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序章  

第一節 問題の所在 

第一款 問題状況と検討の視角 

本稿は、情報通信技術（Information and Communication Technology, ICT）の発展とプ

ライバシーにまつわる問題を、いわゆる「コミュニティ」との関連から捉えなおして論じ

るものである。従来プライバシー権は、マスコミによる報道やインターネット上の表現行

為、あるいは国家や私企業による情報収集に対抗する法的手段として個人に
．．．

よって
．．．

活用さ

れてきた。これに対して本稿は、情報の多角的利活用とプライバシー保護の両立の問題に

ついて、一方で情報通信技術によって得られる利益の社会性を重要視しつつ、他方でこれ

を事業者による経済活動と地域社会ないしコミュニティによるその受容、あるいは反発と

いう観点から捉えなおし、検討していくものである。そしてそのうえで、事態に適合的な

理論の構築を目指すものである。 

 

1 情報通信技術の発展とプライバシー 

この情報通信技術の発展について、最近とくに持て囃されているものの一つが、「モノの

インターネット」（Internet of Things, IoT）と呼ばれる事象である。この IoT とは、コン

ピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体（モノ）に通信

機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信したりすることにより、自動認識

や自動制御、遠隔計測などを行うことをいう1。 

具体的には、自動車の位置情報をリアルタイムに集約して渋滞情報を配信するシステム

や、人間の検針員に代わって電力メーターが電力会社と通信して電力使用量を申告するス

マートメーター、大型の機械などにセンサーと通信機能を内蔵して稼働状況や故障箇所、

交換が必要な部品等を製造元がリアルタイムに把握できるシステムなどが考案されている2。 

また、「ビッグデータ時代の到来」などと喧伝される事象も重要である3。この「ビッグデ

                                                   
1 IT 用語辞典 e-Words「IoE / Internet of Everything」〈http://e-words.jp/w/IoT.html〉参

照（最終アクセス 2015 年 12 月 13 日）。 
2 IoT について解説する文献としては、例えば、坂村健（監修）『コンピュータがネットと

出会ったら モノとモノがつながりあう世界へ』（角川学芸出版、2015）等。 
3 ビッグデータないしビッグデータ時代について法政策的観点から論じた日本の論考とし

て、例えば、安岡寛道（編）、曽根原登、宍戸常寿ほか（著）『ビッグデータ時代のライフ

ログ――ICT 社会の“人の記憶”』（東洋経済新報社、2012）等。 

また、海外の論考としては、以下のようなものがある。VICTOR MAYER-SCHÖNBERGER 

& KENNETH CUKIER, BIG DATA: A REVOLUTION THAT WILL TRANSFORM HOW WE 

LIVE, WORK, AND THINK (John Murray Publishers Ltd., 2013). 邦訳として、ビクター・

マイヤー=ショーンベルガー、ケネス・クキエ（著）、斎藤栄一郎（訳）『ビッグデータの正

体 情報の産業革命が世界のすべてを変える』（講談社、2013）、 RAJAT PAHARIA, LOYALTY 

3.0: HOW TO REVOLUTIONIZE CUSTOMER AND EMPLOYEE ENGAGEMENT WITH BIG 

DATA AND GAMIFICATION (McGraw-Hill Education, 2013), 邦訳として、パハリア・ラジ

ャット（著）、稲垣 みどり（訳）『ビッグデータ時代襲来 顧客ロイヤルティ戦略はこう変
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ータ時代」とは、従来のコンピュータの性能では到底処理することの不可能だった膨大な

量の情報（ビッグデータ）が、技術の進歩の結果、とうとう解析され、利活用されるよう

になってきていることを表す標語である。具体的には、IoT と相まって、われわれの DNA

情報、診療記録、電車の乗降記録、携帯電話や自動車等の位置情報、監視カメラの映像の

顔貌識別、インターネットの閲覧記録、買物記録等、多様な情報の収集・統合・分析がな

されており、それに基づく宣伝活動や新事業・研究の展開が広く計画・実施されているの

である。 

さらに、人工知能の劇的な発達も見逃せない4。われわれにとって人工知能とは、あるい

は SF のディストピア作品に登場するものであったり、あるいはプロ棋士と対決するプログ

ラミングソフトであったり、何かと娯楽・文化面にかかわるものであるイメージが未だに

強いようにも思われるが、実社会の多くの場面においてすでに有効に活用されるようにな

っている。その用途はすでに多岐にわたりその全てを紹介することはできないが、例えば、

ビッグデータの分析を行っているのはある種の人工知能であり、他にも、現在実用化に向

けて法整備等に関する議論かまびすしい自動車の自動運転にも、人工知能が深くかかわっ

ている。 

そのうえ、このような情報通信技術をふんだんに活用した「ICT 街づくり」推進事業な

るものが、平成 24 年（2012 年）度より日本各地で産官（学ほか）一体の事業として展開

されている5。この事業では、子供や高齢者の「見守り」や、災害時の情報伝達・避難誘導、

医療情報の統合や、食品のトレーサビリティの確保等のシステム構築を目指して、各地域

で実験が行われている。さらに、この「ICT 街づくり」推進事業の成果を有する地方公共

団体は、平成 25 年（2013 年）度より、それぞれの取組を更に高度化しつつ、地方公共団

体間で強力・連携し、これまでの成果を広く普及するための共有基盤（プラットフォーム）

を形成するため、「ICT 街づくりプラットフォーム形成事業」を実施している。この共通プ

                                                                                                                                                     

わる』（アルファポリス、2014）。 
4 人工知能に関する日本の第一人者による概説書として、例えば、松尾豊『人工知能は人間

を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』（角川 EPUB 選書、2015）。 
5 平成 24 年度予算及び平成 24 年度補正予算に係る ICT 街づくり推進事業を実施している

地域としては、後述の五公共団体のほか、北海道北見市、宮城県大崎市、福島県会津若松

市、群馬県前橋市、山梨県市川三郷町、三重県玉城市、富山県富山市、石川県七尾市、大

阪府箕面市、奈良県葛城市、兵庫県淡路市、鳥取県米子市、岡山県真庭市、徳島県、愛媛

県松山市、愛媛県新居浜市、福岡県糸島市、佐賀県唐津市、佐賀県武雄市、沖縄県名護市、

沖縄県久米島町があげられる。総務省「平成 24 年度補正予算『ICT 街づくり推進事業』に

係る委託先候補の決定」〈http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_ 

02000099.html〉参照（最終アクセス 2015 年 12 月 24 日）。また、平成 25 年度補正予算事

業として、群馬県前橋市（二回目の採択）、奈良県葛城市（二回目の採択）、鳥取県南部町、

一般社団法人岡山中央総合情報公社、株式会社三菱総合研究所が追加された。同「平成 25

年度補正予算『ICT 街づくり推進事業』に係る委託先候補の決定」〈http://www.soumu.go. 

jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000139.html〉参照（最終アクセス 2015 年 12 月

24 日）。 
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ラットフォーム形成事業に参画している地方公共団体は、東京都三鷹市、千葉県柏市、長

野県塩尻市、愛知県豊田市、静岡県袋井市、以上の五団体である。 

これらの事業は平成 26 年（2014 年）度以降の「成功モデル・共通プラットフォームの

実現」を目指して展開され、さらに平成 30 年（2018 年）度以降には、その他の地方公共

団体への「ICT スマートタウン」の普及展開が目論まれている。この段階になると、各種

情報システムが、日本全国の各地域で複合的に運営されることとなるのだろう。 

また一方で、「まちづくり」という問題と密接に関連している新たな技術として、Amazon

等による行動ターゲッティング広告の発展、ドローン（小型無人飛行機）配達の実験とい

ったものも挙げられる。これらは新たな技術を利用した市場をいかにして「まち」へ取り

込むかの問題である。この技術に関連した日本の近時のニュースとしては、千葉市が国家

戦略特区に指定され、航空法の規制を緩和して、ドローン配達の事業化を目指すこととな

ったというものがある6。 

このように、情報通信技術が多角的・複合的に応用されたシステムが、産官（学ほか）

主導のまちづくりの一環として、現に日本の各地域で開発・実施されているのである。そ

こでは、大勢の人々の状態・行動等に関する様々な情報が収集・統合・分析されることで、

これまで誰も思いもよらなかったような革新的な――単に一企業ないし一個人にとっての

利益にとどまらない可能性を秘めた――発見が日々なされようとしているといえる。しか

しその一方で、われわれの情報が事業者等にいわば「好き勝手」に使われている状況にあ

るともいえるかもしれない。これはもしかしたら、自分のプライバシーが侵害されている

のではないだろうか――、そう感じる者がいたとしても不思議ではないだろう。実際に日

本においても、事業者の情報利用ないし提供行為に消費者が反感を示した例として、JR 東

日本が「Suica」の乗降履歴を日立製作所に対して販売しようとした際の騒動や、JR 大阪

駅における監視カメラの顔貌識別・追跡実験の延期の問題が発生しているし、グーグル・

ストリートビューの写真撮影については、実際に訴訟にまで至っているのだ7。 

 

2 プライバシーの保護 

この点、そもそもプライバシーとはどのようなものであり、なぜ法的に保護されるよう

になったのだろうか。その歴史を簡単に紐解いてみると、次のようにいえる。 

 プライバシーが人口に膾炙したきっかけとなったのは、19 世紀末のアメリカにおいて、

大衆紙による著名人のゴシップ報道等が問題になったことから、「ほうっておいてもらう権

利」として主張されたことに求められる。このようなプライバシー概念が誕生し、人々に

受け入れられたのは、「撮影・印刷技術の発達」によって、一般的な形での「秘密の保護」

                                                   
6 朝日新聞デジタル「世界初ドローン宅配は千葉で？ 特区指定、アマゾン参入へ」〈http:// 

www.asahi.com/articles/ASHDH2SWLHDHULFA005.html〉（最終アクセス 2015 年 12

月 16 日）。 
7 福岡地判平成 23 年 3 月 16 日（第一審）LEX／DB 文献番号 25443268、福岡高判平成

24 年 7 月 13 日（控訴審）LEX／DB 文献番号 25482451。 
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が求められたからである。 

 その後、20 世紀半ばには、情報技術の発達にともなって国家や私企業が情報を収集する

ようになったことに対する人々の不安感・危惧感を踏まえて、「自己に関する情報をコント

ロールする権利」として、プライバシーが理解されるようになった。この権利は、他人が

保有する自己情報の開示・訂正・削除、さらには第三者への提供の禁止を積極的に求める

ことを内容としているといえる。このような権利が認められるようになった背景には、

「人々が提供する――その意味では「秘密」ではない――情報」が、「蓄積され、取引され

ること」が問題視されたためである。 

 さらに最近では、上に述べたように、情報通信技術の高度化により、個人の情報が「こ

れまで以上に大規模かつ容易に収集・検索・結合」され、しかもそれが「広汎な人々に利

用される虞」が高まってきている。これまでは個人情報の不当な売買による不利益といえ

ば、どこかで名簿の取引がなされた結果ダイレクトメールが届くことぐらいであったとも

いえる。それに対して今日においては、個人に関する情報の不当な利活用がなされた結果

いったいどのような不利益が生じるのか、非常に不透明な状況にある。 

 この点、以上のうち、第一の「秘匿としてのプライバシー」は、まだ秘密を秘密として

隠しとおせる時代のプライバシーのあり方であったといえる。第二に、「自己情報コントロ

ール権としてのプライバシー」は、自分に関する情報を完全には隠し通せないことを前提

に、その不当な収集・利用・流通を何とか本人がコントロールしようということが問題だ

った。それに対して現在では、プライバシーとされてきた情報にも、もはや本人の「もの」

とは言えない情報も含まれており、その社会的・経済的価値を認めて、適切な流通・利活

用と保護のバランスを取るという課題が生じている。これが今日の問題状況である。 

このような昨今の情勢について、「ついに真の情報化社会の到来を意味する」という評価

がみられる。ビッグデータ分野の世界的第一人者として知られるビクター・マイヤー=ショ

ーンベルガー（Victor Mayer-Schönberger）及びケネス・クキエ（Kenneth Cukier）は、

「我々が蓄積してきたデジタル情報は、ついに斬新な方法でまったく新たな用途に生かさ

れ、そこから新しい価値が生まれる」という8。これは素晴らしいことである。が、しかし

一方で彼らは、そのためには新しい考え方が必要だともいう。なぜなら、このような情報

の利活用を行うと「我々の慣習はもちろん、自らのアイデンティティさえも変わってしま

う」からであるという9。そして本当に注目すべきは、「データ自体が語りだしたときに、い

ったい何が起こるのか」なのである――と、彼等は不吉な予言めいたことを述べている10。 

 

3 真の情報社会への対応――民法からのアプローチ 

                                                   
8 ショーンベルガー、クキエ（著）、斎藤（訳）・前掲書注（3）280 頁。なお、日本語訳に

ついては、訳書を参照している。 
9 同上。 
10 同上。 
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いみじくも欧米の情報社会論者が 1960 年代から主張していたように、今、われわれの社

会が、われわれのまちが、われわれの生活が、情報の多角的利活用によって本当に抜本的

総合的に変わろうとしている。ひいてはそこに暮らすわれわれのプライバシー意識も、ま

た変わらざるを得ないのかもしれない。しかしわれわれは事実上ただ為す術もなく、「便利」

「安全」「安心」のための技術の発展に流されていくのみなのだろうか。何らかの形で主体

的に、「ICT 街づくり」などを中心とする新たな情報通信技術の発展とプライバシーの問題

について、どうにか方向付けをおこなうことはできないのだろうか。この疑問に対する手

がかりを得るために、以下では当の情報社会論者がそもそもどのような問題意識を持って

いたかを簡単にみてみよう。 

 

3.1 ダニエル・ベルの『脱工業化社会の到来』 

情報化社会論の代表的な見解としては、まず、「脱工業社会」という概念をベースとした、

ダニエル・ベル（Daniel Bell）のそれがあげられよう11。彼は、『脱工業社会の到来』12と、

その続編にあたる『資本主義社会の文化的矛盾』13において、脱工業社会は「新しい基軸構

                                                   
11 情報化社会論の起源がどこに求められるかというのは、それだけでひとつの問題となる。

本稿では、ひとまず、フリッツ・マッハルプ（Fritz Machlup）による以下の著作をその発

端と措定する。FRITZ MACHLUP, THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF KNOWLEDGE 

IN THE UNITED STATES (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962). 同著の邦訳

として、フリッツ・マッハルプ（著）、高橋建男ほか（監訳）『知識産業』（産業能率短期大

学出版部、1969）。マッハルプのこの著作は、知識や情報を経済全体の中で数量的にあらわ

そうという試みである。彼は知識産業の例として教育、研究開発、メディア、情報機械、

情報サービスをあげ、これら五つの産業分野の規模について試算した。彼によると、知識

産業の経済成長率が全体の成長率を上回り、知識を生産する労働者の割合も、労働者全体

の中で大きな割合を占めるようになりつつあるということであった。 

マッハルプの研究を継承し、発展させたものとして、マーク・ポラト（Marc Uri Porat）

の著作があげられる。1-5 MARC URI PORAT, THE INFORMATION ECONOMY: DEFINITION 

AND MEASUREMENT (Washington DC: United States Department of Commerce, 1977). 

邦訳として、マーク＝ポラト（著）、小松崎清介（監訳）『情報経済入門』(コンピュータ・

エージ社、1982）。彼の問題意識は、アメリカ経済に占める情報活動（情報財、情報サービ

スの生産、処理、流通において消費されるすべての資源）の割合を少しでも正確に計量す

ることにあった。 

 マッハルプやポラトの研究は、社会全体を対象としているというよりは、経済的・産業

的側面に重点を置いていたといえ、厳密に言えば「情報社会論」というよりもむしろ「知

識産業論」や「情報経済論」への分類が妥当しうる。しかし、彼ら（とくにマッハルプ）

の用いた数量的手法は、ダニエル・ベルの「脱工業社会論」などの社会学に大きな影響を

与えた。 
12 DANIEL BELL, THE COMING OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY: A VENTURE IN SOCIAL 

FORECASTING (New York: Basic Books, 1973). 邦訳として、ダニエル・ベル（著）、内山

忠夫ほか（訳）『脱工業社会の到来：社会予測の一つの試み（上・下）』（ダイヤモンド社、

1975）。 
13 DANIEL BELL, THE CULTURAL CONTRADICTIONS OF CAPITARISM (New York: Basic 

Books, 1976). 邦訳として、ダニエル・ベル（著）、林雄二郎（訳）『資本主義の文化的矛盾

（上・中・下）』（講談社、1976、1976、1977）。 
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造および基軸原理の誕生」を意味すると主張する。 

ベルはまず、社会の段階を「工業化以前の社会」、「工業社会」、「脱工業社会」の三種類

に分類する。そして、この「脱工業社会」の分析に際して、社会を三つの領域に分割して

考えることの必要性を提唱している14。第一の領域は、経済・技術・職業体系からなる「社

会構造」である。第二の領域は、権力の分配を規制し、個人と集団の相対立する主張と要

求を仲裁する「政治形態」である。第三の領域は、表現的シンボリズムと意味ないし価値

にかかわる「文化」である。 

ベルは以上の三つの領域がそれぞれ相異なる基軸原理によって貫かれていることを指摘

する15。まず、近代西洋の「社会構造」の基軸原理は、「経済化」（economizing）である。

経済化とは、端的にいえば、「効率性」とか、「効用」ということができる。次に、近代政

治形態の基軸原理は、「合法性」である16。ここで暗黙裡に認められてきた条件は平等思想

であり、むしろこの「平等」を政治形態の基軸原理として解することも可能である。最後

に、文化の基軸原理は、「自我の達成と高揚」、つまり「自己充足」や「自己実現」の欲求

である。具体的には、絵画、詩、小説、あるいは祈祷、礼拝、儀式といった宗教的形態を

とって、人間存在の意味を探り、それをなんらかの想像力豊かな形式で表現しようとする

努力のことである。 

これら「効率性」、「平等」、「自己実現」といった原理は異なった変化のリズムを持って

いる。ベルによれば、現代社会内部のさまざまな矛盾は、これらの領域の間に存在する不

調和が原因なのである。  

ベルは以上のような観点を前提に、脱工業社会の到来に伴い出現する諸問題のいくつか

を検討しているが、その問題関心は包括的であって多方面にわたるため、ここでは本稿の

問題意識との関連から、共同社会の成立と合意の達成の至難性について検討する17。 

ベルは、脱工業社会――すなわち人間同士の相互関係が（人間対自然や人間対物質の関

係等よりも）相互作用の主要な様式となる社会――では、個々人が勝手に自分の気まぐれ

を押し通そうとしても利害の衝突が起こるところから、効果的な社会的行動を可能にする

ためには必然的に、（個人の自由を制限して）集団的規則の制定と抑圧の強化が必要となる

という18。そして各人が自分の生活に影響する決定事項に欠かさず参加しようとすれば、情

                                                   

14 ベル（著）、内山ほか（訳）・前掲書注（12）（上）22-23 頁。また、ベル（著）、林（訳）・

前掲注（13）（上）33-37 頁。 

15 ベル（著）、内山ほか（訳）・前掲書注（12）（上）22-23 頁。また、ベル（著）、林（訳）・

前掲注（13）（上）37-41 頁。 
16 政治形態の基軸原理について、ベルは、かつては「参加」としていた（ベル(著)、内山ほ

か(訳)・前掲書注(12)(上)23 頁）。しかし、その後の著作においては「合法性」と改められ、

「参加」は政治形態の原理ではなく、構造の一部分として言及されている（ベル(著)、林(訳)・

前掲書注(13)(上)40 頁）。そのため、ここでは、後者の著作によった。 
17 ベルは他にも、技術エリートによる新しい階級制度、科学の官僚制化、メリットクラシ

ー（能力主義）と平等、敵対的文化からの道徳律廃棄論的攻撃の問題を検討している。 
18 ベル（著）、内山ほか（訳）・前掲書注（12）（下）636 頁。 
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報取得のための費用は上昇し、行動について合意に到達するまでの個々人間の折衝により

多くの時間をとられることになる。 

 必然的に、意思決定の政治化は――経済、文化の両面において――ますます多くの集団

構想を招く19。そのため、共同社会にとっての死活問題は、政治的政策設定を導くことがで

きる価値の共通枠組みがあるか否かであることになる。個人的衝動を追究するために人間

は「自由」でなくてはならないとする単純な考えは、生活の物質的条件を規制するように

とのコミュニティに対する増大する圧力との対立を招く。政治的には、共同社会は誕生し

かけているといえるかもしれない。しかし共同的倫理は存在しているだろうか。またそれ

はもともと可能な物であろうか。ベルはそう疑問を投げかける。 

 

3.2 アルビン・トフラーの『第三の波』 

現代社会の変化の総体的な記述を目指したものとして、アルビン・トフラー（Alvin Toffler）

の『第三の波』も重要である20。トフラーは、人類の文明の発展を第一の波（農業社会）、

第二の波（工業社会）、そして第三の波とまとめ、現在の変化は第二の波から第三の波への

移行によるものだという21。 

 トフラーは、第二の波の特徴を、経済における大量生産および大量販売制度、生活にお

ける大家族から核家族への変化、コミュニケーションにおけるマス・メディア、政治にお

ける国家並びに超国家帝国の出現などとまとめている。また、第一の波では統合されてい

た生産と消費が市場によって分離され、男と女の生活圏も分断されたとしている。 

 さらに、行動様式においては、能率のための規格化、分業の進展による専門化、機械生

産に対応した同時化、資源の偏在と都市化を中心とした集中化、大量生産の利益追求によ

る極大化、そして権力の中央集権が特徴であるしている。権力は、財産の所有者から、経

営者、企画者、まとめ役へと移ったと述べている。思想面でも、自然の征服、進歩原則、

時間と空間の直線化・規格化など、産業主義的現実とでも名づけられるものが社会を覆っ

ているとトフラーはまとめる。 

 ではなぜそのような「第二の波」が危機に曝され、「第三の波」へと向いつつあるのか。

その原因や因果関係については、エレクトロニクス革命を軸に、再生可能なエネルギー、

遺伝子産業、宇宙開発といった技術体系、そしてそれに伴う情報環境の変化を主たる要因

とし、まとめて「技術体系と情報体系の二大潮流」と述べている。 

                                                   
19 同上、646 頁。 

20 ALVIN TOFFLER, THE THIRD WAVE (Bantam Books, 1980). 邦訳として、アルビン・ト

フラー（著）、鈴木健次ほか（訳）『第三の波』（日本放送出版協会、初版 1980、改訂新版

1985）、また、徳岡孝夫（監訳）『第三の波』（中公文庫、1982）。ここでは鈴木健次ほかの

訳を参照しつつ、一部を改めている。 

21 トフラーはこの著作においてはまだ「情報社会」という言葉を使っていない点には留意

すべきである。 
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 このような第三の波に対応するために、トフラーは、「精神体系」、「人間性」、「政治体制」

を刷新する必要があると論じている。本稿の問題意識との関連から、ここでは、そのうち

の「新しい精神体系の必要性」に関するトフラーの所説を検討する。 

来るべき明日の文明に向かって、満ち足りた情緒生活と健全な精神体系をつくり出すた

めに、トフラーは、以下の三つの基本的必要条件があるということを理解しなければなら

ないと主張する22。それは、「コミュニティへの帰属意識」、「世の中の構造の認識」、そして

「人生の意味の把握」である。 

トフラーは、まず、「健全な社会では、どこでもコミュニティへの帰属意識が涵養される」

ということを主張する23。コミュニティは人々に、生きていく上で絶対に必要な帰属意識を

与えるのである。 

ところが、現代の工業技術一辺倒の社会になって、コミュニティを成り立たせてきた慣

習がどんどん崩れていき、孤独という名の病が蔓延してしまった。現代社会が極度に多様

化していることも、孤独感が蔓延するひとつの原因になっているという24。画一化の時代は

終わり、人々は共通点よりも相違点を強調するようになった。個性を発揮しやすい時代に

なったのである。しかし、それとともに、それぞれの個性・意見がぶつかるために、人間

的な触れ合いがますます困難になってくる。 

 したがって、画一化された大衆社会が崩壊すると、人びとは自分の好みに合った生き方

を選べるようになる反面、少なくとも当面は、孤独の苦しみが一般化することになる。 

そこでトフラーは、このような問題に対応するためには、「コミュニティの復興」をはか

らなくてはならないとし、長期的社会政策のレベルで見ると、これからのコミュニティは、

情報化時代に適応したコミュニティをめざすべきであるという25。 

 第三の波を健全で、民主的なものにするためには、新しいエネルギーの供給源を開発し

たり、新しい技術を実用化したりするだけでは不十分なのである。しかし一方で、コミュ

ニティを復活しさえずればよい、というのでもない。第三の波の文明を構築していくにあ

たって、われわれは孤独への挑戦にとどまらず、人生に秩序と目的を与えることからはじ

めなければならないと、トフラーはいうのだ。 

 

3.3 情報社会と私法上のプライバシー 

科学技術の発展によって、社会の抜本的構造変化が起きるとき、われわれに何ができる

のか、あるいは何をすべきなのか。以上に見た欧米の情報社会論者が、コミュニティとい

う観点を重視している点に、改めて目を向ける必要があるだろう26。 

                                                   
22 トフラー（著）、鈴木ほか（訳）・前掲書注（20）523 頁。 
23 同上、524 頁。 
24 同上、526 頁。 
25 同上、530 頁。 
26 これに対して、日本の情報社会論者は、村落共同体や日本人の「公」意識へのネガティ

ブなイメージゆえか、コミュニティ再編という方向性はそこまで前面に出していない。例
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実は、このような観点から新たなプライバシーの問題にアプローチする手がかりは、民

法にすでに規定されている
．．．．．．．

。具体的には、相隣関係に関する 235 条がそれである。ここに

は、「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁

側（ベランダを含む。）を設ける者は、目隠しを付けなければならない」との規定があり、

実際にいくつかの下級審裁判例で、この点に関する請求が認容されている。そしてその裁

判例では、続く 236 条において定められる、「前二条の規定と異なる慣習があるときは、そ

の慣習に従う」との規定もときに考慮されている。 

この 235 条と 236 条は、①「プライバシー」やそれに類似する権利の保護を明示するこ

となく、②事実上他人のプライバシーを侵害する恐れがある行為を、③一定の取り決めに

よって事前に防止する行為規範を定めている、と評価することができる27。この一定の取り

決めとは、すなわち、国家による標準的判断基準の提示（「境界から一メートル未満の距離」、

「他人の宅地を見通すことのできる窓」等）と、慣習によるその修正の認可という二段階

の取り決めである。 

その後、この相隣関係におけるプライバシーの問題は 235 条を離れ、不法行為上のプラ

イバシー権侵害の問題へと昇華し、マンションの施工業者等に対する請求に応用されるよ

うになった。 

例えば、仙台地決昭和 55 年 1 月 25 日判時 973 号 115 頁は、住宅地域に 4 階建てマンシ

ョンを建設しようとした業者に対し、「こういう地域においては、住環境の保持の観点から

特に個人の住宅内におけるプライバシーが十分保護されるべきである」として、4 階建テラ

ス部分の半減を命じている。また、熊本地決平成 6 年 12 月 15 日判時 1537 号 153 頁では、

マンション業者に対し、プライバシー侵害予防のため、目隠しとして型入りガラスの設置

が命じられている。 

これらの事案は、従来のプライバシー研究においては、一般的に「私生活への侵入」類

型のうちの、「覗き見」事案として整理されてきた。そこではこれらの事案に共通するある

種の「まちづくり」的特徴に触れられながらも、プライバシーは個人に帰属する権益であ

るとの先入観ゆえか、特殊の類型としての地位を与えられることはなく、形式的に当ては

まる「覗き見」事案に配置されることが一般的であった。しかし上に見た仙台地決や熊本

地決の事案においては、この「覗き見」という言葉から感じる「じっとり」とした「嫌な

感じ」とそれに対する被害者の本能的嫌悪感はどれほど問題となったのだろうか。むしろ、

マンション建設という事業者の「有無を言わさない経済活動」に対する地域住民からの「抗

議の声」を掬い上げたという面が前面に出ていないだろうか。 

                                                                                                                                                     

