の予算，各プログラムの進捗状況は見ることができる（上限を超えているので実施で
きないプロジェクトも残っている。）。
　例えば，エルダバルという区域で公園の遊具を増やすプログラムである。
　プログラムの詳細，男女同権の概念がどのように入っているかが示されている（ディシ
ディムでは，男女平等についての記載が必須条件となっている。）。
　一番下に発案者の名前が記載される（このプロジェクトは市民協会が発案者であった。）。
投票後，当初の案と異ならないかなど，市の職員とこの発案者との間で意見交換等も行わ
れる。
　公園に遊具ができるという結果が出るまで，その過程が示されている。
　このプロジェクトでは，①建築事業者との契約，②委員会（各区域ごとに設置，その区
域の発案者，近隣住民の代表者，市役所の技術製作スタッフ）で報告，意見などを提案・
発議する。委員会の招集頻度は６か月ごと，議事録を残して配布をしている。
　投票まででなく，工事事業者からの具体的な計画を前にして，市民からの意見・改善案
をもらう。その会議の内容，決議の資料等も見ることが可能になっている。
　なお，バルセロナ市全体で最も多く投票数を集めて決められたものは，サッカー場をク
リケット場に変えるというプロジェクトであった（2441票）。
　パキスタンの女性（移民）の協会から発案されたということが珍しく，注目を集めた。ディ
ベートの会ではなく，自発的にディシディムのプラットフォームに提案したものである。
　なお，ディシディムに参加する唯一の条件は，バルセロナに住民登録していることであ



資料編　海外調査報告

─ 388 ─

り，国籍は問わない。その点でも興味深い事例である。

第３　その他の質疑応答
１　個人のプライバシーなどが問題となる事案はあったのか。

　（回答）
　ディシディムは設計の理念として，データを記録しない。匿名であり，個人データ
は残らない仕組みである。実際に投票を行っているのが男性か女性かや年齢も分から
ない設計になっている。住民登録がされているかという確認だけはするが，その記録
も残らないようになっている。個人のプライバシーが問題となることはない。
　運用する側としては，年齢や性別など知ることができるとよいが，今はできないシ
ステムである。

２　二重投票等は起こらないか，どのような注意をしているのか。
　（回答）
　国民ID番号等の照合を行っている。
　それ以外に郵便番号，居住区域を入力する。
　照合確認のショートメールが携帯電話に送られる。
　他人のそれらの情報を全て把握できる人が悪用すれば二重投票があり得るかもしれ
ないが，想定しづらい。仮にそのようなことをされたときに，二重投票を防ぐ方法は
ない。
　規約上で不正投票に対するペナルティーの決まりはないが，本人詐称ということで
条例に引っ掛かる可能性はある。
　現時点に引っ掛かった事例はないが，そのような事例があれば告発する。

３　デコードの実証実験が小さなプロジェクトで行われたと聞いたが，そのメリット・デ
メリット，市民からの意見があれば教えてほしい。

　（回答）
　技術面の実証実験については，運用者側では分からない。

４　市議会議員が意見の集約・誘導などを行うことはあるのか。
　（回答）
　プロジェクトを提案する有資格者であり，発案者に政党や市議会議員が含まれるこ
とは可能である。
　参加型予算については，予算の割り当ては，町をきれいにするなど工事に関するプ
ロジェクトのみであり，政治的思想からの提案は最初の段階で除外されてしまう（提
案できない）。政治思想が影響することはない。

５　市議会議員や市職員の受け止め方はどうか。
　（回答）
　市民から上がってくるプロジェクトについて，市議会議員や市役所職員の中で，本
来的な自分たちの仕事が奪われていると不満に思う人はいるが，その点の意識改革は
必要である。

６　ディシディムの予算増額の求めなど，ディシディムの評価に関わる声はあるのか。
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　（回答）
　今回が，投票を行い，プロジェクトを実際に進めている１回目ということもあり，
まだ増額要求はない。
　新型コロナで中止される可能性もあった中，予算を減らしながらも実施できたので，
中止されなかったということは良かったと思われる。
　市民総会という，各分野の代表者が一堂に集まる，市政の上位に位置する会議があ
るが，そこで，ディシディムを継続してほしいという意見があった。

７　行政が進めようとする工事を市民の意見で止めるようなものはあるのか。
　（回答）
　ディシディム自体で，行政が進める工事を止めるための提案・投票はできない。
　市が発表した時に抗議・クレームを付けることはできる。
　市政に対する公聴会が各区域で２か月に１回実施されている。公聴会の様子をディ
シディムのサイトで閲覧することは可能であり，市が行おうとする工事に対する反論
をすることができる。
　公聴会は実地開催が原則であるが，それをディシディムで行い，そのコメント欄に
反論・意識を変えるキャンペーンを求めることが可能である。
　公聴会を記録し残すかは区によるが，すべて掲載している区もある。
　ディシディムをどれだけ活用するかは区の考えによる。