えば、林雄二郎は、ベルの訳書の解説において、「今日の日本人の意識の中にも依然として

滅私奉公は生きているのであり、つまり個が個として確立するにいたっていない」ため、「ま

ず個の確立、つまりいいかえれば、同質社会の異質化がどうしても必要であ」り、「それは

一見逆コースのように見えるが逆コースではない」と主張する。ベル（著）、林（訳）・前

掲書注（13）（下）247 頁。 
27 同旨、新保史生『プライバシーの権利の生成と展開』（成文堂、2000）7 頁。 
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本稿はこれらの裁判例（及び 235 条等の起草者）の問題意識をいわば掘り起こし、再評

価することで、今日的な「まちづくり」とプライバシーの問題に応用しようとするもので

ある28。現在進みつつある「ICT 街づくり」という名の再開発も、この観点から見ると、あ

るいはわれわれの権益侵害だと考えるべき場合もあるのではないだろうか。 

と、そうは思いながらも、ただ闇雲にその侵害性を訴えていても仕方がないのも事実で

ある。なぜなら、このような技術の進歩はわれわれ全ての者にとって利益となるのもまた

確かだからである。重要なのは、情報の利活用によって得られるわれわれの利益と、一方

で情報を提供することによって被る不利益とを比較衡量すること、ひいてはその比較のた

めの基準、方法を模索することである。この点、本稿はこの問題を、基本的には 235 条の

発展形としての――つまり 235 条を離れた――不法行為法上のプライバシーの問題として

論じるものだが、しかし、そうであっても、236 条に定められる精神を忘れるつもりはない。

この規定は、地域社会への新たな技術の導入がプライバシー侵害に当たるかどうかの判断

を、国家ではなくわれわれ地域住民の理解に一定程度委ねていると理解することができる

からである。 

本稿は以上のような問題意識の下で、情報通信技術とプライバシーの問題について、主

として「まちづくり」の場面を念頭に置きつつ、情報の多角的利活用に基づく社会的経済

的利益と、地域住民の権益の保護とのバランスをいかなるかたちで採るべきかについて、

私法上の不法行為の観点からひとつの方向性を示すことを目的とする。 

 

第二款 プライバシーに関する近時の研究とその残された課題 

個々人の情報が多様な形で利活用されつつあるという社会的背景の変化に応じるために、

プライバシーに関する法的研究は、相も変わらず非常に活発になされているといえる。そ

                                                   
28 なぜ本問題を「まちづくり」とプライバシーの問題と捉えるかについて付言するならば、

第一に、情報通信技術とプライバシーに関する論考において近時よく使用される「情報の

利活用」等と言った文言は、本問題を、地域性を希釈した、情報通信技術の発展の観点の

みから捉えている節があるからである。しかし、前述のように、今日では、グローバル化

を牽引した情報通信技術は、翻って地域社会の再開発に応用されるようになっている。そ

こで、これをより地域社会・地域住民の立場にひきつけて捉えなおすために、「まちづくり」

の問題なのだと考えたいのである。それに加えて、単に「情報通信技術とプライバシー」

という括り方をしてしまうと、異なる行為態様であるインターネット上の表現行為と街づ

くりにかかわる問題とが同一平面上に上がってしまい、整理として適切ではないという面

もある。 

また第二に、この問題について「監視社会」とプライバシーといった観点から論ずるも

のもあるが、そこでは社会・国家と個人・市民が対置され、個人・市民は「監視」の一方

的被害者として受身的に描かれることがままあり、それゆえか読み手も「監視社会の問題」

とあると自然とそのような先入観を抱いてしまう嫌いがあるように思われる。しかし実際

には、われわれが望んでいるがゆえにこそ、社会が新たな監視技術を導入し続けていると

言う面もある。そのため、そのことを正面から見据え、この問題を、われわれも主体的に

参画している「まちづくり」とプライバシーの問題であるということを前面に出し、そう

捉えなおしたいのである。 
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の近時の傾向を大きく分類すると、以下の三つの方向性に分けられよう。 

第一に、プライバシーの理論的再構成の動きである。これはさらに、ⓐ脱人格権の試み、

ⓑ脱権利論の試み、Ⓒ脱アトム的個人主義の試み、ⓓ「監視社会」論の観点からの議論に

分けられる。第二に、情報技術の発展によって生じた新たな問題に対する個別的具体的検

討があげられる。第三に、個人情報保護法改正の動きに併せて、立法論や、欧米諸国の最

新の法状況の比較法研究がなされていることも特筆すべきである。これらについて、以下

に簡単に検討し、現在のプライバシー研究の到達点と残された課題を確認することにする。 

 

1 プライバシーの理論的再構成 

ⓐ脱人格権の試み――情報プライバシーの財産権説―― 

第一に、脱人格権の試みが見られる。この動きを牽引するのは、情報プライバシーの財

産権説である。この一連の見解は、個人に関する情報が現実問題として市場で取引されて

いることに対応するために、これまでは人格権に基礎をおく権利であると理解されてきた

プライバシーを、ある種の財産権と構成することを主張する。そうすることで、情報取引

のイニシアチブを情報主体（多くは消費者）の手に取り戻すことができ、なおかつ、現状

では彼ら情報主体が背負っていると言える社会的費用を事業者に内部化することができる

と言うのである。 

この見解の狙いは鋭く、それゆえに魅力あふれる見解であると言える。しかし、その手

段としてプライバシー権の財産権化を選んだことついては、批判も多い。結論を先取りし

て言うならば、この見解は、プライバシーを財産権と構成し、市場の問題としてしまうが

ゆえに、結果として副作用が出るどころか、そもそもの狙いを達成することすら困難とな

っているのである。 

だがそうはいっても、彼らの問題意識が優れていることに変わりはなく、そこから学ぶ

ことも多いと思われる。本稿は、結論としては必ずしも彼らの言う財産権構成をとるもの

ではないが、その問題意識――事業者に一定の責任を負わせるべきであるということ――

には賛同するものである。重要なのは、財産権説によらずして、いかにしてどの程度の責

任を事業者に負わせられるか、ということである。 

 

ⓑ脱権利論の試み――事業者の責任論―― 

第二に、脱権利論の試みが見られる。この動きを牽引するのは、契約責任アプローチを

採用する見解と、プライバシーを「表現の自由」のような社会公共的利益と考えることを

構想する見解である。 

前者は、個人に関する情報を管理する事業者が、不正利用をしたり、ずさんな管理をし

たりした際に、契約に基づく不履行責任を追及する。最近ではいわばその発展型として、

事業者の責任を信託と構成することを目論む見解もあらわれている。この見解は、結局の

ところ情報主体と契約関係にある事業者にしか適用されない構成であるために、情報が激
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しく流通している現代社会においてはその限界は明らかである。しかし、事業者と消費者

の間に契約関係があればむしろ不法行為責任よりも責任追及が容易な場合もあり、その意

味で優れた、脱権利論の先駆け的構成であるといえる。 

他方で後者は、前者の見解とはかなり発想を異にするものである。この見解は、従来は

もっぱら個人に帰属する利益であると考えられてきたプライバシーの問題が、昨今では情

報システムの管理の問題になってきていることを根拠に、これをもはや個人を離れた、公

共的な問題となっていると考えるほうが、むしろ事態適合的であると主張する。そこで、

プライバシーを「表現の自由」のような社会公共的利益と捉えることで、結果として個人

の利益を守ることを狙うのである。この見解は基本的には憲法学者による主張であるが、

民法学においても昨今「不法行為領域で『被侵害利益の公共化』という事態が生じている」

との指摘もみられるため、私法の観点からの検討である本稿においても、無視することの

難しい見解であるといえよう。しかしこの「社会公共的利益としてのプライバシー」構成

を私法領域に受容するとして、これをいかなる根拠で構成するか、またいかなる範囲で認

めるかは、残された課題であるといえよう。 

 

Ⓒ脱アトム的個人主義の試み――社会化した個人像、公益性の重視―― 

 第三に、脱アトム的個人主義の試みがある。この動きを牽引するのは、マクロの観点か

ら対国家と対社会のプライバシーを別個のものと捉え、それらの機能を別のものとして析

出する見解と、よりミクロの人間関係に着目した観点から、情報の公共的性質に配慮した

社会化した個人像を前提に、プライバシーを再構成する見解があげられる。これらの見解

は、上記の二つの試みとは異なって、必ずしも情報の多角的利活用の問題を念頭に置いた

研究ではないが、しかし、本問題にも示唆のある検討であるといえる。 

 前者は、上述のようにプライバシーを対国家のそれと対社会のそれに分けて考える。そ

して、この見解が言うには、対国家のプライバシーは「私的領域における行動や思想や情

報の開示に関する放棄できない自己決定の自由」を意味し、対社会のプライバシーは「情

報の相互の獲得と利用に関する行為規範の遵守を要求できること」を意味する。この見解

は、まず、対国家のプライバシーを「私的領域における行動に関する自己決定」と構成す

るが、このような自由もやはり何らかの場合には制限されるはずであり、それはいかなる

場合であるのかを明らかにする必要があるように思われる。また、この見解は一方で、対

社会のプライバシーの問題を「行為規範の遵守」と捉えるわけだが、このことは、前述の

脱権利論の後者の見解（社会公共的利益としてのプライバシー）に一定の示唆があると思

われる。しかし他方で、本稿が主として念頭に置く「ICT 街づくり」の場面では、既述の

ように国家と企業と地方公共団体、そして地域社会が協力して事業を展開している。そこ

ではおそらく、様々な情報の共有も行われうるにちがいない。従ってこのような問題にお

いて、対国家と対社会のプライバシーを分けて論ずることにどのようの意義があるのかに

ついては、残された課題であるといえるだろう。 
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 また後者は、現実社会の人間個人は決して原子論的な「個人」ではなく、相互に依存し

ていると考える立場を前提に、一方で外向きの「社会生活におけるプライバシー」なるも

のを自己決定権の一種に類似したかたちで構想し、社会における役割や印象といった、「自

己のイメージをコントロールする権利」として構成する。しかし他方で、そのような社会

化した個人にあっても、内向きの「個人の尊厳を重視したプライバシー」というものを想

定するべきであり、これらふたつのプライバシーを複眼的に保護する必要があるとする。

この見解は、現代のような情報の多角的利活用が活発化した世の中にあっても、やはり個

人の私的な領域はどこかに残されるべきであると主張するものであると理解することがで

き、その意味で一定の意義がある。しかしながら、従来ならば私的空間であったといえる

領域における多くの行動が、今日では様々なサービスを通じてデジタルデータとして収

集・統合・分析されつつある昨今において、この想定がどこまで有効であるのか、そのよ

うな領域をどのように決定するのかは、残された課題といえるだろう。 

 

 ⓓ「監視社会」論の観点からの議論――「個人の自由」のみならず、「個人」の消滅―― 

 第四に、いわゆる「監視社会」論の観点からプライバシーを論ずる試みがある。この見

解としては、本稿では、以下二つの方向性のものを検討する。 

第一は、基本的にはこの問題を「国家による監視」と「その被害者たる個人」の間のそ

れであると捉えつつ、その中にも私法上の問題がありうるとして、これを検討するもので

ある。ここでは、「国家による安全」という公共的な利益と、自由・プライバシーという個

人の利益をいかに衡量するかということが問題とされ、具体的検討を絡めつつ、様々な情

報技術の利用の是非やその際の保護利益、救済方法に関する私法上の争点が提示される。 

また第二は、この問題を、むしろ監視を望んでいるのはわれわれ自身でもあるとする観

点から、基礎法的な検討を行うものである。この見解は、昨今の監視技術の発達の結果、

われわれはもはや「自己決定し判断する主体」ではなく、情報分析の結果なんらかのグル

ープに類別化された、「一定の確率や法則性に基づいてその行動を予測することのできる対

象」として把握されていると主張する。そして、このような電子的な監視に基づく確率的

な支配と、物理的空間的に人びとの行動を事前的にコントロールする「アーキテクチャ」（例

えば特定の人物しか認証されない門扉）が有機的に機能すれば、われわれはもはや「個人」

とか「自律」とか「自由」というフィクションを利用する必要がなくなるかもしれないと

指摘する。 

 前者の見解については、後者の見解も指摘するように、国家などを悪し様に捉えすぎる

嫌いがあることは否めない。この見解も自ら認めるところではあるが、われわれは技術の

発展を一定程度受容しながら、その問題点を論じていかなければならない。また、後者の

見解については、これも当の論者が認めるように、ひとまずわれわれは個人や自律といっ

たフィクションを維持する方向で問題を検討する必要があるだろう。重要なのは、個人と

か国家とか市場、コミュニティ、あるいは科学技術といったものの間の均衡点をどこに見
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出すか、なのである。 

 

2 新たな問題に対する個別的具体的対応 

 上述の、プライバシーの理論的再構成の動きとは別に、新たな技術的問題に対する、個

別的具体的対応も多く見られる。ここで羅列的に例示するならば、そのテーマとしては、

顧客リスト29、遺伝情報30、生体情報31、医療情報32、位置情報33、監視・追跡技術34、住基

ネット35、ライフログ36、スマートメーター37、Web サービス38、情報セキュリティ39、パー

ソナルデータ40、オープン（ガバンメント）データ41などがあげられる。 

                                                   
29 例えば、松本恒雄「ダイレクト・マーケティングにおける顧客対象者リストとプライバ

シー」ジュリスト 840 号（1994）7 頁以下。 
30 例えば、山本龍彦『遺伝情報の法理論』（尚学社、2008）、同「遺伝子プライバシー論―

―『遺伝情報』は例外か？」憲法理論研究会（編著）『憲法学の最先端〈憲法理論叢書 17〉』

（敬文堂、2009）39 頁以下等。 
31 例えば、石井夏生利「生体情報の利用とプライバシー保護」堀部政男（編著）『プライバ

シー・個人情報保護の新課題』（商事法務、2010）309 頁以下等。 
32 例えば、山本龍彦「医療分野におけるビッグデータの利活用と法律問題」ジュリスト 1464

号（2014）65 頁以下等。 
33 例えば、松前恵環「位置情報技術とプライバシー――GPS 機能による追跡がもたらす法

的課題を中心として」堀部（編著）・前掲注（30）所収 235 頁以下、湯淺墾道「位置情報の

法的性質――United States v. Jones 判決を手がかりに――」情報セキュリティ総合科学 4

号（2012）171 頁以下等。 
34 例えば、新保史生「監視・追跡技術の利用と公法的側面における課題」堀部（編著）・前

掲注（30）所収 193 頁以下等。 
35 例えば、田島泰彦、斉藤貴男、山本博（編）『住基ネットと監視社会』（日本評論社、2003）

等。 
36 例えば、石井夏生利「ライフログをめぐる法的諸問題の検討」情報ネットワーク・ロー

レビュー9 巻 1 号（2010）1 頁以下、新保史生「ライフログの定義と法的責任─―個人の行

動履歴を営利目的で利用することの妥当性」情報管理 53 巻 6 号（2010）295 頁以下、小向

太郎「ライフログの利活用と法律問題」ジュリスト 1464 号（2014）53 頁以下等。 
37 例えば、湯淺墾道「スマートメーターの法的課題」社会文化研究所紀要 69 巻（2012）

35 頁以下等。 
38 例えば、小向太郎「Web サービスの高度化とプライバシー・個人情報保護」堀部（編著）・

前掲注（30）所収 287 頁以下等。また、従来の表現行為によるプライバシー侵害の問題の

延長線上として、検索サービス の問題も広く論じられている。例えば、新保史生「ネット

検索サービスとプライバシー――道路周辺映像提供サービスを中心に（第 34 回法とコンピ

ュータ学会研究会報告 特集 ネット検索サービス事業の諸問題）」法とコンピュータ 28 号

（2010）71 頁以下、石井夏生利「忘れられる権利のめぐる論議の意義」情報管理 58 巻 4

号（2015）271 頁以下等。 
39 例えば、岡村久道「内部統制システムと情報セキュリティ」堀部（編著）・前掲注（30）

所収 127 頁以下等。 
40 例えば、宍戸常寿「パーソナルデータに関する『独立第三者機関』について」ジュリス

ト 1464 号（2014）18 頁以下等。 
41 例えば、奥村裕一「オープン（ガバンメント）データ」ジュリスト 1464 号（2014）45

頁以下等。 



                                                                         

16 

 

 この点、以上のような個々の情報通信技術とプライバシーの問題について、それぞれを

詳細に論ずることは、無論非常に意義のあることである。しかしその一方で、昨今におい

ては、問題状況をある程度統合的に論じ、これに包括的に対応できる理論枠組みないし判

断基準を探求する必要もあるように思われる。なぜなら、現に展開されている「ICT 街づ

くり」なる事業では、次にあげるように、それらの技術がまさに複合的に結合されんとし

ているからである。 

例えば、〈医療・健康、エネルギー〉をテーマとする千葉県柏市は、疾病予防・予防医療

による「健康長寿都市モデル」構築を目指して、母子手帳サービス・地域ポイントサービ

ス、リアルタイムの健康情報、その他の行政情報を共通 IDで管理し、公民学（行政・民間・

大学）相互のデータ活用、自由なアクセスを達成しようとしている。 

また、〈見守り・地域情報〉をテーマにする長野県塩尻市は、各種センサー等から収集し

たデータに時間、場所に関する情報を附加したものを総合クラウド上でビッグデータとし

て蓄積・分類し、天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情

報を処理し、以上の分析から得られた情報を住民に提供する時空間プラットフォームを構

築することを目指している。 

さらに、〈医療・健康、交通〉をテーマとする愛知県豊田市は、交通・医療統合カードを

作成し、ここに医療情報、電子決済機能、位置情報等を結合し、これを活用することで、

中山間地域や中小都市における超高齢化社会への対応と減災機能の向上を図ろうとしてい

る。 

これらの事案では、個々の技術の統合体が、もはや一つのシステムとなっているといえ

る。そのため、実際に開発事業に携わる者や、何らかの問題が起きた場合にその対応に当

たる者、あるいは司法関係者、そして無論、何らかの被害者たちにとっても、包括的観点

からの保護基準を検討したほうが、見通しがよくなるように思われる。 

また、以上のような個別的検討は、個々の論者がそれぞれに検討しているため、プライ

バシーの理論的再構成の動きを踏まえた視野からの検討がなされていないきらいがあるこ

とも、残された課題であると言えよう。 

そこで、本稿は、包括的な観点から問題を論ずる方向性を志向することとする。 

 

3 個人情報保護法改正の動き 

 また、ここ数年、「パーソナルデータの利活用」と「プライバシー保護」の間のバランス

をとることを目的として、個人情報保護法改正に関する議論が盛んであった。そこでは、

欧米の最近の立法状況の紹介や立法論的提案が精力的になされており、これらの活動が日

本法におけるプライバシー研究の水準を高めたのは紛れもない事実だろう42。 

                                                   
42 ビッグデータないしパーソナルデータの利活用に関する個人情報保護法の改正の動向に

関する論考として、例えば、「特集 ビッグデータの利活用に向けた法的課題」ジュリスト

1464 号（2014）11 頁以下があげられる。これは、データの利活用を巡る法的課題と、ル
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本改正法は最終的には 2015 年 9 月 3 日に可決・成立した。 そこでは、「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

することを目的とする」とし、単に情報に関する個人の権益を守るのではなく、情報の利

活用とのバランスにも配慮する方向性を以前よりも強く打ち出している。このことは、こ

れまで厳格に運用されてきたという「利用目的制限」（15 条、16 条）が緩和されているこ

とからも明らかである。 

また、従来の個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの）の範囲を明確化

するためとして、以下のような新たな定義が盛り込まれている。すなわち、「身体の一部の

特徴をデジタル化した符号」及び「個人がサービスを利用したり商品を購入したりする際

に割り当てられ、又は個人に発行される書類に付される符号」をいう「個人識別符号」（2

条 1 項 1 号、2 号）、人種、信条、病歴等が含まれる、いわゆるセンシティブな情報をいう

「要配慮個人情報」（2 条 3 項）、個人情報を加工して特定の個人を識別することができない

ようにする等した「匿名加工情報」（2 条 9 項）である。 

この点、いうまでもなく、行政的規制である個人情報保護と司法的救済である民法上の

プライバシー保護は、本来は別の問題である。しかしながら、個人情報の保護法益がプラ

イバシーを基礎としていることは否定すべくもなく、利用目的制限等に違背する事業者に

対する開示等請求権（28 条、29 条、30 条）が裁判上の権利として明確化されたこともあ

り、従来は不明確だった個人情報保護法と不法行為法の関係性は、一体的に適用される方

向で定まったといえる。そこで、今回の改正により打ち出された方向性それ自体あるいは

その欠缼を補完する役割が、民法の不法行為理論には求められることを意識しなければな

らない。 

 

第二節 課題の設定と検討の対象 

第一款 課題の設定 

以上のような近時の研究状況をも踏まえつつ、本稿は、情報の多角的利活用とプライバ

シーの関係について、民法の相隣関係に関する規定及びその起草者意思から読み取れる精

神を基礎としつつ検討していく。この点、民法の相隣関係に関する規定はそもそも、情報

通信技術を利用した現代的な問題に対応できるような規定とはなっていないうえ、そこで

はプライバシーに関する定義も、その保護を要請する規範の根拠も明確には述べられてい

                                                                                                                                                     

ール作りについて、欧米の状況等も含め、概観するものである。また、「パーソナルデータ

の利活用に関する制度見直し方針」について検討しつつ、立法論的提言も見られるものと

して、岡村久道「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し検討課題（上）（中）（下）」

NBL1019 号（2014）17 頁以下、1020 号（2014）68 頁以下、1021 号（2014）49 頁以下

等。とくに、医療情報の保護と利活用の問題に関するものとして、宇賀克也「医療情報の

保護と利用」情報公開・個人情報保護 vol. 51（2013）55 頁以下等。 
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ない。そのため、これらの問題に対処するために、以下のような課題を設定する必要があ

る。 

まず第一に、「ICT 街づくり」のような、情報通信技術が複合的に利用されている事案に

おいて、情報の利活用を現に行う事業者等にいかなる行為規範の遵守が要求されるかを明

らかにする必要がある（235 条にこめられた起草者意思の応用）。 

次に、情報の利活用に関するイニシアチブを、①どのような「情報主体」に、②どの程

度持たせるかが問題となる（236 条にこめられた起草者意思の応用）。 

ここにいう①の問題は、具体的には、個人なのか、世帯なのか、組織なのか、地域社会

なのか、という問題である（236 条では「慣習」となっているため、およそ純粋な意味での

個人ということにはなるまいが）。また②の問題は、個人に関する全ての情報の自由取引を

認めるのか、ある種の情報について禁止することの決定権限を認めるのか、あるいはプラ

イバシーのある部分の解釈について権限を与えるのか、といった問題である（例えば 235

条では、主として目隠しの材質や住宅の間の距離に関する地域性を参考にすることとなる）。 

そして、利活用による公共的利益と情報主体の権益のバランスを、われわれはどのよう

にとるべきかが問題となる（マンション紛争事案判決の問題意識の応用）。 

以上の三点を、本稿の課題とする。 

 

先に検討した近時の研究とより引き付けた形でこれらの課題を提示するならば、以下の

ようになろう。 

まず、理論的再構成の動きとの関連で、以下の五点の課題がある。 

① そもそも今日の情報の利活用が活発化している社会においても、個人の私的領域とし

てのプライバシーというものはあるのか。何らかの形であるとして、どのように守る

のか。 

②「社会公共的な利益としてのプライバシー」を構想する見解について、かりにこれを私

法上の問題として受容するとして、一体われわれのプライバシーに関するどのような

利益ないし要素が公共的なものとなり、事業者にどのような規範の遵守を要求できる

のか、より具体化する必要がある。 

③ 上記②の見解への示唆があるともいえる、対国家のプライバシーを「情報に関する放

棄できない自己決定」とし、対社会のプライバシーを「行為規範の遵守」とする見解

は、国に対してリベラル、かつ地域社会を重視するコミュニタリアンの発想とも評価

できる。この見解の課題を検討するためには、そのことをふまえるべきである。そし

てそのうえで、「ICT 街づくり」のような、国家と市場と地域社会の要求が入り乱れて

いる問題について、この観点からいかに取り組むことができるか、検討する必要があ

る。 

④ 上記③の後段とも関連するが、われわれは市場における情報の自由取引という手段に

よらずして、しかし情報主体の選好にもある程度配慮しながら、情報の利活用を行う
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事業者に社会的費用を負担させる必要がある。 

⑤ とくに監視社会とプライバシーという観点から議論される、公共の利益（公共の安全）

とプライバシー保護の両立の具体化を図る必要がある。われわれはいかなる理由でプ

ライバシー保護を抑制され、いかなる場合に保護されるのだろうか。 

 

また、個別具体的検討との関連で、 

⑥ 以上の理論的再構成の動きを踏まえたうえで、具体的問題に対してある程度包括的な

観点から対応する必要がある。 

 

 さらに、個人情報保護法改正との関連で、 

⑦ より情報の利活用という側面を重視した理論構成を行い、改正個人情報保護法と一体

的に適用されるような不法行為法上のプライバシー理論を構築する必要がある。 

 

第二款 好個の検討対象としてのリベラル・コミュニタリアニズムの理論 

 以上の課題を達成するための好個の題材として、本稿では、アメリカのリベラル・コミ

ュニタリアニズムに基づくプライバシー理論、なかんずく社会学者アミタイ・エツィオー

ニ（Amitai Etzioni）の見解を主たる検討対象とする。彼は 2000 年ごろから、本稿で扱う

問題について、アメリカの有力な法理論や一般的なプライバシー意識が個人の権益保護に

傾きすぎていると批判しつつ、情報の利活用によって得られる公共の利益＝共通善（公共

の安全、公衆衛生）と、個人のプライバシーの保護のバランスをいかにとるかについて社

会学的に検討を重ねている。また彼の比較的近時の論考は、単に社会学的検討であるとい

うにとどまらず、法政策的提言ともいえる色彩を帯びるようになり、さらには本問題につ

いてコミュニティないし市民社会の役割を重視している点で注目される。彼の見解につい

て、先取り的に述べるならば、以下のようになる。 

 

1 エツィオーニの問題意識 

エツィオーニは、本問題に対処するための問題意識として、①一次的収集から二次的利

用へと着眼点をシフトする必要があること、②公私（国家と市場）の領域が曖昧化してい

るため、それに対抗するためにコミュニティの役割が重要となること、③リベラル・コミ

ュニタリアニズムに依拠する個人の自己像をふまえる必要があることの三点をあげる。 

 ①については、まずエツィオーニは、一般的には、情報取得についての同意がある等最

初の収集が合法であれば、その後の利用は不問に付されることが多いことを指摘する。し

かし昨今では情報技術の発展によって、些細な情報からセンシティブな情報（思想信条や

医療情報等）が推測できるようになった。そのため、情報のセンシティブさを重要な基準

としつつも、それのみに依拠しない、技術の変化と不当な二次的利活用に対応できる理論

が必要であるとする。 
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次に、②については、情報産業によるプライバシー侵害の問題においては、公的機関も

私企業もともに多角的な情報の利活用を行いつつあり、互いの間を情報が流通しうるため、

もはや公と私二つの領域の曖昧化が起きていることを指摘する。そのため、問題解決には

従来の枠組は役に立たない可能性がある。そこで、第三の領域としてのコミュニティない

し市民社会（＝様々な中間的組織）とその社会運動が肝要であるとする。この発想は、欧

米の情報社会論の問題意識を引き継ぐものであるといえる。 

また、③については、「個人主義的な『強い』自己像」や「消費活動等における恣意的な

選好」の想定は現実的ではないとする。個人は社会に構造化され、様々な選好もコミュニ

ティの共同決定的な影響を受けている。そのため本問題に対処するためには個人と社会の

関係を踏まえる必要があるのである。この点、エツィオーニは、社会には個人の自律と社

会の秩序がともに必要であり、その適度なバランスが求められるとする。そして、このバ

ランスを整える際、自律と秩序の結合には以下の関係があると措定すべきであるという。

すなわち、両者はある程度まではお互いを高め合い、一方が優勢になるとその直接的効果

として他方も強くなっていくが、そのまま一方が強くなりすぎると他方は弱体化し始め、

ついには相互に反目するように転換してしまう「逆転共生」関係である。 

 

2 プライバシー権の理解と個人的領域 

このような問題意識を前提にし、エツィオーニは、アメリカのプライバシーに関する判

例を整理し、1890 年代は全体が強すぎたためプライバシーの権利が誕生したが、時代が下

がって 1980 年代には個が強くなりすぎたとし、その間の諸判決をプライバシー理解の範と

する。そこで、この時期の判決にあらわれたプライバシー権を、さらに、「詮策の免除に関

する社会的認可を受けた領域（社会の信頼が根拠）」としての「プライバシー」と、「規制

の撤廃、学校の選択、生殖に関する選択等（社会の無関心が根拠）」の「私的選択」に分類

し、前者の過剰保護を控えて共通善（単なる国家や市場の利益ではなく、公共の安全や公

衆衛生）を達成しつつ、後者の抑圧を回避することを主張する。 

そして、急激な技術発展の時代においては、人がどこにいたかということ自体は重要で

はなくなっているとして、物理的空間の保護ではなく、どのような情報がどの程度集めら

れどれくらい処理されているかという、そういう意味での「個人的な領域」の保護を徹底

する必要があるとする。 

具体的には、 ①情報のセンシティブさ（このランクづけは単に立法や司法に従うのみな

らず、共有された社会的価値をも反映すべきであるとする。また、匿名化された情報はセ

ンシティブ情報ではない）、② 収集されたボリューム（収集された情報の単純な「量」と、

一つの対象からの、その対象に関する、異なるタイプの情報の収集の程度を指す「帯域幅」

から構成される）、③ サイバーネーションの程度（プログラムによる情報の結合、分析、

流通の程度に着目するものであり、情報の開示や譲渡行為における同意の有無等の態様で

はなく、その後の情報処理を重視する基準）、③´ アカウンタビリティ（情報収集者が管
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理システムの暗号化や、変更追跡記録の導入を行っているか等）の四点の複合的考慮によ

って保護すべきであるというのである。 

 

3 保護の具体的方向性 

さらに、プライバシー保護の具体的方向性として、エツィオーニは以下のような方針を

あげる。それは、① 一次的なライセンスと二次的利活用の規制の逆転関係、② センシテ

ィブな情報の不要な発見につながるセンシティブでない情報の使用の禁止という二つの方

向性である。 

この点、まず①については、一次的な情報の収集、サイバーネーションについては個人

主義的な過剰な保護を回避する一方で、流通の結果要保護性の高くなった情報の扱いにつ

いては、「情報主体が利用に同意した」という事実を振りかざす現状より厳格な保護を志向

することを主張する。この点、プライバシー保護の要件としては、上記三要素が複合的一

体的に考慮されるが、そのうちサイバーネーションの程度が特に重要となるという。 

つぎに、②については、現在では、センシティブではない買物情報等を収集して、セン

シティブな医療情報や政治理念を特定し悪用することが可能であるため、このような行為

は違法とされるべきであるとする。 

 

4 得られうる示唆――見通しとして 

以上のようなエツィオーニの検討は、日本における議論に一定の示唆があるといえる。

結論を先取りして簡潔に言えば、つぎのようになろう。 

まず、脱アトム的個人主義の試みへの示唆としては、第一に、対社会のプライバシーと

いう分類における「社会」の内実を問う必要性を明らかにしてくれる。本問題では対国家

と対市場の問題が複雑に絡み合っていることに留意すべきであり、対国家＋対市場、対社

会＝コミュニティ（市民社会）という形で検討する意義もあることを、エツィオーニは示

唆している。 

第二に、「社会的生活におけるプライバシー」と「個人の尊厳を重視したプライバシー」

の複眼的保護の議論に対しては、この見解は報道による侵害を典型例として想定している

ものの、現代では情報の利活用の問題がより前面化していることに注意を喚起する。 

そして第三に、公共による個人の抑圧の危険性への配慮についても、エツィオーニは詳

細に論じている。具体的には、「自律と秩序の逆転共生」という基本的発想に基づき、秩序

が強すぎても自律が強すぎても両者の理想的な共生は達成されないとし、そもそも秩序の

過度の強調を肯定せず、「プライバシー保護のための社会政策モデル」で警戒（予防）原則

のプライバシーに対する濫用を抑止するのである。 

また、事業者の責任に関する議論への示唆として、プライバシー侵害となり得る場面を、

ⓐセンシティブでない情報を利用したセンシティブな情報を特定する行為、及び、ⓑ情報

に一定以上のセンシティブさ・ボリュームがあり、高サイバーネーション・低アカウンタ
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ビリティの場合、以上の二場面に限定することは、責任の明確化に寄与するだろう。この

点、特にⓑの場面については、サイバーネーションという要件を機軸として、その保護の

程度について詳細な議論が展開されていることも特筆すべきである。また、サイバーネー

ションを行うプログラム、なかんずく人工知能の飛躍的発達とその統御の必要性を指摘す

ることも、事業者の責任の明確化に寄与するものである。 

さらに、プライバシーの社会公共的利益化の議論に対しては、情報の多角的利活用が合

理性の観点から人々の類別化を進めていること（監視社会）に留意しつつ、不当な差別の

防止のため、上記ⓑの理屈では必ずしも権利侵害と言えなくても、上記ⓐを不法行為とす

る必要があるとする点が示唆を有している。ここにおいては、情報のセンシティブさとい

うものが、ある種の情報獲得手法に対する障壁となっている。これが、エツィオーニが主

張する、企業等に遵守を要求する「行為規範としてのプライバシー」のひとつであるとい

え、一種の公共的なプライバシー保護の一形態だと考えられるように思うのである。そし

てそこにおいて重要な役割を演ずるのがコミュニティなのである。つまり、236 条に示され

る「慣習」は、センシティブさの理解にかかわるものであるということになる。 

 そのうえ、「監視社会」論との関連では、「監視」によってわれわれが利益を受ける最た

る場面のひとつとして、公衆衛生に決定的な役割を果たす各種検査ないし当該情報の提供

の重要性を教えてくれる。彼は、例えば公衆衛生に適う食品の管理状況・疾病の流行等に

関する情報を、積極的に提供させることを志向するのである。このことは、たとえばイン

フルエンザなどの感染症の流行予測等の場面の利活用の根拠として応用できる、われわれ

市民にとっても有用な観点であると思われる。 

 最後に、以上のようなエツィオーニの議論は、包括的な対応を志向するものであるため

課題⑥に対応しており、かつ情報のセンシティブさやサイバーネーションに着目する点で

改正個人情報保護法の方向性と帰一し、なおかつ安全管理措置や利用目的制限といった、

なおその内容が明確でない事業者の責任について、示唆を提供することが明らかとなろう。 

 

第三節 本稿の構成 

 本稿の構成は以下のとおりである。 

まず、第一部においては、日本法における従来のプライバシー権論を、権益論・侵害要

件論を中心に検討していく。具体的には、第一章でマスコミによる詮索と私法上のプライ

バシーの問題に関する議論を、第二章で国家による積極的な関与とプライバシーの問題に

関する憲法上の議論を検討する。そして第三章では、以上の学説の展開を日本の判例と民

法学説がどのように受容したかを検討する。また第四章では、以上の展開を経て日本法に

おける通説となった人格権・プライバシー権侵害に基づく不法行為構成の問題点を略述す

る。 

次に、第二部では、情報の多角的な利活用とプライバシーの問題について論じる、近時

のプライバシー権論を検討する。具体的には、第一章で脱人格権の試みとして情報プライ
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バシーの財産権説を、第二章で脱権利論の試みとして契約責任説やプライバシーの公共的

利益化の議論を、第三章で脱アトム的個人主義の見解をそれぞれ検討し、第四章ではこれ

らの見解とは少し異なった「監視社会」論とのかかわりを重視する見解を検討する。そし

て第五章では、第一部と第二部の検討を踏まえて、日本法におけるプライバシー研究の到

達点と残された課題を確認する。 

そして第三部では、「アメリカにおける『スマートシティ構想』とエツィオーニのプライ

バシー理論」として、アメリカにおいて実施されている様々な情報の利活用のシステムを、

「スマートシティプロジェクト」を機軸として紹介したうえで、その領域におけるプライ

バシー保護の問題点を指摘し、独自の観点から保護のあり方を検討するエツィオーニの見

解を検討する。具体的には、第一章で、アメリカにおける「スマートシティ構想」の実例

と、プライバシー保護の法制度とその問題点を略述する。つぎに、第二章では、エツィオ

ーニのプライバシー理論の総論部分を検討する。そして、第三章では、エツィオーニのプ

ライバシー理論の各論部分を検討する。さらに、第四章では、彼の主張するプライバシー

保護の具体的なあり方を検討する。そして第五章では、第三部のまとめを行い、日本法へ

の示唆を簡潔に記すことにする。 

さらに、第四部では、それまでの検討をふまえたうえで、日本におけるプライバシーの

保護のあり方を論じていく。 

具体的には、第一章において、エツィオーニの見解から得られる日本法への示唆を、今

般成立した改正個人情報保護法をふまえつつ検討する。その後、第二章・第三章・第四章

では、日本法におけるサイバー時代に即した問題解決の方向性を、以下の類型について模

索する。すなわち、情報システムの発達とサイバーネーションの統御、「オープン」な IoT

の進展とコミュニティのプライバシー、情報のサイバーネーションと自己決定、以上三つ

の課題である。先取り的にいえば、ここでの検討は以下のようなものである。 

第一の課題では、人工知能による情報処理の過程はブラックボックス化しがちであるた

め、場合によっては事後的救済によらざるを得ない局面もあろうこと、しかし、人工知能

の性質上、情報処理の最初の方向付けは人間が行うため、その局面における行為の帰責性

を問うことが、規制のひとつの方向性であることが示される。 

第二の課題では、情報の多角的利活用の場面においては、個人の利益よりも公共的な利

益を重視して積極的に情報を開示させる要請があり、そのことには規範的に妥当性もある

一方で、「IoT」の経済的技術的要請として、よりグローバルで包括的な情報収集・統合・

分析の進展を過度に志向する嫌いがあるため、他方で情報の拡散を、より低次元のコミュ

ニティレベルに留めることが求められることが示される。 

第三の課題では、情報の多角的利活用による公益享受の一方で、個人の自己決定がない

がしろにされる可能性のある場面として、DNA 鑑定と嫡出推定の排除の問題を、最判平成

26 年 7 月 17 日を検討する。本判決は、家族というコミュニティで培われた価値観に構造

化された戸籍上の父にとって、ただ血縁が無いという一点の理由から法律上の親子関係を
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なくされることが、その家族形成の自己決定を害しうるものであるとして、嫡出推定の排

除を認めなかったと理解できることが S召される。 

 最後に、第五章で本稿のまとめを行い、第六章で今後の課題・展望について記し、本稿

を閉じることとする。 

 

第一部 日本法における従来のプライバシー権論――権益論・侵害要件論を中心に―― 

第一部では、日本法における従来のプライバシー権論の展開について、権益論及び侵害

要件論を中心に検討する。 

日本におけるプライバシー研究は、主として欧米の法理論・法制度の比較法的手法によ

って展開してきた。具体的には、アメリカ法のプライバシー権と大陸法（とくに西ドイツ）

の一般的人格権をその範としてきたといえる。 

 そこで、第一部では、プライバシー権の保護について、いかなる侵害態様が問題となり、

それに対してどのような権益が認められてきたかに着目しつつ、この史的展開を以下のよ

うに論じていく。まず第一章では、マスコミによる報道とプライバシーの関係について考

察した、戦前戦後の学説を検討する。つぎに第二章では、データ・バンク社会となった戦

後における、国家の積極的な関与とプライバシーの関係について考察する、（主として憲法

上の）学説を検討する。さらに第三章では、以上の流れの一方で、日本の裁判所がプライ

バシー侵害の事案についていかなる判断を下してきたかを概観し、それを受けた昨今の民

法研究者のプライバシー観を体系書・基本書・判例評釈等を検討することで整理・分析す

る。そして、第四章では、今日の日本の司法において主流となったプライバシー侵害の不

法行為構成の問題点を検討する。 

 

第一章 マスコミによる詮索と私法上のプライバシー 

第一節 黎明期のプライバシー論 

第一款 秘密権としてのプライバシー 

プライバシーは伝統的に、秘匿を基礎とする人格的な私法上の法益であり、秘密の曝露

によって侵害されると考えられてきたといえる。 

プライバシーに相当する利益の保護そのものについては、日本でもすでに第二次世界大

戦前に着目されている。その先駆的業績として、英米法研究者である末延三次（敬称略、

以下同じ）の論考「英米における秘密の保護」があげられる43。 

末延は本稿において、イギリスとアメリカにおける「秘密権」（right to privacy）の保護

について論じ、イギリスでは未だ秘密権そのものについては判決として何らの回答を与え

ていない一方、アメリカでは正面から議論が戦わされているとし、プライバシーの保護を

認めるいくつかの判例と、サミュエル・D・ウォレン（Samuel D. Warren）とルイス・D・

                                                   
43 末延三次「英米における秘密の保護（1）（2・完）」法協 53 巻 11 号（1935）1 頁以下、

12 号（1935）50 頁以下。 
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ブランダイス（Louis D. Brandeis）の論文「プライバシーへの権利」（The Right to Privacy）

44を紹介している。この論文は、時代の進歩に伴い、秘密の保護が必要になった所以を説き、

その権利の基礎をイギリス伝統のコモン・ローに求めうることを立証し、あわせてその限

界を明らかにし、新たな権利の樹立を試みたものであった。ウォレンとブランダイスは、

名誉毀損、財産権侵害、信頼・黙示契約の違反などを根拠に救済が与えられた、過去の多

数の判決を分析し、それらは別個に承認を受けるに値する、より広範な法原則に基づいて

いるという結論に達した。それがプライバシーの権利である。 

彼らは、論文の中で、当時裁判官であったクーリー（Thomas M. Cooley）が使った「ひ

とりでほうっておいてもらう権利」（the right to be let alone）45という概念を引き合いに

出している。この論文で使われた結果、クーリーのいう「ひとりでほうっておいてもらう

権利」が、プライバシーの権利の典型として人口に膾炙されるようになった。 

この論文の登場を契機として、アメリカでは多くの判決や論説があらわれた。末延は、

プライバシーを認めたと評価できる当時の判決として、女優が密かに撮影された写真の使

用に対する差止め命令の事案46、医者が市販薬の広告に自分の氏名、署名の複写、推薦文が

掲載されたのに対して禁止命令を出した事案47、弁護士志望のある俳優が大学在学中に、あ

る新聞が彼と同じくらいに有名な俳優と彼との人気投票を行ったことに対し差止請求が為

された事案48をあげている。 

現在のわが国におけるプライバシーの基本的な概念は、このウォレンとブランダイスの

論文を基礎としたものであると言って過言ではない。しかし、当時の日本法においては、「プ

ライバシーの権利」が正面から認められる余地はなかった。 

ただ、判例にプライバシーの萌芽を読み取ることはできる49。例えば、氏名権の侵害50、

名誉権の侵害51の名目で、プライバシーを保護しているといえる下級審がある。また、家屋

侵入をもって平穏に生活すべき権利を侵害するとしたもの52にいたっては、プライバシーの

                                                   
44 Samuel D.Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 

(1890). 
45 THOMAS M. COOLEY, A TREATISE ON THE LAW OF TORTS 29 (Callaghan & Co., 2d ed. 

1888). 
46 Marion Manola v. Stevens & Myers, N.Y. Times, June 21, 1890, at 2, col. 2 (Sup. Ct. 

1890). 
47 Mackenzie v. Soden Mineral Springs Co., 27 Abb. N. Cas. 402, 18 N.Y.S 240 (Sup. Ct. 

1891). 
48 Marks v. Jaffa, 6 Misc. 290, 26 N.Y.S. 908, 1893 N.Y. Misc. LEXIS 713 (Sup. Ct. 

1893). 
49 このことを指摘するものとして、四宮和夫「文芸作品とプライバシー侵害」法律時報 33

巻 5 号（1961）32 頁以下。 
50 東京地判昭和 4 年 7 月 31 日新聞 3218 号（傍論）。 
51 飲食代不払い者の氏名の店頭表示に関する事案として、大阪控判大正 7 年 2 月 15 日評論

7 巻 民 79 頁。他人の面前で夫人に陰部を露出させた事案に関する、宮崎地判大正 4 年（ワ）

27 新聞 1046 号。 
52 大判昭和 8 年 8 月 10 日新聞 3592 号。 
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権利自体の承認に向って一歩進めたものといえる。およそ、新しい社会的要求が発生した

場合に、裁判所が既存の法技術ないし法概念に託してその法的保護をはかることは、しば

しばみられることであって、プライバシーは、日本の判例法上においても、独自の法技術

ないし法概念が与えられる過渡期にあったと見ることもできるのである53。 

第二次世界大戦後になると、日本においても、アメリカ的な近代化の流れの中で、個人

の尊重や私生活の保護等に関心がより一層向けられるようになった。そしてついに、1954

年、プライバシー権の日本法への導入を検討する、河原畯一郎による論考が現れた。 

河原は、まず、日本民法（709 条ないし 711 条）が生命権、身体権、自由権及び名誉権

といった人格権を認めていることから、類推によりプライバシーの権利を認め、民事上の

保護を与えることも不可能ではないと思われるとする。しかしながら、結果的に同権利を

日本法が導入することは時期尚早であるとした54。なぜなら、アメリカにおいて名誉毀損が

成立せず、プライバシーの権利によるほか救済の方法がない事件でも、日本民法において

は名誉毀損が成立することが少なくないからであった。 

河原についでプライバシーを検討したのは、戒能通孝であった。彼の 1955 年の論考「人

格権と権利侵害の類型化」55は、プライバシーという表現を明示的に使用していないものの、

「プライヴァシー権を論じたものとして先駆的な論文である」56と評されている。またその

翌 56 年の「新聞と人権」57では、概念の意義付けなどがされているわけではなく、中見出

しに使われているにすぎないものの、プライバシーの語に触れられている58。 

このように徐々にプライバシーに関する研究に傾斜していった戒能通孝は、その後も精

力的にこの問題に取り組んでいく。 

まず、1959 年の「プライバシィ権とその保障」では、「プライバシィの権利」をもって「幸

福追及の権利」の一作用であるとみる見解に非常に興味があるとしつつ、以下のように持

論を展開する59。「ゴシップが原則として本人の同意なしに発表された場合には、プライバ

シィ権の侵害である。それは私生活に介入し、その人の『幸福追及の権利』を阻害する。

従ってある人の名、肖像、その人の書いた手紙などを同意なしに発表することは、どうみ

ても『プライバシィ権』の侵害とならねばならない」。戒能はこの意味で、「プライバシィ

権」の問題もまた日本民法上の不法行為の課題として無視できないと信じているのである。 

                                                   
53 四宮・前掲注（48）32 頁。 

54 河原畯一郎『言論及び出版の自由』（有斐閣、1954）134-136 頁。 

55 戒能通孝「人格権と権利侵害の類型化」法律時報 27 巻 11 号（1955）24 頁以下。 
56 戒能通孝（著）、戒能通厚（編集・解説）『戒能通孝著作集Ⅱ 人権』（日本評論社、1977）

293 頁（戒能通厚による解説部分）。 

57 戒能通孝「新聞と人権」日本新聞協会（編）『新聞の責任』（岩波書店、1956）33 頁以下。 

58 この論考は三島宗彦によって、「プライヴァシー問題を扱った最初のものではなかろうか」

と（その正確性はさておき）位置づけられている（三島宗彦『人格権の保護』(有斐閣、1965) 

9-10 頁）。 
59 戒能通孝「プライヴァシィ権とその保障」民商法雑誌 39 巻 1・2・3 合併号（1959）137

頁。 
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戒能は、次に、法律時報 31 巻 6 号（1959）で、特集「プライヴァシーの法理――官憲と

マス・メディアの侵害を中心に」を組んでいる。ここには、私法上のプライバシー権に関

する論考として、三島宗彦「日本民法とプライバシー」、大竹武七郎「プライバシーと写真」、

香内三郎「マス・メディアの発達とプライヴァシー」が収められている。 

このうち三島宗彦は、プライバシー権として保護されるべき利益の範囲について検討し、

特に名誉とは区別する必要があることを主張した60。彼によれば、そもそも名誉毀損とは、

人に対する社会的評価の侵害であるから、かかる社会的評価の低下という事実を結果しな

いかぎり、これを理由とする救済は認められない61。また真実なる事実の報道である場合に

は、一般に違法性は弱く、とくに被害者の社会的評価を低下せしめようとする故意が認め

られるようなときでない限り、名誉毀損を構成しない62。 

そうであるならば、名誉毀損では救済されないプライバシーの侵害事例は意外に多いと

いわねばならない。プライバシーの侵害というときに考えられている保護利益は、社会か

ら隔離されている自由、別言すれば私生活享有の自由であって、名誉毀損における保護利

益とは面を異にしている63。そこで、プライバシーの侵害が同時に名誉権の侵害にもなるこ

とはあるが、両者は同じく人格権の一側面を構築しながら、原則的には異なる法益と見る

べきであるというのである64。 

以上より、三島は「プライバシーの法益は名誉の法益の周辺に、これと相接して存在す

るということができる」とする65。これは前述の河原の見解とは対立するものである。この

ように、日本における秘密権としてのプライバシーは、表現行為による名誉毀損との違い

が主たる争点として意識されながら構成されていったということができる。 

 

第二款 人格権としてのプライバシー 

その後、1960 年代に入ると、プライバシー概念が日本においても一般化し、プライバシ

ーに関する研究がより盛んになっていく。とくに、この頃になると、端的に名誉とは異な

る法益であるとしてその保護を主張するのではなく、一般的人格権という、ひろく人格的

利益を保護する包括的な権利の一部としてプライバシーの保護を論ずる研究が見られるよ

うになる66。たとえば、1962 年には、比較法学会が「人格権」をテーマにシンポジウムを

                                                   
60 三島宗彦「日本民法とプライバシー」法律時報 31 巻 6 号（1959）29 頁以下。 
61 同上、33 頁。 
62 同上。 
63 同上。 
64 同上。 
65 同上。 

66 五十嵐清、松田昌士「西ドイツにおける私生活の私法的保護――一般的人格権理論の発

展」戒能通孝、伊藤正己（編）『プライヴァシー研究』（日本評論社、1962）150 頁以下、

柳沢弘士「一般的人格権侵害の法的構成（一）（二・完）」日大法学 28 巻 3 号（1962）56

頁以下、4 号（1962）88 頁以下。 
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開き、欧米各国の法制度の紹介がなされたが、議論は私法上のプライバシー権に集中した

という67。 

 この一般的人格権は、直接には私的領域の保護を目的として、とくに戦後西ドイツにお

いて議論の対象とされたものである68。ただ、一般的人格権概念自体は早くから紹介されて

いるし69、その際すでに秘密の保護を取り上げるものもあった。宗宮信次の研究70がそれで

ある。 

 一般的人格権の一部としての秘密について、宗宮は以下のように論ずる。 

 秘密（Geheimsphäre）とは、私生活又は営業上他人に知得されざることを欲する事実で

あり、私生活に関する秘密（Privatgeimnis）中には、手紙・日記・家計簿等をも含み、営

業秘密（Geschäftsgeheimnis）中には、商業帳簿・諸種の設計図・流行調等をも含む71。

侵害の方法は、（1）自ら秘密を知ること、（2）既に知れることを公布すること、（3）これ

を具体化すること（例えば秘密の手紙を複写し、秘密の写真の模写等）により成立する72。

信書中、文芸学術的性質を有する物は、著作権の目的となり、著作権により保護を受けう

るので、秘密の信書の複製を禁止しうるが、文芸学術的性質を有さないものは勿論、その

ような性質を有するものも、一般的人格権によりその秘密は保護することができる73。また

人格権は譲渡できないため、信書の郵送を受けてその所有権を有する者も秘密開示の権利

は帰属しないが、信書の秘密は親権等により制限されるべきともいえる74。 

 このように、名誉権に関する検討を主とする論考の中で、宗宮は、財産的な利益である

営業秘密と並列的にではあるが、プライバシーを人格権の一部として保護することに触れ

ていたのである。 

 また、第二次世界大戦後、五十嵐清と松田昌士は、秘密曝露による私生活侵害に対する

保護の問題が一般的人格権理論と結びついて、西ドイツ私法学の最大の問題の一つとなっ

ているとして、当時の議論を紹介する75。 

 ドイツでは従来から、このような私生活の私法的保護の問題は人格権の一環として論ぜ

られてきたが、BGB 制定当時は、なおかかる私生活の保護は独立の人格権として自覚され

ていなかった。しかも、BGB の保護したのは、氏名、生命等の個別的人格権のみであり、

                                                   
67 その成果として、比較法研究 24 号（1963）。 
68 五十嵐、松田・前掲注（66）153-154 頁。 
69 一般的人格権概念そのものを肯定する見解としては、たとえば、富井政章『民法原論（1）

総論（上）〔第二版〕』（有斐閣、1903）109 頁、鳩山秀夫『日本民法総論（上）』（岩波書店、

1923）29 頁等。しかし、ここでは生命、身体、名誉等が例示されるにとどまり、まだ秘密

ないし秘密権には言及されていない。 
70 宗宮信次『名誉権論』（有斐閣、1939）230 頁以下。 
71 同上、230 頁。 
72 同上、230-231 頁。 
73 同上、231 頁。 
74 同上。 
75 五十嵐、松田・前掲注（66）153-154 頁。 
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それらを含める一般条項としての、いわゆる一般的人格権概念を認めなかったという。し

かし、戦後に制定されたボン基本法は、人格を最高価値として規定した（一条一項、二条

一項）。その下で、まず学説により、一般的人格権が実定法上の権利として承認され、その

中に秘密曝露に対する私生活上の保護を求める権利を含ませた76。第二次大戦後の西ドイツ

における一般的人格権をめぐる学説の対立は、主として私法方法論または法律構成の適否

をめぐる争いであり、新しく問題となった人格利益に対する法的保護の必要性については

疑問がなかったという。そしてこの理論は、ただちに判例により採用されたのであった77。 

 五十嵐と松田によるドイツの判例の検討を要約的に述べると、以下のようになる78。 

 まず、BGH は、基本法 1 条 1 項及び 2 条 1 項に基づき、一般的人格権を憲法上保障され

た基本権として承認する79。ついで、基本法 1 条 3 項により、基本権は私法取引においても

適用されるという立場に立って、一般的人格権をドイツ民法 823 条 1 項の「その他の権利」

と解し、その侵害に対し損害賠償義務を課した80。この損害賠償は当初は財産的損害に限ら

れていたが、後には一部有力説を容れ、精神的損害の賠償を認めうるとした81。損害賠償の

ほかに、一般的人格権侵害の場合に、妨害予防および妨害排除請求権の認められることも

確立している82。 

 彼等が検討した判例は、大部分が広い意味で私生活の保護に関係している。その中には、

まず、著作権の保護を受けない手紙または私的文書83や故人の日記84を勝手に公表されない

権利がある。つぎに自己の肖像に対する権利、すなわち、勝手に写真を取られない権利85、

自己の写真を勝手に約束外のことに利用されない権利86、自己の肖像を無断で広告に利用さ

れない権利87、さらには、映画の中で自分をモデルにした人物を勝手に登場させない権利88が

認められている。医師の診断書を他人に見られない権利もある。民法の氏名権の保護の適

用されない場合にも、自分の氏名が勝手に広告中に使用されることを禁止することができ

                                                   
76 同上、181-188 頁。 
77 同上、157-176 頁。 
78 同上、175-176 頁。 
79 BGH 1954 年 5 月 25 日判決（BGHZ 13, 334）。 
80 BGH 1957 年 4 月 2 日判決（BGHZ 24, 72）。 
81 BGH 1958 年 2 月 14 日判決（BGHZ 26, 349）、BGH 1961 年 9 月 19 日判決（JZ 1962, 