８　ディシディムによって，市民が決めていくことに加え，市民がアクセスしやすくなっ
たという面があるということでよいか。

　（回答）
　参加がしやすくなった。市民の政治参加を促している。
　また，透明性も確保されている。
　ディシディムはプラットフォームであり，オープンソースのため，選挙を行うこと
も可能になる。市等の公的
な代表を決める選挙を行っ
たことはないが，民間で社
内での代表を決める投票を
行ったことはあると聞いて
いる。
　また，選挙に似た形で行
われたものとして，バルセ
ロナ市のオンブズマンを市
長が選ぶが，誰が支持され
ているかを意識調査的に
行ったことはある。
　プロフィールが記載さ
れ，どのようなことをした
いかの所信表明をした上で行った。
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　支援をしている団体のリストも記載された。
　あくまで賛同票（投票ではない）であったが，その後議論があったものの，最終的
には，一番多かった人が選ばれた。
　その賛同票（1414票）も１人１票，二重投票などはないように担保されている。
　このように，ディシディムは一つ一つが新しい取組であり，様々導入する中で安定・
拡充していくという方向性である。
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第３章　雑感

　最初に視察をしたPILPでは，GDPRがあるにもかかわらず，ヨーロッパでも行政の保有
しているデータをプロファイリングして犯罪予防等に使おうとする動きが複数あることを
知った。このような動きに対し，市民団体などが訴訟などで対抗している。
　市民のデジタル社会におけるプライバシーに対する危機意識は日本と比べてそれほど高
いわけではないようであるが，市民団体等の一部組織が，基金などからの援助を受けて
GAFAの支配に立ち向かおうとしている。
　バルセロナ市の訪問では，ディシディムによりデジタルを利用して民主主義を促進する
ことはできるが，大事なのは，市民の政治参加意識を高めること，またデジタル識字率の
向上を同時に図ることであると再認識した。
　デコードは，自己情報コントロールという意味でプライバシー保護にも資する仕組みで
あるが，自己の情報を一方的に隠す仕組みではなく，選択的に必要な情報を提供できる仕
組みと理解されている。この点，行政側からは，市民から行政に有用な情報の「寄付」を
受けるための仕組みであるという意識が聞かれた。
　このため，もともとディシディムのように匿名性が確保されたプラットフォームに組み
合わせて，参加者の属性を任意に明らかにできるようにする実験が行われた。行政におい
てこの仕組みを組み込むためには，市民と行政との間の信頼関係が構築され，市民が行政
のために情報を任意に提供しようとする状態にならなければいけないように思われた。 
　デコードは，上記のような技術的実験を通じて，GAFAなどの民間プラットフォームの
利用時にも，利用者がデコード・OSを利用することで自身の情報提供をコントロールで
きる仕組みを作ることを目指しているように思われる。
　そのため，EUのGAFAへの対抗策は，法的にはGDPR等であり，技術的には匿名性が
確保されたディシディムにデコードの技術で自身の情報提供をコントロールできる仕組み
を作るという動きになるものと考えられる。
　もっとも，バルセロナにおいてもデコードの実験はまだ小規模にとどまり，どのくらい
の期間でGAFAの対抗策たり得る技術になるのかは不透明である。ディシディムについて
も参加型予算の投票を行いプロジェクトを具体的に進めたのは今回が初めてとのことであ
り，４年間というプロジェクトの期間の途中である。したがって，いずれもその評価をま
だできる段階にはなく，今後も注視が必要と思われる。
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第64回人権擁護大会シンポジウム 第2分科会 

デジタル社会の光と陰
～ 便利さに隠された 

プライバシー・民主主義の危機～

基調報告書

2022 年 9月29日（木）
アートホテル旭川ボールルーム（旭川市）

日本弁護士連合会
第64回人権擁護大会シンポジウム 第2分科会実行委員会

第
64
回 

人
権
擁
護
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　

 

第
2
分
科
会 

基
調
報
告
書

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
光
と
陰 

～
便
利
さ
に
隠
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
民
主
主
義
の
危
機
～

日
本
弁
護
士
連
合
会

第64回人権擁護大会シンポジウム第2分科会基調報告書_表紙.indd   3第64回人権擁護大会シンポジウム第2分科会基調報告書_表紙.indd   3 2022/09/09   10:42:352022/09/09   10:42:35