120）。 
82 BGH 1957 年 11 月 15 日判決（BGHZ 26, 52）、BGH 1958 年 5 月 20 日判決（BGHZ 27, 

284）、BGH 1959 年 3 月 18 日判決（BGHZ 30, 7）。 
83 BGH 1954 年 5 月 25 日判決・前掲注（78）、BGH 1959 年 12 月 22 日判決（BGHZ 31, 

308）。 
84 BGH 1954 年 11 月 26 日判決（BGHZ 15, 249）。 
85 BGH 1957 年 5 月 10 日判決（BGHZ 24, 200）。 
86 BGH 1956 年 5 月 8 日判決（BGHZ 20, 345＝JZ 56, 657）。 
87 BGH 1958 年 2 月 14 日判決・前掲注（81）。 
88 BGH 1957 年 11 月 15 日判決・前掲注（82）。 
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る89。その関連で名誉も保護される90。最後に、会話を秘密録音されない権利があげられる91。

これらの判例は、当時の社会における私生活に対する侵害の主要な場合が網羅されている

と評価することもできよう。 

 一方で、彼等が検討した判例のうち、若干のものは一般的人格権の侵害を否定しており、

それはこの権利の限界を具体的に画するものとしての意味を持つ。それらによれば、一般

的人格権は、まず基本法 2 条 1 項にいう、「他人の権利を侵害せず、かつ、憲法的秩序また

は道徳律に反しないかぎり」という限界内で認められることは当然であるが、そのほか、

正当防衛またはそれに類似する場合には人格権の侵害が許容される92。さらに、各人の一般

的人格権が衝突する場合には利益考量の原則に従って、その限界が画される93。ここではと

くに報道の自由が重視されなければならない94。 

 以上のような西ドイツにおける展開を参照しつつ、五十嵐＝松田は、日本民法上の課題

として、私生活侵害が不法行為を成立せしめるかどうか、そのとき一般的人格権なる上位

概念の定立する必要があるか、私生活の保護（尊重）を求める権利の憲法上の保障を承認

すべきではないか等をあげている95。 

 このように、一般的人格権の一部としてのプライバシーも、秘密という利益を基礎に、

名誉毀損との相違や、報道の自由との衡量が意識されつつ、論じられていると評価できる。 

 

第二節 プライバシー侵害の四分類 

プライバシー権については、一方で、保護利益の性質や侵害行為の多様性に鑑み、ひと

つの権利概念へ統一することが困難であるとも指摘されてきた96。そのような状況の中で、

わが国でプライバシーの保護を論じるにあたって参考とされたのが、ウィリアム・L・プロ

ッサー（William L. Prosser）による、プライバシー侵害の四分類である97。これは、当時

のアメリカにおける諸判例を類型化したものであった。 

それによると、プライバシー権が侵害されるのは、第一には、私生活への侵入、第二は、

私的事実の公への曝露、第三に、真実でない陳述の公表による公衆への誤解、第四に、氏

                                                   
89 BGH 1958年 12月 5日判決（NJW 59, 525）、BGH 1959年 3月 18日判決・前掲注（82）。 
90 BGH 1959 年 12 月 22 日判決・前掲注（83）、BGH 1961 年 9 月 19 日判決・前掲注（81）。 
91 BGH 1958 年 5 月 20 日判決・前掲注（82）。 
92 同上。 
93 BGH 1957 年 4 月 2 日判決・前掲注（80）、BGH 1958 年 5 月 20 日判決・前掲注（82）、

BGH 1958 年 12 月 5 日判決・前掲注（89）。 
94 BGH 1959年 12月 22日判決・前掲注（83）、BGH 1961年10月24日判決（NJW 62, 32）。 
95 そのほかに、私生活侵害が原状回復になじまないかどうか、妨害予防・排除請求権の行

使の是非、不法行為並びに妨害予防・排除請求権の成立を阻却する正当化事由（言論の自

由との衡量）を検討すべき課題としてあげる（五十嵐、松田・前掲注(66)、203-204 頁）。 
96 伊藤正己『プライバシーの権利』（岩波書店、1963）78 頁。 
97 William L. Prosser, Privacy, 48 Cal. L. Rev, 383(1960). 
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名や肖像等の営利的な利用、以上の四つの場面であるという98。 

ここでは、このプロッサーの四分類に即してプライバシーの問題の分類を行い、それら

の間の共通性と相違点とを明らかにすることを目論んだ、伊藤正己による議論を検討する。 

 

第二款 プライバシー保護の方向性 

プライバシーに関する日本初の体系書ともいえる『プライバシーの権利』において主張

される、プライバシー保護の方向性を結論先取り的に述べると、以下のようになる99。 

伊藤はまず、近代社会が一定の成熟度に達するときは、人の私事を法的に保護すること

が必要になり、わが国もこのような成熟した社会であるといえるとする。そして、アメリ

カで一般法であるコモン・ロー上の権利としてプライバシーの権利が認められるように、

わが国においても、とくに立法を要せず、法的保護に値する生活上の利益として、裁判所

が判例を通じて権利としての保護を与えうるという。すなわち、プライバシーの権利の侵

害は、民法上の不法行為となりうるもので、その場合その精神的損害に対する損害賠償や

場合によって侵害を差止める救済を受けうるのである。 

 伊藤によれば、プライバシーの権利として保護されるのは、さしあたって次の四つの類

型――それぞれが性質や構成要件を若干異にしている――をカバーするものだと考えてよ

い。すなわち、私生活への侵入、私事を他人に公開する表現、他人をして誤認を生ぜしめ

る表現、氏名や肖像などの私事の営利的利用、以上の四つである。この四類型に該当する

場合であっても、文書または口頭での被害者の明示の同意あるときには、プライバシーの

侵害は成立しない。また、表現に含まれる「公けの利益」の価値――たとえば報道的価値、

教育的価値――が、私事の保護に含まれる利益の価値に優越するときには、権利は保護さ

れない。さらに、「公けの存在」とみられる者は、ある程度、プライバシーの権利を制限さ

れることとなる。 

 この伊藤による包括的な検討によって明らかとなったプライバシーの特質のなかには、

後の学説の問題意識に直接的に繋がっていたり、それと密接にかかわりがあったりするも

のも少なからずみられる。そのため、以下では、適宜現代的な論点とも引き合わせつつ、

この主張の内容について、比較的詳細に検討していくことにする。 

 

第三款 プライバシー侵害の四類型 

1 私生活への侵入 

1.1 平穏な私生活の保護 

ここでの問題は、私人が望むような私生活の他人からの隔離が、他人や国家によって介

入されたり、侵入されたりした場合に、プライバシーの権利の保護という法的構成を採る

                                                   

98 この分類に従ってプライバシーを論じたものとして、例えば、伊藤・前掲書注（96）75

頁以下、三島・前掲書注（58）328 頁以下等。 

99 伊藤・前掲書注（96）252-253 頁。 
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ことが適当かどうかである。これらはいずれも、物理的な侵害行為を伴っていることが多

く、あえてプライバシー侵害という構成をもちださなくとも、身体的な安全や住居の静穏

に対する侵害行為として救済を与えられるような事例である。このような場合にまでプラ

イバシーの権利を拡大することは、かえってその観念を希薄化するおそれがある。 

しかし、私生活への侵害行為は、必ずしも、物理的な力が直接加わる行為とは限らない

ことに注意しなければならず、このようなときは、これをプライバシーの侵害と構成する

ことが適当になると伊藤は主張する100。その例として、彼は覗きや盗聴をあげる101。また

現代においては、このような物理的な侵襲を伴わない侵害行為（と目されるもの）が技術

の進歩の結果多様化していることが、大きな問題となっている。 

 

1.2 成立要件（私人による侵害） 

伊藤は、平穏な私生活の保護の侵害が成立する要件は、以下のとおりであるとする。 

①社会的に認められる限度を超えた侵害がなくてはならない 

われわれの社会生活において、プライバシーの保護は重要であるけれども、ある程度は

私生活に外部から干渉が加えられることを甘受しなければならない場合も多い。したがっ

て、通常人が受忍しなければならないものは、不法行為を構成しないことになる。その決

定について、伊藤は、「結局は、社会通念によるほかはない」とする102。そしてこの「社会

通念」を如何に推し量るべきであるかが、急速な技術の進歩の時代にあって、改めて問題

となっていると言える。 

②法律上それが私的秘密にしておくことができるものであること  

例えば、人は公道を歩いているときは、いわば公開された生活に入っており、これに侵

害があっても、私的な利益への侵害ではなく、プライバシー侵害の要件を満たすものでは

ないという論理がとられうる。 

しかし、このような理論構成について、伊藤はこれが「適切かどうかはかなり疑問であ

ろう」とする103。なぜなら、他人の目に晒される場所にいるからといって、それが私的生

活でないと直ちに断定しうるかどうかは必ずしも明らかではないからであり、しばしば争

われる事例として、公衆の集まる場所にいるときに、写真をとられた場合をあげる104。こ

の要件と、伊藤の意見は、監視カメラや各種センサーが街中にあふれている今日における

プライバシーの問題においても重要な争点であると言える。 

さらに、この「『公的な事柄』であれば、権利侵害は成立しない」という論理は、いわゆ

る有名人についてはその私生活に踏み込まれるのをある程度甘受しなければならないのか

という問題に連なってくる。伊藤はこの点につき、「通常の場合、この第一の類型にあって

                                                   
100 伊藤・前掲書注（96）82 頁。 
101 同上、82-83 頁。 
102 同上、85 頁。 
103 同上、87 頁。 
104 同上。 
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は、有名人といえどもプライバシーの権利をかなり広い範囲で享有できるはずである」と

する105。ただその一方で、「ある限度で有名人は、通常人に比して保護が薄くなることはま

ぬがれ難い」との留保も付している106。 

 

1.3 国家権力による侵害 

 以上は、私人によるプライバシーの侵害であるが、この種の私生活への侵入によるプラ

イバシー侵害行為は、多くの事例で国家機関によってなされていることを伊藤は指摘する

107。しかし、この場合は、国家機関の側には何らかの公益的目的があるため、その侵害行

為にもある点で法的根拠があるという事情がある。その一方で、私人による侵害の場合に

はもともと侵害の許されない場面であることがままあるのとやや異なっているといえる。

しかし他方で、国家機関による侵害は、強制力をともなっているだけに、私人にとって侵

害の危険性は大きいともいえる。そしてその故に近代憲法は、国家機関が正当な権限の範

囲を超えて私生活に侵入することに対して各種の保護を与えているのである。 

 このような国家権力による私人のプライバシーの侵害についても注目してよいと伊藤は

いう108。第二の類型以下のプライバシーの権利が、主として独占的な規模を持つ大企業や

強力なマス・メディアの侵害に対する防壁であるのに対して、この第一の類型は、むしろ

国家権力による私人の幸福で平穏な生活への干渉を防止するための役割を果たすことが多

いというのである。この点は、現代においても同様の状況にあると言えるが、一方で、情

報通信技術の利用による利益もある以上、国家による侵害を過度に強調することにも配慮

せねばならないだろう。 

 

2 私的事実の公への曝露 

2.1 表現行為による私事への侵害 

当時、プライバシーの権利の侵害として最も普通に論じられており、なお現在にあって

も主たる類型であり続けているのが、この第二の類型に属するものである。プライバシー

の権利を法的に確立するためのパイオニア的役割を果たした、前述のウォレンとブランダ

イスの論文も、ほぼこの種の侵害に関する研究であったといえる。 

しかし、実際には、この種のプライバシー権の保護はかなり遅れたことを伊藤は指摘す

る109。その理由は、「おそらく、これが、他のものに比べて、人格権的な要素が最も濃厚で

あり、それだけに従来の考え方でこれを把握することが困難であったからである」か、は

たまた「これが判決の中に登場するためには、被害者の権利意識の向上と、侵害する側の

メディアが大衆化して、侵害による精神的苦痛の量が増大することも必要」だったからか

                                                   
105 同上。 
106 同上、88 頁。 
107 同上。 
108 同上、91 頁。 
109 同上、93 頁。 
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もしれないとする110。ともあれ、プライバシーの権利に関する初期の判例は、表現行為に

よる侵害の場合であっても、ほとんどが第四の類型に属するような、広告その他の営利行

為のための利用であった。そのため、営利性を持たない、純粋の表現行為による侵害の例

は極めて少なかったといえ、このような事案で救済が与えられたのは、ほとんどが他の要

素が含まれている場合であったという。 

この類型に属するプライバシーの侵害は、とくにその権利の限界として問題が多いとい

える。なぜなら、この第二の類型に属するものには、侵害行為たる表現そのもののうちに、

報道価値や教育価値などのいわば公的な価値が含まれており、憲法上の表現の自由の保障

を受けるべき性質を持っている。したがって、表現の自由と個人の私生活の保護という利

益が相互に抵触する場面であることになる。このようにして、とくにこのような場合には

権利侵害の違法性の認定が困難になり、他面から見るならば、プライバシーの権利の限界

が問題になることになる111。以上のような理由で、違法性が阻却されることの少なくない

ことを留保しつつ、以下に、この種類の権利の侵害の成立するための要件を検討する。 

 

2.2 成立要件 

①私事を公開されたものが、まさに原告であることの証明――同一性（identification）の

立証 

その経歴が小説や映画に用いられた場合、すなわちモデル問題として論ぜられる場合に、

この点が重要となる。この点について、伊藤はアメリカの状況を参照し、「私生活の細部ま

で一致するような場合を除き、いわゆるモデル問題の時には、作者がかなり注意して、モ

デルとなった実在人物と作品中の人物との差異を明らかにしているときは、同一性の証明

という第一の要件を満たさないとされる傾向が強い」とする112。 

②人の私事を公にすること 

伊藤は、名誉毀損の場合はともかく、プライバシーの場合には、「広い範囲で公けにされ

ることが必要」であるとする113。そのため、原告の使用者やある一個人、さらには小さな

グループに伝えることは、なお十分の公開ではないということになる114。ただ、表現行為

によるプライバシー侵害の主張される事案のほとんどが、当時既に「マス・メディアやこ

れに準ずるものが利用されたときであり」、「当然に広い範囲に公開される手段が用いられ

て」いるので、「この要件が特に問題となることは少ない」とする115。インターネットが発

達した現代においても、このことは当てはまろう。 

③公開された事柄が、私的なものでなければならない 

                                                   
110 同上。 
111 同上、95-96 頁。 
112 同上、98 頁。 
113 同上。 
114 同上、98-99 頁。 
115 同上、99 頁。 
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この何が「私的なことがら」であるかについては、以下のように、その決定が困難な場

合が少なくない。 

第一に、すでに公衆の眼に晒された場所に居るかぎり、その肖像を他人から隠してはい

ないから、これを写真にとっても、私的なものの侵害とはならないのではないかという問

題がある。第二に、その事実がすでに公の記録に収められているときには、もはや私的性

質を失っているのではないかという問題もある。 

第一のような状況がすでに「公のことがら」であるとすれば、たとえばその写真が新聞

に掲載され、さらにテレビを通じて広く見られるに至っても、プライバシーの侵害となら

ないことになる。この点について、伊藤はアメリカの判例を概観しつつ、少なくとも、「そ

れを社会に知らしめるだけの価値がある」という事情の下では、それらの公表は不法行為

を構成しないとしているとする116。ただし、それが、「すでに原告が自己の肖像を公けのも

のにしていたから」であるか、「公開した側に公けの利益があり、正当な関心の対象である

から違法性を阻却するのか」、いずれの理由に基づくかは必ずしも明らかではないという117。 

この点は、私生活への侵入類型とともに、今日的なプライバシーの理解について求めら

れる、重要な観点であると言える。 

また、第二の状況については、とくに誰もがその記録を閲覧できるような場合に問題に

なるとする118。この点について、伊藤によると、アメリカの判決の立場は、「公けの記録」

に重きを置いており、その記述に重要な意味を認めているという119。しかし、「そのことの

ためにプライバシーの侵害の成立が全く否定されてしまうと断定することは早急にすぎよ

う」と、これを消極的に評価する120。なぜなら、「公けの記録は誰でも閲覧できるといって

も、事実上は狭く限られた者のみが利用する」にすぎない上に、「いかに世の注目をひいた

出来事であっても、年月の経過とともに忘却されていくのであって、それとともに公的な

価値が減退していくと考えてよい」からである121。もちろん、そのように時とともに公的

な価値が減退したとしても、なお報道価値のほかの社会的価値を持っていることもありう

る。しかし、伊藤は、「単に公けの記録に記載されているから私的な事柄ではないという単

純な論理を取ることは適切ではあるまい」と考えるのである122。この点も、様々な情報が

多様なデータベースに記録されるようになっている昨今にあっては、どこまでが公の記録

であると言えるのか、というのは、困難な問題を提供しているといえよう。 

④侵害が通常人の感覚からみて受忍し得ない程度のものであること 

社会生活をしている以上、当然に受忍しなければならない程度の私事の公開は、これを

                                                   
116 同上、102 頁。 
117 同上。 
118 同上、106 頁。 
119 同上、108 頁。 
120 同上、108-109 頁。 
121 同上、109 頁。 
122 同上。 
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違法な侵害とはいえない123。何が通常人の感覚からみて受忍しなければならない侵害であ

るかついて、伊藤は、「結局は社会的良識によって決定されるほかはない」とする124。その

ため、他人の私事を表現行為によって無断で公開するときにも、「社会的良識の線をこえな

いものであれば、違法な行為とならない」とみられる125。また伊藤は、この要件によって、

被告が原告の私事を公開したとみられるときも、その実質的な利用ではなくて、たまたま

細かな点での公開にすぎないときにも、責任がないということとも繋がるだろうとする126。 

この要件は、②の要件と相まって、この「社会的良識」をどのレベルで捉えるべきかが

問題となる。②要件との関連でいえば、全国的な表現行為に関する問題なのだから、全国

的なレベルで考えるべきものとなり得るが、しかしそれに限られるのか、状況によっては

地域性というものを考慮する必要もあるのではないだろうか、というのが本稿の問題関心

である。 

 

3 誤認を生ずる表現 

第三の類型のプライバシー侵害は、ある表現行為がなされたことによって、原告につい

て社会に誤った印象を与えられ、誤解または誤認を生ずる場合である。この問題は、個人

情報の誤った記録という形で、今日においても改めて論じられるようになっている類型で

あると評しうる。 

この点、プロッサーの説くところによれば、この種のものとしては、二つの形式の侵害

態様がみいだされる。第一は、「原告自身の意見、発言、作品でないものを、偽って原告の

ものとして表示すること」である127。第二の形式の侵害は、「原告の写真を雑誌その他が利

用するものである」が、その利用が、「その写真が実際にとられた状況と切り離されて、無

関係な記事の挿入写真とされる場合」である128。 

伊藤は、この種のプライバシーの侵害の場合にあっても、他の類型と同じく、「通常人の

感覚からみて受忍し得ないもの、社会的良識において許されない程度の侵害であることが

必要である」とする129。ただし、この場面では虚偽の要素が混入している点が考慮され、

前述の第二の類型の場合と差異があることに留意すべきではあるが、それでも一定限度ま

では受忍しなければならないというのである。 

また伊藤は、この形式のプライバシー侵害が、多くの場合、名誉毀損法をもっても救済

しうることにも注意を促す130。そのため、この類型に属する事例については、既存の名誉

                                                   
123 同上、109-110 頁。 
124 同上、110 頁。 
125 同上。 
126 同上、111 頁。 
127 同上、114 頁。 
128 同上、117 頁。 
129 同上、122 頁。 
130 同上、125 頁。 
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毀損法あるいはそれを若干変容したものを適用することによって救済することができるの

であり、プライバシー侵害として構成することは必ずしも必要不可欠といえないとも考え

られる。しかし伊藤は、このような場合において名誉毀損が求める、「その人の社会的評価

を低下させ」「たことが立証されなければならない」という要件を見逃すことはできないと

する131。一方で、プライバシーにあっては、「本人の内心の苦痛の発生があれば足りる」の

である132。そこで、この種の場合を、プライバシーの権利の侵害と構成する利益も存在し

うるのである。そのため、「多くの場合に、名誉毀損法と重複することをもって、直ちにこ

の類型の場合をプライバシー侵害として把握することを否認するのは、早計というべき」

であるという133。 

しかし後述するように、現在の民法学説においては、この類型をプライバシーの問題と

構成する見解は必ずしも多くはない。 

 

4 私事の営利的使用 

最後に、原告の氏名、肖像、経歴のごとき彼の人格と不可分のものを営利的目的、つま

り被告の経済的利得の目的をもって使用することによって成立するプライバシーの侵害を

あげる134。これは、財産的性格をもつ法理によっても、かなりの範囲でカバーされうるし、

さらには不正競争防止法によっても救済しうる面もある。その意味では、プライバシーの

法理を必要としない場面もありうる。しかし伊藤は、「これらの財産法上の原則のみによっ

て、人格的要素を無視しえない権利の侵害の本質を把握することは、問題の正しい捉え方

になりえないことが少なくないのみならず、特定の場合に、その救済を著しく不十分なも

のとし、あるいはときに法的救済を否定する結果ともなる恐れがある」とする135。 

これは、現代社会で再び重要な問題となっている類型の一つであると言える。それが伊

藤の想定していたプライバシーと呼びうるものかどうかはさておき、個人情報の利活用に

よって企業が大きな経済的利益を得ているからである。 

 

4.1 成立要件 

①被告の利用した人物が原告に他ならないこと、つまり同一性の存在 

原告自身の写真の利用の場合には、この点についてそれほど問題がない。ただし、氏名

については、困難な問題が提供されるとする136。なぜなら、氏名は確かに人格の重要な一

面をなすものとして法的保護を受けるが、特定の氏名は決して独占的なものではなく、同

                                                   
131 同上、125-126 頁。 
132 同上、126 頁。 
133 同上。 
134 同上、126 頁。 
135 同上、126-127 頁。 
136 同上、129 頁。 
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じ姓名はしばしばみられるところであるためである137。また、原告をモデルにして作られ

た絵画や彫刻に類するものにも、しばしば争いが生じる。これらについては、作者の創意

による変形が当然に加わるから、原告との同一性が問題になるのである138。 

②営利目的でなされたこと 

原告との同一性の要件がみたされたとして、第四の類型のプライバシー侵害が成立する

ためには、いうまでもなく、これが営利目的で使用されたことが必要になる139。しかし、

営利目的の場合とは何かは、必ずしも明らかではない。しかし、ともかく経済的利益と関

係のあることは必要となってこざるをえないから、これをプライバシー侵害の要件とする

と、救済の範囲は狭くなるおそれが大きい。つまり、純粋な意味でのプライバシーの救済

が文言上は困難になる。このことについて、伊藤は、「営利の目的での利用という文言の解

釈からきたものとしてやむをえないとしても、現実の社会の要請をみるときに、正当な法

のあり方とはいえないように思われる」とする140。 

また、アメリカのいくつかの例にみる営利の目的の解釈によれば、第四類型の場合は、

その救済がかなりきびしく限られることになると指摘する141。それらが比較的初期の判例

であることのほかに、被告が新聞というメディアであることも考慮に入れられているよう

に思われるという。 

 

4.2 パブリシティの権利 

この類型のものに関連してさらに考察しておくべきなのは、この類型のプライバシー侵

害を検討するとき、どうしても随伴してくる別の問題のことである142。それは、いままで

プライバシーの権利として考えてきたものが、人格権を根拠に他人の侵害から保護される

ことをその機能とする消極的権利であったのに反して、この第四の類型は、人格権的要素

に加えて財産権的な性質を多分に含んでおり、これをもっと積極的な意味をもつ権利とし

て考えなければならない場面があることである。そのため、実際的な解決として、人格権

的なものにとらわれることなく、財産権的なものを中心に把握しなければならないことも

ありうるのである。 

まさにそのような財産権的構成をとり、これを「パブリシティの権利」として位置づけ

たのは、Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, Inc.判決143である。この事案は、あ

る野球選手が、原告会社に対して、チューイングガムの宣伝のため自己の肖像を用いる独

占権を与えていたところ、別の会社である被告がその写真を同じ目的で利用したので、契

                                                   
137 同上、131 頁。 
138 同上、129 頁。 
139 同上、136 頁。 
140 同上、138 頁。 
141 同上、140 頁。 
142 同上、145 頁以下。 
143 Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866, 1953 U.S. App. 

LEXIS 4294 (U.S. App. 1953). 
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約破棄の誘導を理由として訴えを提起したというものである。 

この事件を担当したフランク裁判官は、人はその肖像写真のもつ宣伝価値（publicity 

value）につき権利を持つものであり、これを財産と呼ぶかどうかは別として、金銭的価値

を持つという意味でそう呼ぶこともできるが、しいていえば「パブリシティ」の権利とよ

びうるものである、すなわち、「多くの有名人（とくに俳優とか野球選手とか）は、その肖

像が公けにさらされることによって感情が傷つけられるどころではなく、その反対に、広

告に利用させて金をとるとかその他公けにされなくなるときに、かえって苦痛を覚えるの

である。このパブリシティの権利が、他の広告者の使用を妨げるような独占権の客体とな

りえないとすれば、金を生み出さないであろう」144として、このような有名人の肖像を、

プライバシーとは異なる観点で捉えて、原告を勝訴せしめた145。 

この点につき、伊藤は、「俳優その他の肖像の営利的利用をパブリシティの権利という新

しい概念で保護しようとすることが、適切な方法であるかには疑問が残る」とする146。し

かし一方で、「考え方としては、このような場合に救済を与えることは必要であるとみてよ

い」とする147。そして、そのために、第四の類型のうち、「通常人はともかく、俳優やその

他の人気稼業の人の場合」148には、プライバシーという人格権の要素が希薄になり、財産

権的な面が強くなってくることを認めるべきであろうとする。なぜならば、ここでは、精

神的苦痛の救済という、プライバシーの権利の本性が失われているからである。 

このようにしてみると、プライバシーの権利は、「まず氏名や肖像の無断の営利的使用に

対する保護に始まり、一般的に私事の保護へと範囲を拡大していったのであるが、やがて

権利を生み出す機縁となった営利的目的のうちに含まれるある種のものが、その範囲から

脱落してゆく」ことになったのである149。このことは、近時、「情報プライバシーの財産権」

説が唱えられていることと密接に関係しているといえる。この点については詳しくは後述

するため、ここでは近時、情報に関するプライバシー権がパブリシティ権とはまた別の、

あるいは同種の財産権として構想されるようになっていること、及びそこではまさに通常
．．

人の財産権
．．．．．

が問題になっていることに言及するにとどめる。 

 

第四款 抗弁としての「被害者の同意」 

 抗弁として注目されるのは、「被害者の同意」である150。一般的に、不法行為法の原則と

して、同意は違法性を阻却する（volenti non fit injuria）ことが認められている。そのため、

この原則は、プライバシー侵害の場合にも当然に適用され、またこの同意は、明示のもの

                                                   
144 Haelan, 202 F.2d at 868. 
145 伊藤・前掲書注（96）149 頁。 
146 同上、150 頁。 
147 同上。 
148 同上。 
149 同上。 
150 同上、169 頁。 
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に限らず黙示のものでも足りるという151。この抗弁は、現代においても様々な場面で問題

となっている。 

 もっとも、この黙示の同意という考え方を拡大し、たとえば有名人といわれるような社

会的地位を占めているときは、その肖像写真の利用について黙示の同意をしたのであると

いう理論構成が考えられる。しかし、ここにいう黙示の同意は、伊藤によれば、「具体的な

特定の表示について、公開に反対しない意思を推知するのが合理的な行動が、原告によっ

てとられている場合に限るべきである」ことになる152。そのため、有名人のような場合、

たしかに一定の場合にプライバシーの権利の侵害が認められないことがあるが、ここでは

擬制的な同意の存在を理論的基礎付けに用いるのではなく、他に免責事由を求めるべきで

あることとなる。すなわち、このような場合、被害者の同意とか不同意という問題ではな

く、表現の公益性とプライバシーの利益との対立として捉えていくことが妥当のように思

われるというのである153。 

 同意をめぐるもう一つの問題は、公開に一度同意を与えた者がその撤回を許されるかど

うかである154。理論的には、同意が無償で与えられているときは、契約も存在せず、自由

に撤回しうると考えられる。もちろん、同意が契約によって与えられているときは、撤回

することはできず、その契約条項の認める範囲内で他人のプライバシーを利用することは

差し支えないことになる。 

 しかし、他方で同意があっても、合理的にみて、その同意した範囲をこえる利用がなさ

れたときには、そこまで同意されたとは考えられない155。したがって、他の要件を充たす

ならば、プライバシーの権利の侵害が成立すると、伊藤は主張する。 

 この「被害者の同意」という抗弁は、本稿の扱うような情報の利活用の問題においても

非常に重要な要件となっている。なぜなら、事業者は、情報の取得・利活用に関する取引

約款にこの手の「同意」文言をいれることが多いからである。それを知らずに、あるいは

知っていてもやむをえず同意した消費者が、いかなる対応策を有するのか、というのが、

先取り的ではあるが、今日において大きな問題となっているといえる。 

 

第五款 プライバシーの権利の限界 

 プライバシーの権利の限界を決定するにあたって、伊藤は、擬制的な技巧ではなく、い

っそう厳密にことの実体を検討することが必要であるとする156。この立場は、結局、具体

的な場合において、表現に含まれている価値と、私生活の平和や支持の秘密を保護する価

値のいずれを優先するかによって権利の限界を見極めようとするものであり、そこではそ

                                                   
151 同上。 
152 同上、170 頁。 
153 同上。 
154 同上、174 頁。 
155 同上、175 頁。 
156 同上、191 頁。 
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れぞれの場合の具体的事実に応じて決定するほかなくなる。ただその場合の判断を指導す

るものとして、伊藤は、次の二つのものをあげる。その一つは、侵害を行う表現そのもの

に含まれる「公けの利益」、公共性がどの程度かを類型的に追及していくことである。今ひ

とつは、侵害を受けたと主張される者の社会における地位のもつ公的性格の程度を考える

ものである。 

 

1 「公けの利益」（public interest）の理論 

 ここでの「公けの利益」が何であるかを定めることは、必ずしも容易ではない。が、「少

なくとも、ある場合に、プライバシーの権利に優先する公益を含む言論のありうることは

とくまでもない」と伊藤は言う157。このような言論は、「社会の構成員が、一定の事実を知

ることに正当な（legitimate）関心を持ち、それを知ることが社会全体の利益になること」

によって、「公けの利益」を含むものであることになる158。そのため、単に民衆の好奇心を

充たすに過ぎないものは、正しい関心の対象とはいえない159。 

 それでは、このような対象となりうるものは、具体的にどのようなものだろうか。伊藤

は、アメリカの多くの判例が、報道的価値のある内容、教育的価値、啓発的価値のある内

容のものをあげることを指摘する160。 

この点、「それぞれの間で差異があるにしても、事件を報道し、あるいは教育や啓発を行

う目的で情報などを提供する場合に、ある者の氏名や肖像その他の私事を利用することに

公けの利益があると認められ、プライバシーの侵害が成立しないとされる場合のありうる

ことは確かである」161としながら、しかし伊藤は、「果して表現が保護を受けるためにもた

ねばならない価値は、ここにあげられたものに限られるとは思われない」という162。 

 要するに、報道、解説、さらに娯楽的表現などの形式の如何を問わず、そこでは、それ

に含まれている「公けの価値」が問題になるのであり、それとプライバシーの価値とが較

量され、もし前者が優先するときに、私事の保護は譲歩せざるをえないことになるのであ

る163。もしそうであるとすると、表現が報道であるか、教育的目的をもつ記事であるか、

娯楽的目的を持つものであるかは、問題を解決してしまう鍵ではなく、この価値較量にあ

たって考慮される一要因であることになる。 

 この点、今日の情報の多角的利活用の場面でも、よく「公共の利益」というものが引き

合いに出される。しかし、ここにいう公共的利益とはいかなるものか、公共とは国家を指

すのか、あるいは地域社会か、はたまた何らかの中間的団体か、それともわれわれ市民全

                                                   
157 同上、193 頁。 
158 同上。 
159 同上。 
160 同上、195 頁。 
161 同上、200-201 頁。 
162 同上、201 頁。 
163 同上。 
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体のことを指すのか、言論の問題を念頭に置いて検討する伊藤の見解からは必ずしも明ら

かとはいえない。同様に、当時のプライバシーの問題がむしろ表現行為を主たる争点とし

て議論されていたことから、公共の安全や公衆衛生といった利益がどれほど重視されるの

かもここでは明らかではないと言える。 

 

2 「公けの存在」（public figure）の理論 

「公けの存在」の理論は、「プライバシーが侵害されたと主張する人の社会的地位や重要性

に着眼して、その者のプライバシーの権利の限界を認めようとするもの」である164。 

第一に、ここにいう「公けの存在」とは何を意味するか。伊藤は、これは、「世に人気を

求める職業といってよい、俳優、歌手、プロのスポーツ選手を含むが、これよりも広く考

えてよいであろう」とする165。また、自発的な意思による「公けの存在」とは差異がある

とは認めるが、「世を騒がせる犯罪の実行者、さらにはその家族、被害者など、自発的意思

によらないで民衆の正当な関心の的になった者」にも、この理論の適用を認めてよいとす

る166。 

第二に、この理論の根拠となる理由は、プロッサーに従いつつ、三つのものが考えられ

るという。 

その一つは、「自己の私事の公開に同意をしたもので、これに不服を申し立てる権利を失

ったとするもの」である167。この点は、すでに考察したように、「公けの存在」一般に拡大

するときは必ずしも妥当ではない。しかし「少なくとも自己の意思で世に知られることを

欲して、その地位を勝ち得た人には、この理由も当てはまることが少なくない」とする168。 

つぎに、「公けの存在」といわれる人物の人格やそれをめぐる出来事は、「すでに公的な

ものとなっており、もはや彼自身の私事と考えられない」ということである169。プライバ

シーの侵害が「私事の公開」であることからも明らかなように、何らかの出来事が私事で

ないということになると、その構成要件をみたさないことになる。しかし、「場合によって

は、このような理由が妥当することも十分に考えられ」るのである170。 

最後に、出版の側は、民衆が妥当な関心を持つような「公けの存在」について、民衆に

知らせる権利をもち、これは憲法上保護を受けているとするものである171。この論拠は一

般的に「公けの存在」の理論を支持しうるといえる。 

伊藤が第三に指摘するのは、この「公けの存在」の理論が適用されるのは、前述したプ

                                                   
164 同上、229 頁。 
165 同上、241 頁。 
166 同上、242 頁。 
167 同上、243 頁。 
168 同上。 
169 同上。 
170 同上。 
171 同上。 
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ライバシーの権利の諸類型のうち、第二類型の、いわば純粋のプライバシーの場合である

ことである172。 

最後に、「公けの存在」の理論が実益を上げるのは、「私事、すなわち氏名、肖像、経歴

などが、営利性を離れた表現によって利用され、他人に公開された場合」であるという173。

このような場合に、「公けの存在」は、「通常人に比して権利の保護が希薄であり」、「プラ

イバシーの権利の侵害が認められないのが原則」なのである174。しかし、このような場合

に、常に「公けの存在」の権利が否定されるか、その限度がどこにあるかが問題になる。 

この問題については、つぎのような点が考慮されねばならないと伊藤は言う。 

その一つは、「公けの存在」といっても、純然たる私生活があり、それは保護されてよい

ことである175。今ひとつの考慮すべき問題は、たとえ「公けの存在」であっても、それが

永久性をもたず、時の経過によって公共性を失い、通常人と同じだけのプライバシーの権

利を復活せしめうるのではないかという点である176。後者の点について敷衍して、伊藤は

以下のような具体例を挙げる。「公けの存在」も終生そのままであることはできず、平凡な

生活に復帰することも少なくない。まして、「公けの存在」を広くみて、犯罪者や犯罪の被

害者を含めるとき、過去の事実はできるだけ隠しておきたいものである。それにもかかわ

らず、「公けの存在」の理論が時の経過に関連なく適用され続けることは、妥当とはいえな

いのである。 

 

第三節 『宴のあと』事件判決によるプライバシー権論の採用 

以上のような学界における研究と呼応して、いわゆる『宴のあと』事件に関する東京地

判昭和 39 年 9 月 28 日（下級裁判所民事裁判例集 15 巻 9 号 2317 頁）が、私法上のプライ

バシーの権利を認めることとなった177。地裁の判決であるとはいえ、プライバシーの権利

がわが国においてもひとつの権利として、はじめて裁判所により承認されたのである。 

この事案は、三島由紀夫のモデル小説『宴のあと』で、元外務大臣 X と料亭「般若苑」

の女将 A との関係（接吻、同衾、足蹴にしたこと）が描かれ、これが X のプライバシーを

侵害したとして争われたものである。X は、訴状の中で、個人の尊厳に関する憲法第十三条

の規定をあげ、「この自由および幸福追求の権利の一つとして、すべて国民は『一人でいる

権利』すなわちその私的生活が、その意に反して不当に公表されたり、のぞき見されたり

することから保護される権利（プライバシーの権利）をもっている」と主張した。 

本東京地裁判決以前の法律家の見解は、現に事件が裁判所に係属中であっただけに、断

                                                   
172 同上、244 頁。 
173 同上、245 頁。 
174 同上。 
175 同上、246 頁。 
176 同上、248 頁。 
177 この判決以前に、大阪高判昭和 39 年 5 月 30 日高刑集 17 巻 4 号 384 頁が肖像権に関す

る刑事上の事案においてプライバシーに関する定義を示している点には注意。 
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定的な判断を避ける傾向が見られた。しかし、本件によってプライバシー権に関する判例

が確立することを待ち望む意見と、モデル小説という事案の特殊性ゆえにこれに消極的な

意見、二つの潮流を読みとることが可能である。 

まず戒能は、「プライバシーの法的問題として、最近広く報道された」X「の事件でも、

個人のサンクチュアリー（聖所）に踏み込んだ叙述が明らかにみられている。あのような

場合には、文芸作品という抗弁は、当然のこととして問題にならない。プライバシーは名

誉毀損同様に個人法益の問題である。……作品の文学性に関する評価は、個人法益に直接

関係しないわいせつか否かの判定には重要な意味がある。けれども個人法益に直接関係す

るプライバシー、名誉毀損に関していえば、どちらでもよいこと、というよりも、文芸価

値の高いものほど加害度は高まる可能性さえあるのである。ことがらは、その意味では小

説『宴のあと』が」X「夫妻を暗示しているか否か、」X「自身のサンクチュアリーに立ち入

っているか否かにかかっている。私の判断では、たとえ表現を美化しても、甲と乙とが結

婚するまでの過程、寝室、夫婦げんかなどにつき、あたかも見てきたように書くことは、

被描写者のサンクチュアリーに立ち入ることであり、プライバシー侵害に属すると信ぜら

れるが、この点について判例ができるだけ早く確立することは、法律学上の問題としても

望ましいことである」178と主張した。 

これに対し、かなり多くの研究者は慎重な態度を示してきた。四宮は、「芸術的昇華の程

度に応じて、モデル自身の私事は架空の人物の出来事たる性格を濃厚にしていくと考えら

れるから」、「素材のままで投げ出されたならばプライバシー侵害と断ずるほかないような

私事の公開も、作者の人間観を表現するための手段として用いられ、芸術的に昇華してい

るなら、違法性を希薄ならしめられる」179とした。また幾代通は、「問題とされている作中

人物の私生活や心理状態の叙述についていえば、この種の事項は本来は余人（作者も含め

て）のうかがい知ることの不可能または困難なことがらに属するから、合理的な読者なら

ば、むしろこれをもって作者の芸術的想像力の生み出した純粋の創作であり虚構であると

受けとる可能性のほうが強いはずであるという議論の余地もある」とし、文学作品の場合

は報道と異なり作中人物の私生活に関する叙述を全くなくすことは不可能だから、描写や

叙述の態様如何にかかってくるという立場に立って、『宴のあと』の具体的判断として不法

行為の成立に確信はない、との消極的回答をした180。 

このような議論のさなか、東京地裁は、以下のように判示した。まず、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」として理解し、日本国憲

法のよって立つところである個人の尊厳という思想からは、「正当な理由がなく他人の支持

を公開することが許されてはならない」という原則が導き出されるとした。また、「このこ

との片鱗はすでに成文法上にも明示されているところ」であると述べて、他人の住居のぞ

                                                   
178 戒能通孝「プライバシーとその範囲」法律時報 33 巻 5 号（1961）15 頁。 
179 四宮・前掲注（49）33 頁。 
180 幾代通「モデル小説とプライバシー」法律時報 33 巻 5 号（1961）39 頁。 
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き見の禁止（軽犯罪法第 1 条第 1 項 23 号）、相隣地の観望の制限（民法第 235 条第 1 項）、

信書開被罪（刑法 133 条）をあげた。さらに、今日のマスコミの発達した社会では、「その

尊重はもはや単に倫理的に要請されるにとどまらず、不法な侵害に対しては法的救済が与

えられるまでに高められた人格的法益であると考えるのが正当であり、それはいわゆる人

格権に包摂されるものではあるけれども、なおこれをひとつの権利と呼ぶことを妨げるも

のではないと解するのが相当である」とし、従来の比較法研究を総合する役割を果たした。 

そして、「プラバシーの侵害に対して法的な救済が与えられるためには、公開された内容

が(イ)私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受けとられるおそれのある事柄である

こと。(ロ)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。(ハ)一般の人々に未だ知られていないこと。を必要とし、

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を必要とするが、

公開されたところが当該私人の名誉・信用という他の法益を侵害するものであることを要

しないのは言うまでもない」とし、プロッサーの四分類とほぼ同一といえる要件を設定し

つつ、名誉毀損との区別をも設けたのであった。 

また、このころから、マスコミによる名誉・プライバシー侵害に対して社会的関心が高

まるようになり、マスコミと人権とを対立的に捕らえる把握方法が一般化するようになる

181。 

さらに、1960 年代後半あたりから、私人によるプライバシー侵害ばかりではなく、国家

権力による侵害に対しても関心が向けられるようになる182。私法上のプライバシー権の理

論についても無論引き続き展開が見られるが、それと同時に、プライバシーと対抗関係に

ある表現の自由や知る権利との関係が積極的に論じられるようになるとともに、（主に国家

の機能の）コンピュータリゼーションに伴うプライバシー侵害に対する危機感が高まって

いったのである。そのため、徐々に憲法上のプライバシー権の理論が学界で積極的に論じ

られ始める183。 

 

第四節 本章のまとめ 

本章では、戦前におけるアメリカの比較法研究（秘匿権としてのプライバシー）と、戦

後における西ドイツの比較法研究（一般的人格権としてのプライバシー）の成果として、

プライバシー概念が日本の法学界に徐々に受容されるようになり、その後の伊藤による包

括的なプライバシー権研究とあわせて、『宴のあと』事件判決に結実する過程を、適宜本稿

                                                   
181 そのような図式を描く論考として、例えば、堀部政男「マスコミと人権」ジュリスト 449

号（1970）55－56 頁。 
182 例えば、伊藤正己（編）『名誉・プライバシー』（日本評論社、1972）は、プライバシー

を単に私法上の権利として捉えるばかりではなく、公法上の権利としても位置づける、い

わば総合的把握方法を試みている。 
183 一方で、民法学と刑事法学の両面からのアプローチを採用したものものある。例えば、

五十嵐清、田宮裕『名誉とプライバシー』（有斐閣双書、1968）。 
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の問題意識とからめつつ、略述した。この『宴のあと』判決は、下級審ながら、今日の日

本のプライバシー権の原型を示したものとして、現在においても広く評価されている。こ

こにおいて、人格権の一類型としてのプライバシー権が、名誉とは異なる利益として不法

行為法上保護されることが明らかになったといってよい。 

この点、『宴のあと』判決が示したプライバシーの概念は、「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」であり、その侵害の成立要件は、①私生活上の事実、ま

たは私生活上の事実らしく受けとられるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性

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、③一般の人々に未だ知られていないこと、④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である。 

この事案がモデル小説に関するものであることもあって、以上の要件が、今日的な情報

の多角的利活用の場面にどれだけ応用できるかと言えば、心もとないところが大きかろう。

その原因は、プライバシー侵害の包括的な検討をした伊藤の研究を見ても明らかなように、

当時の研究が問題の焦点を（当時の先端的な事例である）表現行為に合わせてしまってい

たという、時代背景にあるといえるだろう。そのため、時代が下がり、科学技術が進歩す

るに従って、この判決のプライバシー概念及び侵害成立要件は、学説による批判にさらさ

れていくことになる。 

 ただし一方で、当時の研究が、情報の一次的収集の問題というよりもむしろ、表現行為

という二次的な行為態様に着目していたのは、正当な問題関心であったともいえるだろう。

いみじくも伊藤が指摘するように、表現行為によるプライバシーで問題なのは、マス・メ

ディア等により大々的全国的に秘密が公となってしまうことの不当性であり、仲間内など

でそれが明らかになる場合は、しいて不法行為とする必要性に乏しいのである。現在はこ

れが表現行為ではなく多角的な利活用となっているため別個の考慮が必要だが、そこにお

いて重要なのは、あくまで情報の一次的な収集ではなく、二次的な利用の不当性ともいえ

るではないだろうか。後の研究――特に自己情報コントロール権の出現――によって、そ

の方向性が一次的収集をも含めた情報主体の同意の問題に向かってしまったことは、脱ア

トム的個人主義の試みが指摘するように、或いは混乱のもとだったのかもしれない。 

また他方で、伊藤の包括的な研究に示された争点は、今日においてもなお重要なものが

多いことも特筆すべきである。本稿の問題関心と引き付けて再度整理するならば、私生活

への侵入要件における「法律上それが秘密にしておくことができるもの」とはいったい如

何なるものなのか、抗弁としての「被害者の同意」をどのように理解すべきか、あるいは、

そのような観点は必要なのか。また、ここにいう「公けの利益」とは、表現行為とは別個

の問題領域である情報の利活用の問題において、具体的にどう措定されるべきかといった

争点がカギとなると言える。 

最後に、この時期のプライバシーに関する研究はおおよそ「まちづくり」という観点か

らはなされていなかったことも、付言しておく。 
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第二章 国家による積極的な関与とプライバシー 

第一節 公法上のプライバシー 

後に検討するように、今日の民法学説においては、本章において検討する憲法上のプラ

イバシー理論が、それぞれ、賛否の別はあるが広く紹介・検討されている。また、これら

憲法学説の中には、のちの民事裁判例に影響を与えているとされる学説も少なからず見ら

れる。そのため、本稿は主として私法上の問題を扱うものであるが、ここで憲法上のプラ

イバシー権論の展開についても検討することにしたい。 

プライバシーの問題を対国家のそれとして論じたものの先駆的業績のひとつには、前述

の戒能通孝「プライヴァシィ権とその保障」がある。 

彼は、この論考の中で、不法行為上のプライバシー侵害を論ずる一方で、「現在の日本の

判例では、盗聴器の設置を合法化し、写真撮影とその濫用を認めるほど、この権利を実質

上否定しているのである。いわんや今度の警職法改正案第 6 条において、『公共の安全と秩

序』に対する危害を避けるため、警察官の土地・建物立入権を認めようとしていることは、

『プライヴァシィ権』を頭から否認しているのと同じである」とし、「プライバシィに関す

る原則は、共同体的生活の中にはなかつたというものの、個人主義的生活の中には当然存

在しているし、また存在しなければならないのである。しかるにこの原則は、裁判上にお

いてすら承認されていない。ここに個人主義的生活を基礎とする憲法の危機がある。われ

われは頑固といわれる程度まで『プライバシィ権』の存在を主張しなければならないし、

またそれこそが日本国憲法のみならず、近代憲法一般の要求である」と主張する184。 

また、和田英夫は、プライバシーの権利とは、「ひとりで居させてもらいたいという権利」

であると先述のウォレンとブランダイスの見解に依拠しつつ、これは憲法上、きわめて広

範な普遍的な権利であり、むしろ、「自由」一般や「権利」一般そのものと置きかえうる概

念のように思われるとする185。それは、その基本的性格において、わが憲法 13 条に保障す

る個人の尊重と幸福追求権の規定を示唆させるものであり、その個別的規定としては、と

りわけ、思想・良心の自由（19 条）、信教の自由（21 条）〔原文ママ〕、表現の諸自由（21

条）、居住・移転・職業選択の自由（22 条）、学問の自由（23 条）等の自由権の保障にかか

わるものと考えられるし、また、特殊な人身の自由としては、行政権力・警察権力の限界

の問題と関連して、住居不可侵の原則（35 条）の規定に関連をもつであろうという。そし

て、そこからただちに推知しうるように、プライバシーが国家権力との関連において問題

化する場合には、周知の「公共の福祉と基本的人権」という方式とほぼアナロジーをなし

ている186。 

                                                   
184 戒能・前掲注（59）145 頁。 
185 和田英夫「国家権力とプライヴァシー――その公法的側面」法律時報 31 巻 6 号（1959）

4 頁。 
186 同上、5 頁。 
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和田は、プライバシーの問題がむしろ本来は民事上及び刑事上の問題であることを指摘

しつつ、アメリカでは最近においては、国家権力とくに議院の国政調査権の無慈悲な圧迫

のもとに脅かされるに至り、憲法上の新たな、しかし優れて今日的な問題的性格を濃厚に

有してきたとし、アメリカにおける概況を紹介する187。しかし日本にあっては、アメリカ

にみるような人権保障と国政調査権との法制度的な、豊富にして緻密な関連が憲法理論上、

具備されていないこと、また、国際的緊張の反映が議院の国勢調査委員会の中で、証人の

基本的人権の侵害というかたちで鋭くあらわれることもすくないことのためか、立法府に

関する問題としては、憲法上の解釈論としてはほとんど展開されていない188。 

むしろ、日本では、プライバシー問題は、さまざまな形をとりながらも、「伝統的な根強

い官僚的統治機構を背景に、行政権力のもとにあってこそ、日常的な、しかし重大な局面

を見せ付けているといってよいであろう」189とし、とくに、典型的な事例として、破壊活

動防止法の実施に当る公安調査庁職員の活動と、警察法・警察官職務執行法の実施に当る

警察官の職務活動について論じる。 

また、プライバシーの権利が、当時問題として鋭く提起されるにいたったことについて

は、「少なくともわれわれのみてきた国家権力特にその公法的問題に関する限りは――基本

的には国際的緊張とそのはね返りとしての『国家的利益』『国家的安全』の異常な強調が不

可分な前提となっていたようである」190とする。それがアメリカにおいては、国政調査権

をめぐる「調査による政治」として、マッカーシーズムの名のもとに「異端審問所」とし

ておそれられたことを指摘しつつ、一方で、わが国にあっては、かようなかたちでのプラ

イバシーへの脅威よりも、「むしろ差し当っての問題としては、行政権力の拡大・強化が進

行してゆく過程において生ずる」プライバシーの脅威のほうが、より切実に、危惧される

であろうとする191。 

また、同じ特集では、森川金寿「刑事捜査上の問題点」が収められている192。森川は、

主としてわが国におけるプライバシー侵害の諸相を整理し、つぎにアメリカの判例（例え

ば、電話盗聴に関する Olmstead v. U.S.(1928)）などの検討を通して犯罪捜査とプライバシ

ー保護の現状について論じている。 

その後、1960 年代にはいると、久保田きぬ子が、アメリカにおけるプライバシー権と表

現の自由・捜索権・議会の調査権との関係について検討している193。彼女は、「プライバシ

                                                   
187 同上、4-8 頁。 
188 同上、8 頁。 
189 同上、9 頁。 
190 同上、11 頁。 
191 同上。 
192 森川金寿「刑事捜査上の問題点」法律時報 31 巻 6 号（1959）12 頁以下。 
193 久保田きぬ子「プライバシーの権利」田中二郎（編集代表）『日本国憲法体系 第七巻 

基本的人権（1）』（有斐閣、1965）145 頁。 

また、1960 年代における憲法上のプライバシー権研究としては、訳書ではあるが、ウィ

リアム・ダグラス（著）、奥平康弘（訳）『基本的人権』（有信堂、1960）も挙げられる。こ
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ーの権利は、通常、主として、民事法上の問題として論じられているが、いうまでもなく、

この領域にのみ止まるものではない」194として、アメリカにおけるプライバシーの権利に

関し、憲法上の権利として明示的に保障されているものとの関係において、若干の考察を

試みたのであった195。 

以上のように、従来は民事上（ないし刑事上）の問題とされてきたプライバシー権の議

論が、憲法の観点からも積極的になされるようになり、ついには「ほうっておいてもらう

権利」という古典的な理解を塗り替えんとする見解があらわれる。次節において検討する、

いわゆる自己情報コントロール権説がそれである。 

 

第二節 自己情報コントロール権としてのプライバシー 

科学技術の発展に伴い、個人に関する情報が国家等によって否応なく収集・利用され、

従来想定されていたものとは異なるプライバシー侵害が問題とされるようになると、情報

に関するプライバシーを自己情報コントロール権とする構成が有力化した。日本における

その主唱者は、憲法上のものとしては佐藤幸治であり、この見解を（個人情報保護法の制

定に携わること等を通じて）公法私法に拘わらない一般的なプライバシーに関する見解と

して昇華したものとして、堀部政男の見解があげられる196。ここではこの二人の見解と、

彼らの議論に対して批判を行ったもののうち、自己情報コントロール権説への批判に的を

絞ったものとして、内野正幸の見解を検討したい。 

 

第一款 自己情報コントロール権説 

1 佐藤幸治の見解 

わが国における新たな、憲法上のプライバシー権理論は、1970 年に発表された佐藤幸治

                                                                                                                                                     

の第二部は、「ひとりでほうっておいてもらう権利」として、プライヴァシー権を論じてい

る。 

ダグラスは、その中で、プライバシーの権利について、次のように広く解釈している。「実

際、便宜上ひとりでほうっておいてもらう権利と呼ばれ得るこれらの権利の一つの集合体

がある。これは、プライヴァシーの権利に関係するものであり、――ときには憲法上明示

的に、ときには黙示的に存在するものである。このプライヴァシーの権利は、宗教の自由

と良心の自由とを保障する。またそれは、家庭のプライヴァシーと個人の尊厳とを保障す

る。近代的な社会条件のもとにおいては、この権利は、電話盗聴および、私的な会話の機

密を拾い上げる電気装置の使用をも含む。さらにそれは……捕らわれの観衆（captive 

audience）の問題にも関係する。」（同書 95 頁）。 

 そして、ダグラスは、「この権利は、憲法のいくつかの条項――修正第一条・第四条およ

び第五条などを含めて――から引き出される保障である」（同書 96 頁）と、その憲法上の

根拠を明らかにしている。 
194 久保田・前掲注（193）146 頁。 
195 同上、147 頁。 
196 この点、佐藤も自己情報コントロール権構成に立つことにより、公法上および私法上の

プライバシーの諸問題を統一的に理解する道が開かれることをすでに指摘している。佐

藤・後掲注（197）16 頁。 
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「プライヴァシーの権利(その公法的側面)の憲法的考察」によって提唱されたといえよう。

この見解は現在、様々な批判を受けながらも、少なくとも憲法学説上は通説的立場にある

といえる。 

佐藤は、この論考において、プライバシーの権利は、「自己についての情報をコントロー

ルする権利」と定義できるのではないかとした197。それは、単なる秘密でも社会からの隔

離でもなく、「他人が自己についてのどの情報をもちどの情報をもちえないかをコントロー

ルすることができる」点に本質的な意義があるというのである198。彼は、このようなプラ

イバシーは、「何か他の利益または価値を保護するための手段としてではなく、それが人間

の最も基本的な愛・友情・信頼といった関係と不可分に結び付いているが故に、つまりプ

ライバシーなくしてはそのような関係はありえないが故に、保護されるべきだ」としてい

る199。その背後には、「人間の尊厳」或いは「個人の尊厳」の価値が存在する200。そして彼

は、このような権利が台頭してきた社会的背景として、社会の産業化・都市化に伴う私生

活領域への侵入の危険性の増大、第二次世界大戦以降の政府による個人の情報収集の拡大、

及び技術革新による情報収集方法の変化を挙げている201。彼は、「いわゆるデータ・バンク

社会の問題をも視野に入れた包括的定義にして、プライバシー保護法制定への規範的議論

の基礎を提供するもの」として、自己情報コントロール権という構成を評価しているので

ある202。 

佐藤は、「ひとりで居させてもらいたいという権利」という古典的定義には、次の三点で

欠陥があると批判する。第一に、それは「明らかに広汎に失する」もので、これでは「お

よそ自由一般ないし権利一般の意味合いを持ちうる」。もしプライバシーが、そのような諸

自由・権利の総称にすぎないなら、何故そもそもプライバシーという概念を用いるのか、

その意義が問われねばならないというものである。また第二に、かりにこの定義に沿って

プライバシーを理解したとしても、「ひとりで居させてもらえない」場合にプライバシーの

侵害と認められない場合が生じてくる不都合がある。第三に、この古典的定義が、消極的

な響きをもっている点である。プライバシー権が意味を持つためには、「人間がまさしく他

者と接しなければならない存在であることを前提に、かかる人間の活動の場にも意味のあ

るものであることが必要である」203というのである。 

ただ佐藤も、この「自己についての情報をコントロールする権利」という概念規定では、

一方で自己についての情報に対するコントロールのあらゆる喪失または取得がプライバシ

                                                   
197 佐藤幸治「プライヴァシーの権利（その公法的側面）の憲法的考察（一）」法学論叢 86

巻 5 号（1970）12 頁。 
198 同上 12-13 頁。 
199 同上、13 頁。 
200 同上、15 頁。 
201 同上、19-23 頁。 
202 佐藤幸治「権利としてのプライバシー」ジュリスト 742 号（臨時増刊『情報公開・プラ

イバシー』）162 頁。 
203 同上、158、160 頁。 
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ーの喪失または取得となるかという点で疑問が残り、それ故定義があまりに広汎で曖昧す

ぎないかの批判の余地があり、他方で堕胎決定のように、自己に関する情報に関連しない

場合でも尚プライバシーの問題とされるべき場合があり、狭すぎるのではないかという批

判の余地があることを認める204。彼は、後者の批判は本質的なものではないとして退ける205

が、前者の批判には尚検討すべきものが含まれていると考える。 

そしてこの批判に応じるには、「プライバシー」と「プライバシーの権利」を区別し、「プ

ライバシー」を一つの状態と捉え、そのうちで一定の範囲が「プライバシーの権利」とし

て保護されると考えるか、或いはコントロールの概念を厳密にするという二つの方法が考

えられると言う206。そして、第一のアプローチによれば、確かにプライバシーは「個人に

対する他者のアクセスが限定されている」状態と考えることができ、そのうち価値あるも

のを権利と捉えることができるが、どのような範囲が法的保護とされるべきかの課題が残

されるという207。また、第二のアプローチによって、例えば個人の親密な情報に限定する

ことも考えられるが、これではデータ・バンクの問題に十分対応しきれないのではないか

と疑問を呈している208。 

結局彼は、自己情報コントロール権説に問題が残されていることを認めつつ、しかしプ

ライバシーは一つの有用な概念たりうるのであり、それを否定してしまうことは何故その

ような権利に対する要求が強まってきたのかを見失うものだとして、自己情報コントロー

ル権説に立つことを選択する209。 

では個人に関する情報はすべてプライバシーなのであろうか。この点での批判を考慮し

て、佐藤は結局自己情報コントロール権をより限定的に把握する。佐藤は、アメリカのグ

ロス（Hyman Gross）210、フリード（Charles Fried）211、ウェスティン（Alan F. Westin）

                                                   
204 同上、163 頁。 
205 佐藤は、情報コントロール権としてのプライバシーと自己決定権としてのプライバシー

の関係に関する批判に対して、「『幸福追求権』は包括的基本権なので、それによって保障

されるというためには、内容特定的に個別化しなければならず、プライバシーの権利は「自

己情報コントロール権」と解し、自律権的なものはプライバシーの権利とは別個の範疇の

権利として考えるべき」であって、決してその保護に消極的なわけではないとしている（佐

藤幸治「日本国憲法と『自己決定権』――その根拠と性質をめぐって」法学教室 98 号(1988)7

頁）。また、アメリカ合衆国において、このような公権力による干渉からの自由を、プライ

バシーの権利として扱うのは、実態的デュープロセスに端的に立ち戻ることは回避したい

という配慮が作用しており、歴史的事柄を異にするわが国にあっては、憲法 13 条の幸福追

求権の一内実としての「人格的自律権（自己決定権）」として考えていくべきであるとする

（同・前掲注(202)161 頁）。 
206 佐藤・前掲注（202）163 頁。 
207 同上。 
208 同上、164 頁。 
209 同上。 
210 Hyman Gross, The Concept of Privacy, 42 N.Y.U. L. REV. 34 (1967).  
211 Charles Fried, Privacy, 77 YALE L.J. 475 (1968). 
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212、ミラー（Arthur R. Miller）213等の見解を参照しつつ、繰り返すように、プライバシー

の権利を「自己に関する情報をコントロールする権利」と定義する。そして、プライバシ

ーの権利について、人が「自らを道徳的行為者ととらえることにかかわる限りにおいて、

自らについて何が他者によって知られるかについてもっているコントロール」というよう

な理解の仕方214に共感を示す。さらに、その情報を、「本来個人に関するすべての情報では

なく、そのような情報のうち道徳的自律の存在としての個人の実存にかかわる情報を内容

とする」「センシティブな情報」と理解する215。彼は、このような情報をコントロールする

権利の侵害が、プライバシー権侵害だというのである。そして、データ・バンクの問題に

言及して、「公権力が、個人の道徳的自律と存在に直接かかわらない外的事項に関する個別

情報を、正当な政府目的のために、正当な方法を通じて取得・保有しても、直ちにはプラ

イバシーの権利の侵害とは言えない。が、かかる外的情報も悪用されまたは集積されると

き、個人の道徳的自律と存在に影響を及ぼすものとして、プライバシーの権利の侵害の問

題が生じる」と述べている216。このことは、個人に関する情報にも異なる性質のものがあ

ることを示している。 

佐藤は、以上の点をさらに敷衍する。すなわち、自己情報コントロール権がなお「私生

活」の保護との結び付きで理解されていることに対し、「私生活」が何であるか定義されて

おらず、「公的生活」でないものが「私生活」だと言うのでは無意味であるという批判217に

触れ、にもかかわらずプライバシーが私的なものの保護に関するものであることは否定し

えないとして反論している218。そこで、先に示した自己情報コントロール権限定の第一の

アプローチを採って、まずプライバシーとプライバシーの権利を区別する。すなわち、プ

ライバシーは「個人に対する他者のアクセスが限定されているという人の存在状態に関す

る記述概念」であるのに対し、プライバシーの権利は「他者との交流・接触の中で過ごす

人間にとってそのようなプライバシーが果す役割に注目し、評価的に法的保護の領域に取

り込もうとするもの」だと定義する219。 

従って、「自己情報コントロール権」としてのプライバシー権は、「文字通り個人に関す

るすべての『情報』のコントロールを意図しているものではなく、人権論的にいえば、個

人が、『固有の尊厳』をもつ人格の自由な展開にとって重要な『情報』を、その展開を妨げ

                                                   
212 Alan F. Westin, Privacy and Freedom, 25 WASH. & LEE L. REV. 166 (1968). 
213 ARTHUR R. MILLER, THE ASSAULT ON PRIVACY――COMPUTERS, DATA BANKS, AND 

DOSSIERS (Univ. of Michigan Press, 1971).邦訳として、片方善治、饗庭忠男（監訳）『情

報とプライバシー』（ダイヤモンド社、1974）。 
214 J. Kleinig, Human Rights, Legal Rights and Social Change, in HUMAN RIGHTS 36,45 

(Kamenka & Tay eds., St. Martin’s Press, 1977). 
215 佐藤幸治「プライバシーと知る権利」法学セミナー359 号（1984）24 頁。 
216 佐藤幸治『憲法』（青林書院、1981）316-317 頁。 
217 阪本・後掲書注（266）191 頁。 

218 佐藤・前掲注（215）18、23 頁。 

219 同上、23-24 頁。 
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られないような姿においてコントロールすることを可能ならしめることを内実とする権利」

だという220。彼はここで、プライバシーの主張を適切に行うための要件として、個人に関

する情報に「プライバシー固有情報」と「プライバシー外延情報」の区別を設ける。前者

は、まさにプライバシー固有のセンシティブな情報であり、「道徳的自律の存在としての個

人の実存にかかわる情報」であり、後者はその周辺情報である221。「プライバシー固有情報」

は、具体的には、「人の内部的な身体的状況・特徴とか精神過程にかかわる情報、思想・良

心の基本にかかわる情報、きわめて不当な社会的差別の原因となる情報等」とされている222。 

このようにして佐藤は、固有情報については即プライバシーの権利侵害が問題となりう

るのに対し、外延情報では即プライバシーの権利侵害の問題となるものではなく、ただ一

定の形態での外延情報の収集・利用はプライバシーの権利の問題としようという二段構え

の構成を構想している。そして、固有情報については収集されないこと、固有情報がやむ

にやまれない政府利益によって収集される場合、その情報が同種のかかる利益によって正

当化される範囲を越えて利用または提供されないこと、外延情報であっても、道徳的自律

の存在としての個人の生存様式を危うくするような形で収集・利用または提供されないこ

とが、確保されるべきだという223。 

 

2 堀部政男の見解 

また、以上のような佐藤の見解と並んで、日本における自己情報コントロール権説の主

唱者としては、堀部政男が挙げられる。 

堀部は、「アメリカにおけると同様な憲法的プライバシー権理論は、佐藤幸治によって提

唱されたといえよう」と一定の評価をしつつも、憲法的プライバシー権が即コントロール

権としてのプライバシー権ということにはならないとする224。そして、彼は、ブラウステ

イン（Edward J. Bloustein）225、ビーニイ（William M. Beaney）226、ウェスティン227、

ミラー228等の見解を検討しつつ、プライバシー権は、「ひとりにしておいてもらう権利」（干

渉阻止権）という消極的・受動的定義に加えて、「自己に関する情報の流れをコントロール

する権利」（コントロール権、自己情報支配権）という積極的・能動的定義が創造されるよ

                                                   
220 同上、24 頁。 
221 同上、25 頁。 
222 同上。 
223 同上、26 頁。 

224 堀部政男『現代のプライバシー』（岩波新書、1980）118 頁。 

225 Edward J. Bloustein, Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean 
Prosser, 39 N.Y.U. L. REV. 962 (1964). 
226 William M. Beaney, The Right to Privacy and American Law, 31 LAW & CONTEMP. 

PROB. 253 (1966). 
227 Westin, supra note 212. 
228 MILLER, supra note 213. 
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うになったとする229。 

堀部はまず、ブラウステインの見解について、以下のように論じる230。ブラウステイン

の理解によれば、プロッサーは、「プライバシーは独立の価値ではなくて、むしろ名誉に対

する利益、精神の平静さに対する利益、および無体財産に対する利益の集合であると定義

することにより、ウォレンとブランダイスを事実上否定」したことになる。このプロッサ

ーの考え方を批判的に検討したブラウステインは、プライバシーを人間の尊厳という価値

を基礎に統一的に構成しようと提案している。このようなブラウステインの見解を、堀部

は、プライバシーの不法行為法上の権利としてあるいは憲法上の権利として把握するより

も、統一的に理解することを可能にするメリットをもっているとして評価している231。 

また、プライバシーの権利をもっと積極的・能動的な権利として捉えていこうとするも

のとして、ビーニイ、ウェスティン、ミラーの見解を紹介する。まず、ビーニイのプライ

バシー権の理解は、「他の個人（グループ、クラス、団体または政府）が、（a）自己の思想、

書き物、氏名、肖像、その他本人であることを示すものを、取得し利用すること、（b）自

己に関するもしくは自己が個人的に責任を負っている者に関する情報を、取得し明らかに

すること、または（c）物理的にもしくはより巧妙な方法で自己の生活空間や自己の選ぶ活

動領域に、侵入することができる程度について、ある個人（グループ、団体、クラス）が

決定する法的に承認された自由または権限である」と紹介しつつ、要するに、「一人にして

おいてもらう権利」というような消極的意義付けではなく、他人が自己に関する情報を利

用できる程度を決定する権限を、自己が有しているという、きわめて積極的な意味づけに

なっているとする232。 

また、類似の見解として、ウェスティンの、「プライバシーとは、個人、グループまたは

組織が、自己に関する情報を、いつ、どのように、また、どの程度に他人に伝えるかを自

ら決定できる権利である」とする見解を紹介し、これらの見解に共通しているのは、プラ

イバシーの権利主体を、単に「個人」に限定しないで、「団体」にまで広げていることに着

目する233。 

しかしながら、これに対し、堀部によると、ミラーは、プライバシー権の主体を個人と

する見解に回帰しているという。「最近、法律家や社会学者は、効果的なプライバシー権の

基本的特質は自己に関する情報の流れをコントロールする個人の能力――社会関係や個人

の自由を維持するのにしばしば不可欠な力――であるという結論に到達するようになった。

これと相関的に、個人が自己に関する情報の流れを統御する栓のコントロールを奪われる

ならば、ある程度までその者は栓を操作することができる人々や機関に屈従することにな

る」。堀部は、今日では、プライバシーとは「自己に関する情報の流れをコントロールする

                                                   
229 堀部・前掲書注（224）58 頁。 
230 同上、49 頁。 
231 同上、49-50 頁。 
232 同上、50 頁。 
233 同上、51 頁。 
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権利である」と理解されていることが、このミラーの定義に明確にあらわれているとする234。 

以上のようにプライバシー権の積極的・能動的定義について論ずる一方、堀部は、「ひと

りにしておいてもらう権利」という消極的・受動的定義との関係については、共存してい

ると見るのが妥当であろうとする235。佐藤によると広汎に失する最広義のプライバシーた

るこの定義も、堀部によると、これらの定義は両々相まって、プライバシーの権利を比較

的厚く保護していることになるのである。 

 

第二款 自己情報コントロール権説に対する批判 

以上のような自己情報コントロール権説を批判的に検討する内野正幸は、プライバシー

に関するフランスの議論を紹介した上で、自己情報コントロール権は自己情報チェック権

と言う控え目なものに過ぎないと主張する236。 

 

1 プライバシーの伝統的理解 

内野はまず、日本の判決で示されるプライバシー権の伝統的理解を、『宴のあと』事件判

決（東京地判昭和 39 年 9 月 28 日）の「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」という定義ではなく、むしろ、大阪高裁の同じ年の 5 月 30 日判決（高刑集 17

巻 4 号 384 頁）の定義に求める237。これは、デモ参加者の肖像権に関わるものであるが、

判決中、「私人が私生活に他から干渉されず、本質的に私的な出来事についてその承諾なし

に公表されることから保護される権利」との理解が示されている。前者の判決では、表現

の自由との関係で問題になる私事公表権だけが視野に入れられているものの、後者では私

事公表排除権とならんで私事干渉排除権が重視されているのである238。 

これをふまえた上で、内野は、プライバシー権を、「他人から見られたり聞かれたり接触

されたりすると本人が困惑を感じるのが合理的であるような（他人が見たり聞いたり接触

したりするのを本人がいやがるような）私的事柄を保持する権利」としてとらえる239。こ

の場合、「他人」が不特定多数であるか特定人であるか、また本人と一定の人間関係をもっ

た者であるか赤の他人であるかによって、困惑の感じ方に強弱が出てきうる。彼はこのよ

うな考え方を困惑説と呼びつつ、このようなプライバシー権について、「私的事柄保持権」

と定義付ける240。 

そして、この場合の「私的」という言葉については、いわば社会学的意義に理解される

                                                   
234 同上、52 頁。 
235 同上、58 頁。 
236 内野正幸「プライバシー権についての控えめな考察」公法研究 58 号（1996）80 頁以下。 
237 同上、84-85 頁。 
238 同上、85 頁。 
239 同上。 
240 同上。内野は自身の見解に近いものとして、阿部照哉、初宿正典（編著）『憲法Ⅱ（人

権）』（日本評論社、1991）65 頁〔竹中勲〕と、棟居快行『人権論の再構成』（信山社、1992）

をあげる。 
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べきであり、私企業を含め職場は公的な空間であり家庭などが私的な空間である、という

場合の「私的」と理解すべきであるとする241。したがって、業務上の秘密については、プ

ライバシーとは別個のものとしておさえることになる。また、無断写真撮影や盗聴などの

形で人間の生活空間への侵入が行われた場合であっても、それが公的な空間である場合は、

プライバシー権とは別個の権利・利益を侵害するものとしてとらえるべきであり、要する

に「プライバシー権は、公事ではなく私事のみに関わるものである」ということになる242。 

以上を前提として、内野は、自己情報コントロール権説を批判する。この点、彼はその

ための枠組みとして、以上にいう私的事柄を「自己所有的なもの」と「他人所有的なもの」

とに区別する243。彼によれば、前者は「自分の状態そのものや自分で所有もしくは管理し

ているもの」をさし、後者すなわち他人所有的な私的事柄とは「主に行政機関などが保管

している個人情報」をさすという244。このことを踏まえつつ、以下では「自己情報コント

ロール権」、「自己情報の意味」、「コントロールの意味」に関する彼の批判を検討する。 

 

2 自己情報コントロール権について 

内野は、第一に、「かりにプライバシーを自己情報コントロール権的発想でとらえるとし

ても、他人所有的な私的事柄に関しては、プライバシー権とは別個に、アイデンティティ

権というものを設定する必要があ」ると主張する245。ここでアイデンティティ権とは、「自

分を示すものの真正さを保持する権利」のことである246。自己情報の登録の有無やその内

容を教えてもらう権利も、アイデンティティ権に含ませる余地がある。 

他方、このような文脈におけるプライバシー権としては、「自己情報が外にもれたり目的

外で利用されたりしないよう求める権利」のほか、「自己情報の廃棄を求める権利」という

ものを想定できるとする247。自分のアイデンティティを示す事柄を知らせない権利は、プ

ライバシー権の方に属するのである。 

第二に、これらの権利については、「民法上もしくは憲法上において直接成立する権利」

と、「特別の法令の規定をまって成立する権利」とを区別するべきであるとする。そして、

「民法上もしくは憲法上の権利」の侵害があったといえるためには、「いわば具体的な損害

の発生が必要であり、たとえば単に間違った自己情報が登録されていたというだけでは、

特別の法令上の規定がないかぎり、裁判所で権利救済を勝ち取ることはできないであろう」

という248。また、「行政機関などが適法に獲得した私的情報を長く保存し続けたり保存の有

                                                   
241 同上。 
242 同上。内野は続けて「もちろん、公的な場所で私事があばかれるなどすれば、プライバ

シー権の侵害となる」ともいう。 
243 同上、86 頁。 
244 同上。 
245 同上。 
246 同上。 
247 同上。 
248 同上。 
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無を知らせなかったりすると、何となく不安を感じる人もいるであろうが、このこと自体

は憲法 13 条違反を成立させるものではない」ともする。もっとも、損害の発生といっても、

精神的な損害も含まれる。そのため、たとえば、「行政機関が適法に取得した私的情報を目

的外で不当に利用、開示などした場合については、損害の発生を認めてもよい場合が多か

ろう」とする249。 

 

3 自己情報の意味について 

 内野は、つぎに、「情報」という言葉が、自己情報コントロール権説を初めて提唱した佐

藤の 1970 年の論文においてはかなり広い意味に解されていたことを指摘する250。すなわち、

そこでは、「物理的にまたはより巧妙な方法で自己の生活の場および自己の選ぶ活動領域に

侵入」されることまでもが、「自己についての『情報』の取得にかかわる場合」としてとら

えられていたのである251。佐藤にあって、このような説明法が現在でも維持されているの

かどうかはさておき、そこでは、伝統的なプライバシー権は、私事干渉排除権を含め、自

己情報コントロール権に完全に包み込まれることになる。このことについて、内野は、た

しかにすぐれた説明法であるとしつつ、「しかし、情報という言葉の通常の意味から少しず

れるところがある、とみる余地もあ」るとする252。そして、「情報とは、むしろ、生の現実

そのものではなく、それを言葉や写真にするなどの形で、いわば加工したもののことをい

う」と定義する。すると、その場合、プライバシー権は、「入浴姿をのぞき見されない権利」

や、「自分が宿泊している部屋にみだりに侵入されない権利」などの物理的な侵入に対抗す

る権利が、自己情報コントロール権からはみ出ることになるのである。 

 

4 コントロールという意味について 

最後に内野は、コントロール権について、次の二つに区別する253。ひとつは、いわば消

極的なコントロール権であり、それは、「私事の干渉や公表などの排除という不作為を求め

る権利」をさす。もうひとつは、いわば積極的なコントロール権であり、それは、「他人所

有的な個人情報に関して（本人への）開示、訂正、廃棄などの作為を求める権利」をさす。

自己情報コントロール権説の見せ場は、おもに後者の、他人所有的な個人情報が問題にな

っている場面で出てくることになる254。 

しかし、内野は、この「コントロール」の意味について、以下のように疑義を呈する255。

「そもそも、コントロールという言葉は、管理という言葉にやや近く、強い響きを持って

                                                   
249 同上。 
250 同上、87 頁。 
251 佐藤・前掲注（215）12 頁。 
252 内野・前掲注（236）87 頁。 
253 同上、87-88 頁。 
254 同上、88 頁。 
255 同上。 
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いるように感じられる。管理といえば、集められた個人情報を管理する主体は、行政機関

その他、自分とは別の所である。そうだとすると、行政機関などの他人情報管理権こそを

重視すべきであろう。また、その背後には、情報を記した物などに対する所有権もあるは

ずである。さらに、情報の管理権者は、同時に、他人情報が流出したりなどしないように

それを厳重に管理する義務を負っている。これは、場合により、契約上の義務として構成

することもできよう。いずれにせよ、情報管理主体の法的地位に注目すべきなのである。

それに比べると、自己情報コントロール権者は、情報物を自分で物理的に掌握していない

ということもあって、地位のより弱いものになりそうである」。そうであるならば、他人所

有的な私的事柄に関する限り、プライバシーの内実は、「自己情報コントロール権」ではな

く、「自己情報チェック権」という控え目なものとなるはずのである256。 

 

5 小括 

以上を要するに、プライバシー権は、アイデンティティ権や身体的自由を含まないもの

であるが、それは、自己所有的な私的事柄に対する、いわば自己決定権的な強いコントロ

ール権を内容とする私事干渉排除権と、他人所有的な私的事柄に対する、いわばチェック

権的な弱いコントロール権とからなり、後者は私事公表排除権などを内容とする、と説明

できるのである。そうすると、自己情報コントロール権者の主張するような、積極的・能

動的な要素は、明らかに弱まることとなる。 

 

第三節「自己情報コントロール権としてのプライバシー」の再構成 

 内野のような批判もあるものの、前節において検討した自己情報コントロール説が憲法

学説において有力化していく一方で、これを批判的に検討し、プライバシー概念のさらな

る再構成を行う見解が続々とあらわれるようになる。ここではそのうち、「自律権ないし自

己決定権としてのプライバシー」、「社会の評価からの自由としてのプライバシー」、「多様

な自己イメージ形成の自由としてのプライバシー」という構成を打ち出した見解について、

順次検討していくこととする。 

 

第一款 自律権ないし自己決定権としてのプライバシー 

この見解は、1960 年代末から 70 年代にかけてのアメリカの判例・学説の展開257に呼応

し、プライバシー権を自律権ないし自己決定権として構成することを主張する。 

アメリカでは、既に 60 年代より、プライバシー権が人間の尊厳と結びつく権利であるこ

とは指摘されていたが258、この時期に至って、連邦最高裁は、プライバシー権を、一定の

                                                   
256 同上。 
257 アメリカの自律権としてのプライバシー権の展開については、橋本公亘「プライバシー

の権利」芦部信喜ほか（著）『アメリカ憲法の現代的展開 1 人権』（東京大学出版会、1978）

3 頁以下。 
258 Fried, supra note 211, at 475. 
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私的決定を政府から妨げられることなく行う権利という意味で、いわば自律権ないし自己

決定権として理解し、それが連邦憲法的に保護されるものであることを承認したのである

259。 

この点、民法学者である山田卓夫は、アメリカにおけるプライバシー権の法発展に言及

しつつ、自己決定をプライバシー権と捉えることの可能性や、日本においては自己決定権

という意味でのプライバシー権の検討がなされていないことについて指摘している260。 

この山田の研究にも言及しつつ、憲法上の「自己決定権としてのプライバシー権」構成

を論じたのが、橋本公亘である。橋本は、プライバシーの権利は、大きく分けると次の二

つからなるという261。すなわち、第一に、個人は「その私生活に属する領域について公権

力から侵害を受けない権利」を有する。憲法 13 条、33 条、34 条、35 条、21 条 2 項後段

は、この意味におけるプライバシーの権利を保障している。第二に、個人は「その私生活

に属する領域について他の私人から侵害を受けない権利」を有する。これは私法上のプラ

イバシーの権利ではあるが、この権利も究極においては憲法 13条に根拠を有するといえる。 

憲法上のプライバシーの権利は、一つの総括的、包括的概念であって、権利の内容は多

種多様である。それは、たとえば自由権という語を用いる場合と同様である。 

橋本は、プライバシーの権利を次のように定義する。すなわち、「憲法上のプライバシー

の権利とは、個人が公権力に対し自己の私生活に関する自主的決定を主張し、公権力の干

渉を拒否する権利」である262。これを分説すると、さらに以下のようになる263。 

①憲法上のプライバシーの権利であるから、個人が国家または公共団体に対して有する

権利である。この点で私法上のプライバシーと区別できる。 

②この権利は、公権力の介入を拒否する権利である。この点で自由権と共通する。ゲオ

ルグ・イェリネク（Georg Jellinek）流の分類で言えば、消極的権利に属する。 

③この権利の基本的な内容は、個人は他から介入されることなく自己の私生活のうち、

ある種の領域について自ら決定できるということである。 

④私生活のうちの、ある種の領域にどのようなものがあるかは、きわめて難しい問題で

ある。通信のプライバシー、家宅のプライバシー、親密な関係、夫婦関係、家族関係につ

いてのプライバシーその他いろいろ考えられる。 

憲法上のプライバシーの権利の究極にあるものは、一体なのであるのか。橋本によれば、

それは、個人人格の尊重という民主主義の理念にある264。個人生活のある領域について、

個人が他から制約を受けることなく自ら決定でき、公権力がこれに介入できないとするこ

                                                   
259 Roe et al. v. Wade, District Attorney of Dallas County, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705, 35 

L. Ed. 2d 147, 1973 U.S. LEXIS 159 (1973). 
260 山田卓生『私事と自己決定』（日本評論社、1987〔初出 1979-1980〕）6 頁、341 頁。 
261 橋本公亘『日本国憲法』（有斐閣、1980）417 頁。 
262 同上。 
263 同上、417-418 頁。 
264 同上、418 頁。 
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とは、個人人格の尊重の理念の要請するところである。 

プライバシー権をこのように捉えると、一般的自由権との関係が問題となる。このこと

について橋本は、たしかに重複するところがあるとしつつも、この権利の発現形態や精神

的内面の問題をとくに重視する観点から、社会生活の変化に応じて新しい権利を認めるに

あたって、上記の意味でのプライバシー権の観念を発展させることは十分に意義のあるこ

とであるとする265。 

 

第二款 社会の評価からの自由としてのプライバシー 

 この見解の主唱者は、憲法学者の阪本昌成と、刑法学者の佐伯仁志である。 

 

1 阪本昌成の見解 

阪本は、まず、プライバシーの権利を私生活の保護という人格権として理解する古典的

見解に対し、以下のように疑問を投げかける。すなわち、①英米法では人格権概念は存在

しないと言われるが、アメリカ法上展開してきたプライバシーを人格権で説明することが

妥当か、②一般的人格権という観念は、私法上・憲法上確立しているのか、その観念は「衒

学的・秘儀的」にすぎなくないか、③私生活の保護の範囲は公的生活の範囲を明らかにし

ない限り不明ではないか、といったものである266。 

そこで彼はむしろ、プライバシーそのものとプライバシー利益、そしてその利益が権利

に高められたプライバシー権の三つを区別して考えるべきだという267。そして、プライバ

シーを「他者による評価の対象に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」と定義し、プライバシー利益は、こうした状態に対する「正当な要求または主張」

を言うと定義する268。彼は、センシティブな個人情報が他者によって知覚されることそれ

自体はプライバシー利益の侵害とは呼ばない。彼の見解では、プライバシー侵害の本質は、

他者が得た知識・情報がその人の評価の基礎または評価そのものとして利用される可能性

に存し、つまりその人が「他者による評価について懸念せざるをえない立場に置かれるこ

と」だというのである269。そして彼は、プライバシー利益を「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る状態に対する正当な要求または主張」と定義し、

そのうちで法的承認を受けるに値する利益がプライバシー権だと考える270。あくまで他者

による評価を視点にして、プライバシーを考えようというのである。彼はそこで、プライ

バシーは「社会的評価からの自由」の問題であり、名誉は「正しい社会的評価をうける利

                                                   
265 同上。 
266 阪本昌成『プライヴァシー権論』（日本評論社、1986）191 頁。 
267 同上、4 頁。 
268 同上。 
269 同上、6 頁。 
270 同上、9 頁。 
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益」の問題だと区別するのである271。 

そこで阪本は、自己情報コントロール権説に対して、「本来コントロウルできない性質を

もつ知識・情報をプライヴァシー概念に取り入れようとしているところに、本質的欠陥」

があると批判する272。そして「プライヴァシー（利益）は、自己情報のコントロウル全般

に及ぶのではなく、そのうち一定範囲の保護にかかわるもの」であり、「それ故評価の対象

となることのない生活状況または人間関係」という絞りをかけることが必要だという273。

佐藤のような人格主義的定義では、名誉とプライバシーの区別が不可能だというのである

274。 

 

2 佐伯仁志の見解 

このような阪本の見解と近いのが、刑法学者の佐伯仁志の立場である。彼は、従来のプ

ライバシー概念が明確ではなく、特に名誉との差異が明確にされていないと批判する275。

そこで彼はドイツとアメリカでの議論を検討したうえで、名誉を「社会的評価に重要な事

実」にかかわることだとし276、プライバシーを「社会の評価から自由な領域」の保護とし

て理解することを提言する277。この意味でのプライバシーは、行動の自由それ自体や悪臭

からの自由や、さらに、正しい社会的評価を受ける利益（名誉権）とは異なると指摘する278。

彼は、そのような保護が必要な理由として「社会的評価から自由な領域の存在は、自由で

個性を持った人間と多元的で開かれた社会の必要条件だからである」と述べている279。ど

こまで社会的評価から自由であるべき領域を認めるかは、「プライヴァシーの機能的価値を

考慮して、規範的判断されねばならない」が、それは「個人の人格の自由な発展と多元的

な開かれた社会の存在を可能にするためには、どこまで社会的評価から自由な領域が必要

か」という判断だとしている280。 

 

第三款 多様な自己イメージ形成の自由としてのプライバシー 

「多様な自己イメージ形成の自由としてのプライバシー」構成を主張する、憲法学者の棟

居快行の見解も、以上のような立場の延長線上にあるものということができよう。 

                                                   
271 同上、194 頁。 
272 同上、8 頁。 
273 同上。 
274 同上、192、194 頁。 
275 佐伯仁志「プライヴァシーと名誉の保護（一）」法学協会雑誌 101 巻 7 号（1984）981、

986-988 頁。 
276 同上、1742 頁。 
277 同「プライヴァシーと名誉の保護（四・完）」法学協会雑誌 101 巻 11 号（1984）1675、

1739 頁。 
278 同上、1739 頁。 
279 同上、1740 頁。 
280 同上。  
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棟居は、プライバシーの権利が前提とするプライバシーの概念自体が明確にされていな

いという立場から、自己情報コントロール権説を批判し、プライバシーの「基礎概念」自

体を検討する必要があると強く主張する281。また彼は、阪本の見解は、そこでいう「評価」

という概念が明確ではなく、またプライバシー利益をプライバシーに対する「正当な要求

または主張」というときに、それが何を意味するのか明確ではなく、結局何故プライバシ

ーが認められるのかが説明されていないと批判する282。また佐伯の見解に対しても、「開か

れた社会」ということから何故プライバシーが導かれるのか明確でなく、また何故「社会

の評価から自由な領域」というプライバシーの定義が導かれるのか明確でないと批判する

283。 

そこで棟居は、アメリカの学説をも検討したうえで、E・ゴッフマン（Erving Goffman）

の説284に依拠して、プライバシーを多くの学説が想定しているような「社会関係からの自

由」ではなく、「多元的な社会関係を形成する自由」から派生するものと理解しようとする

285。そして社会関係の形成は「人間相互のシンボリックな相互作用」によってなされるも

のであり286、このような人間関係の本質に迫るため役割理論に着目しなければならないと

考える。そして人は社会関係ごとに様々な役割を担い、社会関係の相手方からそれを期待

されているが、他方人は期待されている役割を遂行するだけではなく、社会に対してシン

ボルを操作して自己表現し、自由に社会関係を形成してゆく存在でもある。すなわち、「人

間は様々な社会関係において様々な役割期待を担いつつ、逆に主体的にシンボルを解釈し

操作することによって、自己の『役割イメージ』を形成し、それを相手方に演じて見せる」

のである287。そこで彼は、四つの仮説命題を導く。即ち、 

① 人が、その時々の社会関係に応じて形成する役割イメージの多様性は、生の個人情

報の選択的開示ではなくして、むしろシンボル、印象、記号の解釈、操作によって達成さ

れる（シンボリック相互作用の仮説）。 

② 演技者としての人が、多様な社会関係、社会集団に帰属しつつシンボリックな相互

作用をなすにあたっては、社会関係の多様性に対応した多様な役割イメージ（「マスク」、「仮

面」）を使い分けることが許されている（役割イメージの使い分け自由の仮説）。 

③ 演技者は、当該社会関係における役割が最も重要であると考えている、というイメ

ージを相手方聴衆に与えたがるので、他のコンテクストにおける役割イメージが持ち込ま

れることにより演出上の失敗をおかしてしまう。これを防ぐためには、「観衆の分離」が必

                                                   
281 棟居快行『人権論の新構成(第 1 版改版)』（信山社、2008〔初出 1986〕）174 頁。 
282 同上、174-175 頁。 
283 同上、175-176 頁。 
284 ERVING GOFFMAN, THE PRESENTATION OF SELF IN EVERYDAY LIFE (Doubleday, 

1959).邦訳として、石黒毅（訳）『行為と演技――日常生活における自己呈示』（誠信書房、 

1974）。 
285 棟居・前掲書注（281）185 頁。 
286 同上、185-187 頁。 
287 同上、187 頁。 
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要なのである（観衆の分離の仮説）。 

④ 人がシンボリックな相互作用を通じて誰と、どのような相互作用をいとなみ、いか

なる社会関係に立とうとも、それは個人の自由である（社会関係形成の自由の仮説）288。 

このうち④の命題は最上位命題であり、そこから②③も導かれるものだとしている。そ

して彼は、④に対応してプライバシーを「人がシンボリックな相互作用を通じて任意に社

会関係を形成する自由」と定義する可能性を否定しないが、これはむしろ「一般的な行動

の自由」と理解すれば、プライバシーと定義する必要はないとして、結局プライバシーを

「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」と定義する（「自由な社会関係を前提とした、自己イメージのコントロール

権」）289。 

つまり、プライバシーの問題は生の情報の問題ではなく、イメージ・コントロールの問

題だと再定義するのである。 

 

第四節 再構成の動きへの批判 

本章では、前節までで、伝統的見解たる「秘匿としてのプライバシー」を再構成した「自

己情報コントロール権としてのプライバシー」、及びこれをさらに再構成しようとするいく

つかの見解を見てきた。本節では、そのようなさらなる再構成を行う見解に対する批判的

検討を行いつつ、通説となりつつあった自己情報コントロール権説の課題をも指摘した論

考のうち、小林節、松井茂記、芦部信喜の見解を検討することとする。 

 

第一款 小林節の見解 

小林節は、情報プライバシー権は自律的決定のプライバシー権などとあわせ、広義のプ

ライバシーの一つだと位置づけ、その意味でのプライバシーは各人の「私的領域における

自治あるいは自律」だとしている。 

 

1 自己情報コントロール権説と自己決定説の折衷 

小林は、プライバシー概念の理解について佐藤の見解に依拠しつつ、以下のようにその

残された課題を指摘する。第一に、一般にプライバシー利益（あるいはプライバシーと関

連する利益）として、「情報プライバシー」のほかに、「心の静穏のプライバシー」と「自

律的決定のプライバシー」をどう位置づけるかが問題となるとする290。そして、（広義の）

プライバシー概念には、私生活の場に出入りする「情報の自主管理」と私生活の領域内に

おける「行動の自由」の二つが含まれていることを指摘しつつ、プライバシーを以下のよ

                                                   
288 同上、187-190 頁。 
289 同上、192 頁。 
290 小林節「名誉権・プライバシーの権利とその保護」ジュリスト 884 号臨時増刊『憲法と

憲法原理』（1987）194 頁。 
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うに分類する。まず、「心の静穏のプライバシー」は、私生活の場へ流入してくる情報の自

主管理の一態様であり、「自律的自己決定のプライバシー」は、私生活における行動の自由

の一態様であろうとする291。すると、「心の静穏のプライバシー」と「自律的決定のプライ

バシー」も、すでに確認した「情報のプライバシー」とともに、ひとつの（広義の）プラ

イバシーの範疇に位置づけられることになるのである。 

次の問題として、小林は、これらの諸々のプライバシーを包含してひとつの権利として

観念させる統合的原理ないし徴表は何か、という問題を論じる。そして、彼によると、プ

ライバシーとは要するに、各人の「私的領域における自治あるいは自律」ということにな

る292。となると、これは同時に、佐藤の分類する最広義のプライバシー、つまり「ひとり

でいさせてもらいたい権利」と同じことになる。ただ、このような理解に対し、佐藤は前

述のように、プライバシーを「ひとりでいさせてもらいたい権利」と理解すると、自由権

一般と同じになってしまうのではないか、という懸念を表明している。が、小林は、必ず

しもそう考えない。 

小林によると、自由権一般というものは、何も、私的領域内に限らず、自分の内に向け

ても、自己の外に向けても私のしたいことをほうっておいて、という主張の総体だったは

ずである。例えば、典型的な自由権としての表現の自由について考えてみても、それは、

本来的に、自己の外部に対して働きかける機能のものであり、決して「ひとりでほうって

おいてもらいたい」というプライバシーに特有な消極的性質を持ってはいない。つまり、

プライバシーというものは、「個人の自由の総体ではなく、それを比喩的に表現するならば、

個人の自由の総体の一部分に過ぎない私的領域をいわば塀で囲んで、その中で何をしよう

と私の勝手だろう……という主張で、だからこそ、そこで何をしているかを他者に知られ

たくもないし、また、そこに外から何も投げ込まないでほしい、という主張」にもなるの

であろうとする293。 

 

2 阪本の見解に対する批判 

以上を前提として、小林は阪本の見解について以下のように批判する。 

前述のように、阪本は、「単にセンシティブな個人情報が他者によって知覚されてしまっ

たこと自体」をプライバシーの侵害とは呼ばずに、その結果として「他者によって評価さ

れる可能性について心配せざるを得ない立場に置かれてしまったこと」がプライバシーの

本質であるとする。これに対し、小林は、「プライバシーとは、それが他者に知られること

によって当人の社会的評価が下がる可能性に対抗するものではなく、単に、『本人としては

他者に知られたくもない自分に関する情報が他者の手中に入ってしまったこと』それ自体

                                                   
291 同上、195 頁。 
292 同上。 
293 同上。 
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に対抗する利益及び法的力を意味するのではなかろうか」という294。そして、阪本がプラ

イバシーの本質としている「社会的評価を受けない人間関係が確立された状態」というも

のは、まさに、「プライバシーが保護されている効果の一つに過ぎない」のではないかとの

疑念を呈する295。また、阪本が注目する「他者による評価に晒される危険」は、まずプラ

イバシーが侵害されたあとに、その情報の性質、その人の立場、その情報の公表のされか

た、等の状況次第で生ずる場合も生じない場合もあるという問題を有していることを指摘

する296。 

 

3 佐伯の見解に対する批判 

佐伯は、既に確認したように、当人の人格の社会的評価にとって重要ではない情報の公

表拒否権としてプライバシーを位置づけている。これについて小林は、そこでいう「当人

の社会的評価」にとっていかなる情報が「重要」であるか否かは、その情報の種類、当人

の社会的立場、これまでに世間に知られてしまっている程度、時代、場所、等の諸要因の

相互関係によって事例ごとに決まることであろうとする297。従って、そのような不確定な

概念を立てることにどれほどの実益があるかが、まず疑問であるという。 

それに加えて、小林は、「私たちの国語的常識によれば、私に関する未公表の情報（であ

れば何であれ）が『他者によって知られてしまったことそれ自体』が、私にとってはしみ

じみ不快なのであり、それが、人間としての尊厳を害されたという思いを本人にもたらす

のではなかろうか」と主張する298。彼によれば、まさに、本人の意に反して誰かに知られ

てしまったその「段階」で、それが公表には至っていなくともプライバシーは侵害されて

いるのである。そのため、佐伯が注目する「当人の人格の社会的評価にとって重要でない

情報」は、プライバシーの対象となる情報の一部ではあっても、決してその全部ではない

こととなる299。 

 

4 棟居の見解に対する批判 

 小林はまた、棟居の主張する「自己イメージのコントロール権」としてのプライバシー

概念に至っては、「もはや、私たちの国語的常識からあまりにもかけ離れてしまっている」

とする300。もっとも、棟居自身は、プライバシーに関する「通俗的理解」からの解脱を主

張している。しかしこれに対して小林は、「自己情報自主管理権」としてのプライバシーは、

われわれの歴史的体験に支えられた常識であり、それをして「通俗的」つまり「誰にでも

                                                   
294 同上、193 頁。 
295 同上。 
296 同上、194 頁。 
297 同上、193 頁。 
298 同上、193-194 頁。 
299 同上、194 頁。 
300 同上。 
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分かり易い」というならば、まさに通俗的であることをこそ好ましい、と考える。なぜな

らば、言葉というものは国民共有の連絡手段である以上、特定の意味が常識化つまり通俗

化しているという事実は、言葉の用途を論ずる際の重要な決め手となるからである。 

もちろん、私たちがこの世で共同生活してゆく際に、お互いに自己のイメージを操作し

合いながら各人がそれぞれに最大限の幸福を目指している、ということは事実だろう。し

かし、だからといって、そこに「自己イメージのコントロール権としてのプライバシー権」

を確認することには、小林は賛同しない。むしろ小林は、「私たちは、常日頃、例えば、表

現の自由、職業選択の自由、財産権、さらには、場合によっては、学問の自由、婚姻の自

由、信教の自由までも（そして、もちろん、自己情報管理権としてのプライバシー権も）

をそれぞれの場合で使い分けながら、総合的に自己の対外的イメージをコントロールしつ

つ生きているのではあるまいか」と指摘する。つまり、自己イメージのコントロールとプ

ライバシーの関係を端的に言うならば、それは、「自己イメージのコントロールはプライバ

シー権行使の一つの効果・機能にすぎない」ということになるのだ301。 

 

第二款 松井茂記の見解 

1 自己情報コントロール権説の擁護 

松井茂記も、基本的にはプライバシーの権利を、佐藤の言うような自己情報コントロー

ル権として理解するのが妥当ではないかという302。 

松井によれば、「ひとりでほうっておいてもらう権利」というプライバシー権の古典的定

義が、定義として妥当かどうかはさておき、少なくとも古典的な私事の公開や、後に認め

られるに至った私生活領域への侵入に対する保障といったプライバシー権の定義では、明

らかに現代の情報化社会における問題には対処しえない303。従って、より包括的な定義と

して、自己情報コントロール権という考え方の方が妥当だというのである。以上のように

松井は一方ではプライバシーの古典的理解を批判して自己情報コントロール権説を支持し

つつ、他方で近時の再構成の動きについては、以下のように論ずる。 

 

2 再構成の動きへの批判 

まず松井は、小林と違い、「アメリカのように自律権ないし自己決定権にまでプライバシ

ー権を拡大することには疑問を感じざるを得ない」とする304。なぜなら、第一に、これで

はプライバシー権は一般的自由と殆どかわりないものとなってしまい、概念の規定性とい

う点で、一つの統一的定義が望めなくなるからである。また第二に、とりわけ裁判所によ

るプライバシー保護という側面で考えると、情報プライバシー権と自己決定権では大きな

                                                   
301 同上。 
302 松井茂記「プライヴァシーの権利について」法律のひろば 41 巻 3 号（1988）34 頁。 
303 同上、34-35 頁。 
304 同上、35 頁。 
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差異があると思われ、松井は前者については裁判所が憲法上の基本的人権と承認すべきだ

と考えるが、後者については躊躇を覚えざるを得ないという。さらに第三に、もし自己決

定権をも含めてプライバシー権を理解するなら、逆に情報プライバシー権の権利性まで否

定されてしまうのではないかという疑問もある。以上から、せめて情報プライバシー権と

自己決定権とは区別して、プライバシーの概念は情報プライバシー権に限定すべきである

とする305。 

松井は、自己情報コントロール権説に対する批判について、「確かに、子細に検討すれば」

「様々な側面で尚検討しなければならない問題は少なくないように思われる」としつつも、

逆に、「このような試みが果たして自己情報コントロール権説の批判に成功し、代替的なプ

ライバシー権の定義付けに成功しているかというと、そこには尚幾つかの点で疑問が残さ

れているように思われる」とする306。彼の指摘する、各学説の問題点は以下のとおりであ

る。 

第一に、批判的学説の試みは、いずれもプライバシーを前提として、それを権利として

構成しようと発想している。これに対して松井は、「民法上であれ憲法上であれ、プライバ

シー権はア・プリオリに私的なあるいはプライベートな領域というものを想定するもので

あろうか。むしろ、問題は、どこまでを私的と扱うか、どこまでをプライベートと扱うか

という規範的判断なのではなかろうか」と疑問を投げかける307。そして、プライバシー権

の前提とするプライバシー概念を説明しようという批判的学説の意図は理解しうるとしつ

つも、「もはやそれは憲法論の射程を超えて行くものであ」るとする308。棟居の問題意識に

共感を覚えつつも、松井としては、先に述べたような現代社会の状況の中で個人の自己情

報についてはその人にコントロール権を保護する必要があり、そのような権利をプライバ

シー権と構成するのが、プライバシーという概念定義として最も適切であり、かつ民法上

も憲法上もそのような定義がプライバシーの権利を認めるのに適しているというのだ。 

第二に、阪本も、佐伯も、社会的評価を問題とするが、このことについて松井は、何故

名誉にせよプライバシーにせよ「評価」を機軸としなければならないのか、はっきりしな

いという。松井によれば、プライバシー権の問題が自己情報に対するコントロールをはく

奪すること自体に存すると考えることにどのような問題があるか、「評価から自由な領域」

が何によってどう確定されるのか、定かではない309。そこで、これでは結局、批判的学説

は定義としてはあまり意味を持ちえないのではないだろうかとする。 

第三に、これらの定義で強大な行政権による個人情報の収集・保有・利用・提供に対応

できるようなプライバシー権が構想しうるのかには、疑問が残るという310。棟居は、この

                                                   
305 同上。 
306 同上、37 頁。 
307 同上。 
308 同上。 
309 同旨、小林・前掲注（290）193 頁。 
310 松井・前掲注（302）37 頁。 
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点での批判を予想して、行政による個人情報の取得のような場合はプライバシー権の問題

としてではなく、本人の了解を得ない情報収集として適正手続きなどの観点から問題にす

べきだと応じている311。しかしこれに対して松井は、「何故本人に同意が必要なのかは、結

局その情報についてプライバシーの権利が認められるべきだからではなかろうか」と反論

する312。棟居としては、これは結局定義の問題だと考えているのであろう。だが、松井に

は何故プライバシー権の問題を公表の文脈に限定し、収集や保有の文脈を含めてはならな

いのか、理由が釈然としないのだ。 

また松井は、阪本が、①「私人による公表」の文脈では先のようにプライバシーを「社

会的評価から自由な領域」と定義しつつ、「公権力による個人情報収集や保有」に関しては、

「おのずから異なる構成が必要となる」としていること313、②そしてこの文脈では自己情

報コントロール権を評価し、ここではプライバシーを「自己について何らかの決定がなさ

れるさいに、その決定の基礎として利用される個人情報が、適切なものであることに対し

てもつ個人の利益」であると定義している314ことを指摘する。即ち、阪本は、ここではプ

ライバシーは、当該個人の評価の問題としながらも、思想の自由市場論を前提とした評価

からの自由によってではなく、「公権力による評価の統制の問題」と捉えねばならず、それ

故「公権力による個人情報の保有・利用におけるプライバシー問題は、公権力が当該個人

を真実情報に基づき、正当に評価しているか否か、である」というのである315。しかしこ

こでもまた、松井によれば、プライバシーを何故評価の問題と理解しなければならないの

か、問題は評価ではなく自己情報に対するコントロールの喪失から生じるのではないのか

といった疑問が拭いきれないこととなる316。また、何故ここでは「正当な評価」が問題と

されるのであろうか、これでは逆に、プライバシーの権利は適正な行政手続への権利と変

わらなくなってしまわないだろうかと、松井は危惧するのだ。 

このことは実は、行政による個人情報の収集・保有・利用・提供に限られない。今日プ

ライバシー権を考える場合には、民間信用調査機関などの情報産業との関係も無視しえな

いからだ。だが阪本も佐伯も、明らかに報道機関による公表の文脈を想定してプライバシ

ーを考えているように見受けられる。そのため、これらの諸定義で、現代の情報化社会に

特徴的な情報産業の発展とそこにおける個人情報の集積の問題に果たして適切に対処でき

るのか、報道機関によるプライバシーの公表だけでなく、私人による自己情報の収集・保

有・利用・提供の総ての側面を捉えてプライバシーの権利を構想すべきではなかろうかと、

松井はいうのだ317。 

                                                   
311 棟居・前掲書注（281）200 頁。 
312 松井・前掲注（302）38 頁。 
313 阪本・前掲書注（266）195 頁。 
314 同上、196-197 頁。 
315 同上、197 頁。 
316 松井・前掲注（302）38 頁。 
317 同上。 
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3 自己情報コントロール権説への批判 

このようにして、尚も問題点が残されていないわけではないことを自覚しつつ、松井も

また結果的に、自己情報のコントロール権説が最も妥当ではないかと結論付ける。ただ、

松井は佐藤のようにプライバシーを道徳的人格と結び付けて捉えることには躊躇を覚え

るという。「プライバシーの権利が個人の尊厳に基づくものであり、そのようなものとし

て現在社会において保護されねばならないものであることは、その通りであろう。しかし、

そのような視点からは、全ての個人情報についてプライバシーの権利の可能性を認めても

よいのではなかろうか」というのである318。松井は、プライバシー固有情報と外延情報の

区別は明確ではなく、一義的に外延情報の方が固有情報よりも保護の必要性が少ないとも

言えないことに留意すべきであるとする。確かに佐藤の指摘するように、個人情報であっ

てもその収集・保有・利用・提供が許される場合もある。しかしそれは松井によれば、「プ

ライバシー情報であることを前提にして、正当な収集・保有・利用・提供として正当化さ

れるかどうかで考えていけば足りる」のだ319。また、自己情報コントロール権説には、名

誉とプライバシーとの関係に尚考慮すべきものが残されていることは否定しがたいこと

を認めつつも、彼は、名誉とプライバシーは区別できるし、またすべきであるとする320。 

 

第三款 芦部信喜の見解 

芦部信喜は、トライブ（L. Tribe）に代表されるアメリカの学説を背景に、現代社会では、

プライバシーは、「私事の公開を回避するという個人的な内向きの利益」とともに「『ある

種の重要な決定を独立に行う』という社会との関連においても意味をもつ外向きの利益を

含む権利」であると解し、プライバシーの権利を単一の概念で説明しようとすることに懐

疑的な態度を示している321。そして、多種多様な名で呼ばれる法的利益をその保護する目

的の共通性に着目して個人の人格性（personhood）というようなもので括るにとどめ、「プ

ライバシーの類型化の議論に深く立ち入らず、むしろプライバシーの名のもとに裁判上保

障され、あるいは保障されるべきだと解される広範な領域にわたる法的利益の実質的範囲

と保障の程度の検討に重点を置く議論」を重視すべきであると説く322。つまり、プライバ

シーの権利は、もともと私生活への侵入と私事の公開を排除する「ひとりで放っておいて

もらう権利」として成立し、個人の人格的生存にとっての必要不可欠な基本的権利へと発

                                                   
318 同上。 
319 同上。 
320 この点、松井は、プライバシーは現に個人が有している個人情報に関するものであり、

プライバシー侵害はそれに対するコントロールを失ったことが問題であるの対し、名誉毀

損は新たに虚偽の情報が付加されたことによって、他者による評価が低下したことが問題

だと区別している（同上）。また、名誉毀損に関する松井の見解については、同「表現の自

由と名誉毀損再考」法律のひろば 39 巻 10 号（1986）47 頁参照。 
321 芦部信喜『憲法学Ⅱ』（有斐閣、1994）356 頁。 
322 同上、358 頁。 
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展してきたので、「自己決定権は、プライバシーの権利とまったく別個の権利というよりも、

情報プライバシー権と並んで広義のプライバシーの権利を構成するもの、と解するのが妥

当であろう」323というのである。 

ただし、この見解については、広義のプライバシー権を構成する諸権利をそれ自体独自

の特徴を有しつつ、他面歴史的には重層的な形で構成された結果としてそれら権利が相互

に密接に関連していると捉えることが必要であろう324。そのような見方は、予期せぬ新し

い社会的、技術的進展により既存の法制では対応しきれないときに新たなプライバシー権

の定義を生み出すことができるからである325。 

また芦部は、佐藤説を固有情報と外延情報の間で保障の程度に区別を設けようとするも

のであると解して基本的に賛同しつつ、固有情報と外延情報の区別をセンシティブ性の高

低という観点からのみ行い保護の程度に強弱の差をつけることは容易ではないということ

を理由に、個人情報を、①「だれが考えてもプライバシーであると思われる情報」、②「一

般的にプライバシーと考えられる情報」、③「その他の情報」に分け、①に属する情報につ

いてプライバシー権の侵害があった場合には「やむにやまれぬ利益」基準、②の情報の場

合については「厳格な合理性」基準を用いるべきであるとする326。 

 

第五節 本章のまとめ 

以上、本章では、当初私法上の、マスコミの報道等の表現行為に対する消極的な「ほう

っておいてもらう」権利として構成されたプライバシーが、憲法上ではより積極的な「自

己情報コントロール権」として再構成され、これが一定程度受容されていく様子を略述し

た。 

この点、自己情報コントロール権説が憲法学説上通説となったといっても、その全てが

首肯されているわけではない。まず、ここにいう「自己情報」を「プライバシー固有情報」

と「プライバシー外延情報」に二分し、前者の保護を重視する点については、当初より学

説上の批判が強くなされている。これは、氏名や住所と言った「プライバシー固有情報」

の定義には必ずしも含まれないものがプライバシーとして保護されるようになったその後

の実務の展開から見ても、有力な批判であったと言えるだろう。つぎに、「コントロール」

といっても、どこまでコントロールできるのか、これは自己決定権と何が違うのか、むし

ろ両者とも広義のプライバシーの問題なのではないかという批判も多く見られる。この点、

コントロールと言うと積極的なものに思えるが、事実上はチェック権といった控え目なも

のに過ぎないとする批判は、このような定義にもかかわらず名簿屋等の悪徳事業者に好き

勝手に利用されている現状を見透かしたような、正鵠を射た指摘であろう。さらに、特に

                                                   
323 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法〔3 版〕』（岩波書店、2002）120 頁。 
324 大沢秀介「個人情報の保護」法学教室 186 号（1996）36 頁。 
325 同上。 
326 芦部・前掲書注（321）386 頁。 
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佐藤がここで「道徳的自律の存在としての個人」を想定することもまた、批判されていた。

これは後に見る脱アトム的個人主義の動きに繋がる批判であったと言えよう。 

このうち、とくに本稿の問題関心と関連から重要なのが、自己情報コントロール権説の

出現とその受容によって、情報の一次的収集と二次的利用の不当性の問題が、伊藤の整理

では明確に分けられていたにもかかわらず、同じ位相に収斂してしまったか、あるいはむ

しろその重点が一次的収集の不当性に寄ってしまったように思われることである。伊藤の

整理においては、一時的な収集によるプライバシーの侵害は、社会的に認められる限度を

超えた侵害があること、法律上それが私的秘密にしておくことができるものであること、

という要件があった。にもかかわらず、佐藤の整理においては、プライバシー固有情報は

原則としては収集されてはならないものとなっている。そして、ここにいうプライバシー

固有情報とは、「人の内部的な身体的状況・特徴とか精神過程にかかわる情報、思想・良心

の基本にかかわる情報、きわめて不当な社会的差別の原因となる情報等」であり、確かに

悪用されては困る情報だが、秘密にすべきものと言えるかは明らかではないのではないだ

ろうか。このような傾向のある自己情報コントロール権説を情報の多角的利活用の領域に

適用することは、あるいは情報の公共財的性質への配慮を欠く結果に繋がるように思われ

る。 

さらに、この時期における議論の共通点として、情報の収集行為などに対して個人がど

う対処するか、情報が公になることによって個人がどう社会に評価されるか、個人が人間

関係をどう築いていくか、と、あくまで国家と対置された個人を中心に議論が進んでいる

ことも見逃せない。これらの議論が憲法学説上のものである以上、そのような議論の方向

性が全く筋違いの不当なものであると述べるつもりは全くないが、そこにおいては今日の

「まちづくり」において重要となるような、人びとの共同決定的な観点が考慮されていな

いことも事実であるように思われる。そのため、「まちづくりとプライバシー」という観点

から問題を論じる際には、以上のことを踏まえる必要があるように思われる。 

ただ、以上のように自己情報コントロール権説を批判した学説の多くは、今なお憲法学

説上は有力説の地位に甘んじているようである。しかしながら、次章に検討するように、

これらの学説は自己情報コントロール権説とあわせて、民法学説にも多大な影響を与えて

いるのである。 

 

第三章 日本の判例と民法学説によるプライバシー権論の受容と展開 

 本章では、プライバシー（及びこれと同視しうる法益）について判示した日本の最高裁

判例と、（プライバシーに関する記述が一般的にみられるようになる）1970 年代中ごろから

現在までの民法の体系書・基本書等に述べられるプライバシー権の理解を検討することと

する。ここでは、前三章において検討してきた民法上・憲法上の議論が、民事上の判例・

学説双方において一定程度受容され、中にはさらにこれを発展させんとする見解も現れて

いることが示されよう。 
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第一節 プライバシーに関する判例の展開 

 本節では、日本の最高裁判例にあらわれているプライバシーの意義及び、その侵害に基

づく不法行為責任の成立要件を検討していく。 

 

第一款 最高裁判例にみるプライバシーの意義 

最高裁は、プライバシーの意義についてあまり明確な判示をしていないが、「（自己が欲

しない）他人にみだりに知られたくない事柄」をプライバシーと捉えているようである327。 

最高裁が最初にプライバシーに言及したのは、刑事に関する最判昭和 53 年 9 月 7 日（判

時 901 号 15 頁、判タ 369 号 125 頁）だと思われる。この事件は、警察官による職務質問

に付随して行われる所持品検査の許容限度が問題となった事例であり、判決は、巡査が被

告人の承諾なくしてその上着の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出して検査した

行為につき、「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において

捜索に類するものであるから」「相当な行為とは認めがたいところであつて、職務質問に付

随する所持品検査の許容限度を逸脱したものと解するのが相当である」とし、その所持品

検査に始まる押収手続きを違法であると判断した。もっとも同判決は、そのように違法な

所持品検査によって採取された証拠につき、捜査官に「令状主義に関する諸規定を潜脱し

ようとの意図があったものではな」い等の理由から、その違法は「必ずしも重大であると

はいえない」として、証拠能力を肯定している。 

この判決は、上記のように所持品検査の許容限度の判断の中で一言「プライバシイ」と

言及したのみであって、プライバシー権に関し特に先例的意義のある規範を示したわけで

はない。しかしこれに言及したという意味で一定の意義があるものである。その一方で、

民事事件における判例は、さらに長い間、プライバシーへの言及に慎重であった。最高裁

が法廷意見として「プライバシー」侵害の不法行為について判示したのは、比較的近時に

なってからであり、当初は、伊藤正己裁判官の補足意見の中に「プライバシー」侵害につ

いて言及したものが散見されるにとどまった。 

そのような事案として、たとえば、京都市中京区長が弁護士会からの照会に基づいて特

定の市民の前科前歴を回答したことが、当該市民のプライバシーを侵害するのではないか

が問題となったケース（前科照会事件）があげられる。 

                                                   
327 日本のプライバシーに関する判例を詳細に検討した先行研究として、竹田稔『名誉・プ

ライバシー侵害に関する民事責任の研究』（酒井書店、1892）、同『プライバシー侵害と民

事責任〔増補改訂版〕』（判例時報社、1998）、竹田稔、堀部政男（編）『新・裁判実務体系

（9）名誉・プライバシー保護関係訴訟』（青林書院、2001）、五十嵐清『人格権法概説』（有

斐閣、2003）、前田陽一「名誉侵害・プライバシー侵害訴訟」川井健、田尾桃二（編集代表）

『転換期の取引法――取引法判例 10 年の軌跡』（商事法務、2004）、能見善久、加藤新太郎

（編著）『論点体系 判例民法 7 不法行為Ⅰ』（第一法規、2009）292 頁以下〔前田陽一〕、

同（編著）『論点体系 判例民法 8 不法行為Ⅱ〔第 2 版〕』472 頁以下〔澤野和博〕などがあ

る。ここでの検討はこれらの先行研究に負っているところも大きい。 
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この事案に関する大阪高判昭和 51 年 12 月 21 日（判時 839 号 55 頁）は、「何人も自己

の名誉、信用、プライバシーに関する事項については、不当に他に知らされずに生活する

権利を有し、前科、犯罪経歴は右事項に深い関係を有するものとして、不当に他に知らさ

れてはならず、これは人の基本的権利として尊重されなければならない」とし、結論とし

て、前科を回答した区長の本件行為は違法であるとした。 

その上告審である最判昭和 56 年 4 月 14 日（判時 1001 号 3 頁、判タ 442 号 55 頁）の法

廷意見は、損害賠償を認めた大阪高裁の判断を結論において是認したが、その判断におい

て「プライバシー」という言葉は一切用いず、本件で問題となった利益につき、「前科等」

「をみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益」とした。一方で、この判決

において、伊藤正己裁判官の補足意見は、「他人に知られたくない個人の情報は、それがた

とえ真実に合致するものであつても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、

これをみだりに公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害することは不

法行為を構成するものといわなければならない」としたうえで、「本件で問題とされた前科

等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないもののひとつであ」ると

した。 

また、地下鉄の商業宣伝放送の差止が請求された、いわゆる「囚われの聴衆」事件に関

する最判昭和 63 年 12 月 20 日（判時 1302 号 94 頁、判タ 687 号 74 頁）で、法廷意見は、

当該行為は違法ではなく不法行為責任等は生じないと判示するにとどまった一方で、伊藤

補足意見は、個人は「他者から自己の欲しない刺戟によって心の静穏を乱されない利益を

有しており、これを広い意味でのプライバシーと呼ぶことができる」とした。しかしなが

ら、本件市営地下鉄は公共の場所であるため、その保護の程度は下がらざるを得ないとも

している。 

このように長らく慎重だった民事事件に対する最高裁の法廷意見において、最初に「プ

ライバシー」という文言が用いられたのは、最判昭和 62 年 4 月 24 日（判時 1261 号 74 頁、

判タ 661 号 115 頁）であろう。 

これは、いわゆるサンケイ新聞意見広告事件に対する上告審判決であり、判決は、「いわ

ゆる反論権の制度は、記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライバシーに属

する事項について誤つた報道をされたとする者にとつては、機を失せず、同じ新聞上に自

己の反論文の掲載を受けることができ、これによつて原記事に対する自己の主張を読者に

訴える途が開かれることになるのであつて、かかる制度により名誉あるいはプライバシー

保護に資するものがあることも否定し難いところである。」「反論権の制度は、民主主義社

会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由」「に対し重大な影響を及ぼすもの

であって、たとえ」「日刊全国紙」「の記事が特定の名誉ないしプライバシーに重大な影響

を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論

として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい」「反

論文掲載請求権をたやすくみとめることはできない」と、反論権制度に関する解釈論を展
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開する中で「プライバシー」という言葉を登場させた。もっともこの判決は、いかなる事

由がプライバシー侵害になるかなど、プライバシーに関する最高裁の解釈を披瀝している

わけではない。 

その後、「プライバシー」という用語に拠らないものの、実質的にはこれにほぼ相当する

法益の侵害の不法行為について判示したものとして、最判平成元年 12 月 21 日（民集 43 巻

12 号 2252 頁）は、公立小学校教師を批判するビラの中で氏名・電話番号などが記載され

て電話などによる嫌がらせを受けたことについて、「私生活の平穏などの人格的利益」を違

法に侵害したとして不法行為の成立を認めた。また、いわゆるノンフィクション『逆転』

事件に関する最判平成 6 年 2 月 8 日（民集 48 巻 2 号 149 頁）では、私人である X の前科

等にかかわる事実を Y が著作物の中で実名を使用して公表したことにつき、第一・二審判

決がプライバシー侵害による不法行為の成立を認めたのに対し、上告審判決は、「みだりに」

「前科等のかかわる事実を公表されないこと」につき法的保護に値する利益（判決後や服

役後に社会復帰して新しく形成している「社会生活上の平穏」を害されその更生を妨げら

れない利益）を有するなどとして、その侵害による不法行為の成立を認めた。 

このように、一方で「プライバシー」という文言への言及のみにとどまる判決が出、他

方でその文言に触れることなくプライバシーに相当する法益を実質上保護している判決が

出る中で、最高裁の法廷意見が民事事件においてプライバシー侵害の判断につき最初に言

及したのは、最判平成 7 年 9 月 5 日（裁判所時報 1154 号 1 頁、判時 1546 号 115 頁、判タ

891 号 77 頁）である。 

この事案は、Y 社が、社員 X らが特定政党の党員又はその同調者であることのみを理由

として、職制等を通じて X らを継続的に監視する態勢をとって X らを職場で孤立させる過

程の中で、退社後に尾行したり、ロッカーを無断で開けて私物を写真撮影したことについ

て、会社の不法行為を認めたものである。判決は、会社の上告を棄却して、「被上告人甲ら

に対する行為はそのプライバシーを侵害するものであって、同人らの人格的利益を侵害す

るものというべく、」「上告人の各被上告人らに対する不法行為を構成するものといわざる

をえない」とした。 

本件で問題となったのは、プライバシーの類型のうちの「侵入」類型にあたるものであ

り、この侵入類型につき最高裁はプライバシー侵害にあたる旨明言したということになる。 

また、「公表」類型に関して法廷意見がはじめてプライバシー侵害の判断をしたのは、い

わゆる『石に泳ぐ魚』事件に関する最判平成 14 年 9 月 24 日（裁判所時報 1324 号、判時

1802 号 60 頁、判タ 1106 号 72 頁）であろう。 

この事案は、A が執筆して Y が発行する雑誌で公表された小説の登場人物 B（X と同定

可能）について、顔面に完治の見込みのない腫瘍があること、父が韓国でスパイ容疑によ

り逮捕された経歴があること、高額の寄付を募ることに問題があるかのような団体として

記載されている新興宗教に入信したという虚偽の事実などが述べられたものである。これ

に対し、判決は、「公共の利益に係らない X のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む
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本件小説の公表により公的立場にない X の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害された」

などとして、出版等の差止を認めた。 

かくして民事事件における最高裁の法廷意見はようやく被侵害利益としての「プライバ

シー」に言及するようになったが、結論としてプライバシー侵害であることを肯定するに

とどまり、『宴のあと』事件判決のようにプライバシー権の定義や要件を明らかにしたわけ

ではない。そのような中出された以下の二つの判決は、あまり明確ではないものの、この

点にかかわる判示をしている。ひとつは、少年による殺人事件の推知報道に関する最判平

成 15 年 3 月 14 日（民集 57 巻 3 号 229 頁）であり、いまひとつは、早稲田大学名簿事件

に関する最判平成 15 年 9 月 12 日（民集 57 巻 8 号 973 頁）である。 

前者の事案は、殺人事件を起こした少年につき週刊誌が、仮名ではあったが、同少年が

当該殺人事件を起こしたことや同少年の経歴・交友関係等の詳細な情報を掲載したという

ものである。これについて判決は、「本件記事に掲載された犯人情報及び履歴情報は、いず

れも」「他人にみだりに知られたくない被上告人のプライバシーに属する情報であるという

べきである」として、プライバシー侵害の成立を肯定した。 

後者の事案は、早稲田大学が江沢民中国国家主席（当時）の講演会を開催するにあたり、

その出席者の氏名・住所・電話番号・学籍番号が記載された名簿を事前に警備当局である

警視庁に渡した行為のプライバシー侵害性がとわれたものである。これについて判決は、

「学籍番号、氏名、住所及び電話番号」は、Y 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が、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」として、プライバシー侵害の成立を認めた。 

これらの判決からは、不十分ながらも、「（自己が欲しない）他人にみだりに知られたく

ない事柄」の公表・開示がプライバシー侵害にあたる旨を判示しているとみることができ

る。また、前掲平成 15 年 3 月判決が、「プライバシー」に関する先例として最判平成 6 年 2

月 8 日（民集 48 巻 2 号 149 頁）を引用していることから、「私生活の平穏の利益」をプラ

イバシーにかかわる利益の範疇からしいて排除しない余地もあろう。 

 

第二款 最高裁にみるプライバシー侵害による不法行為の成立要件 

前掲最判平成 15 年 3 月 14 日は、実名類似の仮名を用いた少年犯罪の報道に関して、犯

罪情報・履歴情報を「プライバシー」としたうえで、「公表されない法的利益」と「公表す

る理由」とを（等価的かつ個別的に）比較衡量して、前者が後者を優越する場合には不法

行為が成立する旨の判示をした。なお、この判決の引用する最判平成 6 年 2 月 8 日は、「プ

ライバシー」という用語によっていないが、「前科等にかかわる事実を公表されないことに

つき、法的保護に値する利益を有する」としたうえで、「公表されない法的利益」と「公表
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する理由」との（等価的かつ個別的な）比較衡量によって不法行為の成否を判断していた。 

判例が、名誉毀損については、一定の定量化された要件を充たせば違法性（又は故意・

過失）が阻却されるという定型的衡量による違法性判断をしているのに対して、上記のよ

うに、プライバシー侵害については、被侵害利益と侵害行為との個別的・等価的な衡量に

よる違法性判断をしているのはなぜか。プライバシー権については、最高裁が必ずしも明

確な定義をしていないように、権利の外延がなお明確ではないことが、そのような判断の

違いにつながったと見ることもできる。 

ただし、前掲最判平成 15 年 9 月 12 日は、プライバシー侵害の不法行為の成否について、

個別的・等価的な比較衡量によらず、侵害によって原則違法となるような判断をしている。

すなわち、同判決は、大学が外国要人の講演会の出席者名簿を警察に提出したことにつき、

学籍番号・氏名・住所・電話番号のような個人識別情報も「プライバシーに係る情報とし

て法的保護の対象となる」としたうえで、開示について承諾を求めることが困難であった

特別の事情がないにもかかわらず、X らに無断で個人情報を警察に開示した行為は、「プラ

イバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、X らのプラ

イバシーを侵害するものとして不法行為を構成する」とした。 

前掲平成 15 年 3 月最判が表現の自由・報道の自由との衡量が問題となった事案であった

のに対し、9 月判決はそのような衡量が問題とならない事案であったことが、その要因とみ

ることもできる。後者は表現行為のかかわらない、情報の不正提供の事案だったのである。 

また、これらの判決を『宴のあと』事件判決の提示した要件と比べると、『宴のあと』事

件判決のいう第一要件（私生活上の事実または私生活上の事実らしく受けとられるおそれ

のあることがらであること）のような「私生活上」という限定を最高裁が問題にしていな

いことは明らかであろう。最高裁は、『宴のあと』事件判決のいう第二要件（一般人の感受

性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることが

らであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負

担、不安を覚えるであろうとみとめられることがらであること）のうち、「公開を欲しない」

情報という点を重視している。 

他方、『宴のあと』事件判決の第二要件が、公開を欲しない人の判断の基礎として「一般

人の感受性」を基準としているのに対し、上記二つの最高裁判決のうち 9 月判決は、「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」としていることからすると、被害者本

人の感受性を基準にしているように読めなくもない。仮にそうであるとすると、それは法

的安定性を害するといわざるを得ないとの評価もありうる328。しかし一方で、ここにいう

「本人」とは請求者本人を指すのではなく、当該氏名・学籍番号等の帰属主体を一般的に

差しているとも読め、そうであるならば、開示されたくないと考えるか否かについては、

                                                   
328 山野目章夫「私法とプライバシー」田島康彦（ほか編）『表現の自由とプライバシー―

―憲法・民法・訴訟実務の総合的研究』（2006）23 頁等。 
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これまでの判例通説の解釈のとおり、一般通常人の感覚を基準として判断しているとも考

えられる329。しかしその「一般通常人」というものをいかに措定するかについても、技術

の発展著しい昨今においては、困難な状況となっていると言えよう。 

 

第三款 小括 

以上を要するに、最高裁は「（自己が欲しない）他人にみだりに知られたくない事柄」の

公表・開示がプライバシー侵害にあたる旨を判示しているとみることができる。また、プ

ライバシー侵害の成否については、表現・報道型では個別的・等価的な比較衡量で違法な

侵害かどうかを判断し、第三者提供型・開示型については侵害があれば原則として違法性

を認めるような傾向を見せている。また、公開を欲しない情報の判断につき、被害者本人

の基準によるか、一般人の基準によるか、判断がわかれうるが、おそらく後者の解釈のほ

うがより判例の立場に適合的であるといえるだろう。この点、第三者提供型・開示型につ

いて、その要件を充たせば原則として違法性を認めるべきなのか、むしろ積極的に転々流

通させたほうが何らかの利益が生まれる場合も多いのではないだろうか、あらゆる場合に

判例の理屈を当てはめてしまっては問題があるのではないかというのが、今日の問題であ

る。 

 

第二節 昨今の民法学説におけるプライバシー概念 

 本節では、日本の民法学説におけるプライバシー観を理解するために、1970 年代中ごろ

から現在までの民法の体系書・基本書等に述べられるプライバシー権の理解を検討するこ

ととする。また、特に取り上げるべき見解を提示しているものの、プライバシーに関する

議論を含む体系書・基本書を著していない、ないし紙幅の関係上か書物内でプライバシー

について論じていない者については、別途判例評釈等の論考を検討する。 

 以下では、まずプライバシー概念不要説を唱える少数説について触れた後で、プライバ

シー概念肯定説を検討することとする。さらに、後者の一連の民法学説については、前章

までの議論にあらわれた各学説をどのように評価しているか理解しやすいよう、年代ごと

ではなく、学説ごとに整理することとする。 

 

第一款 プライバシー概念不要説 

プロッサーの四分類をみれば明らかなように、「プライバシー」概念はアメリカの判例・

学説でもその内容が多岐に分かれている。これはわが国でも同様である。 

かような現状を踏まえ、「我国の不法行為法において、『プライバシィ』という概念は確

立していないし、確立する見込みもなく、将来ともこの概念を使用するべきではない」と

                                                   
329 9 月判決に対する最高裁判例解説も、「他人にしられたくないかどうかは、一般人の感受

性を基準に判断すべきである」としている（「最高裁判所判例解説民事篇・平成 15年度（下）」

489 頁）。 
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する見解がある330。 

この論者によると、わが国では「プライバシー」概念は未だ確立してないにもかかわら

ずそれが確立したとの常識ないし錯覚があり、訴訟において当事者から「プライバシー」

概念を用いた主張がなされることも多く、このため裁判所は、その主張内容を探る努力を

せねばならないという多大な負担を背負うことになるという。また、「プライバシー」概念

を未消化のまま使用し続けることにより、真に保護すべき利益の実体があいまいになり、

適切な保護を妨げることにもなりかねないという。 

しかしこの見解は、今日においては少数説であるといえよう。 

 

第二款 プライバシー概念肯定説 

1 プライバシー概念を名誉概念と別個のものと認めるもの 

これはほぼすべての肯定説が当てはまるといえよう。具体的には、プライバシー侵害は、

世間の評価に悪い影響を与えない場合にも成立する点、真実を公表した場合にも違法たる

ことを免れない点、法人については認められない点などで、名誉毀損（ないし侵害）と異

なる事に触れるものが多い331。 

 

2 プライバシー権の構成 

2.1 人格権侵害の一類型として、あるいは単独で、プライバシー概念に簡単に触れるもの 

人格権侵害の一類型として、プライバシー概念に簡単に触れるものとして、広中俊雄が

あげられる。広中は、「今日、人間はすべて人間たるの資格に対する一切の侵害から保護さ

れることを予定されており、日本の民法はこのことを『個人ノ尊厳』という言葉で表現し

ていると解される。個人は、肉体的利益であると精神的利益であるとを問わず人間たるの

資格にかかわる人格的利益の帰属の主体、すなわち人格権の主体として保護され、その侵

害は当然に違法であって、侵害者に故意または過失があるかぎり――侵害の仕方いかんに

よっては過失がなくても――不法行為責任を発生させる」332としつつ、プライバシー侵害

の場面として、『宴のあと』事件判決と、前科照会事件に触れる333。 

また、円谷峻は、「プライバシーという法益が法的に承認されたのは、わが国ではそう古

いことではない」としつつ、「宴のあと」事件判決において、プライバシーという法益が、

                                                   
330 菅野孝久「『プライバシィ』概念の機能の検討――不法行為法における非実用性」ジュ

リスト 653 号（1977）60 頁。 
331 その侵害利益や侵害態様の近接性からか、現在においても、プライバシー侵害は名誉毀

損と連関的に論じられることが少なくない。例えば、藤岡康宏「名誉・プライバシー侵害」

星野英一（編集代表）『民法講座 6』（有斐閣、1985）387 頁以下や、建部（中島）雅「名誉・

プライバシー」内田貴、大村敦志（編）『民法の争点』（ジュリスト、2007）304 頁以下等。

この点に触れる文献は多岐にわたり、後の引用との関係で煩雑であるため、ここでは以下

で検討する文献の該当頁の引用を省略させていただく。ご海容いただきたい。 
332 広中俊雄『債権各論講義〔第 6 版〕』（有斐閣、1994）453 頁。 
333 同上、457-458 頁。 
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はじめて承認されたとこれを紹介するにとどまる334。 

 

2.2  「ほうっておいてもらう権利」の一元的構成 

 この構成をとるものは、プライバシー権を「ほうっておいてもらう権利」、つまり消極的

な権利として位置づける。比較的初期の学説と、近時のものであっても、（体系書・基本書

の趣旨ゆえか）憲法上の問題に踏み込むことを躊躇するものに採用される構成である。 

 まず、加藤一郎は、「私人間で私生活の自由をかってにおかされないプライバシーの権利」

とこれを定義する335。次に、田山輝明は、「プライバシーとは、一般に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である」と宴のあと事件判決の定義を用いる336。そ

して、青野博之は、「プライバシーは、人間の内面に関係する人格的利益である」としつつ、

『宴のあと』判決のいう「私生活をみだりに公開されない法的利益をプライバシーという」

とする337。青野はまた、「プライバシーの対象となる事柄は、他人に知られたくない情報で

あ」り、「たとえば、思想、宗教などの精神についての情報、病歴、健康状態などの身体に

ついての情報、学歴、職歴、前科などの経歴、家族関係、信用情報など」がそうであると

する338。最後に、加藤雅信は、「アメリカでは 19 世紀の末以来、一人で放っておいてもら

う権利、私事を不当に開示されない権利が、プライバシーの権利と呼ばれ保護されるよう

になった。このプライバシーの観念は、自己情報のコントロール等の憲法的な観点からも

問題とされる」と学説の展開を簡単に述べた後に、「本書では民事法的な私事の不当開示と

いう観点からの検討にとどめよう」と、自己情報コントロール権説に立つことに（少なく

とも同書の中では）消極的な姿勢を示す339。 

 これらの見解は、最後の加藤の言葉にも表れているように、「自己情報コントロール権」

構成、つまり、積極的な開示・削除等請求権としてのプライバシーの問題を私法上の問題

とは捉えていないと理解することもできよう。 

 

2.3 「ほうっておいてもらう権利」を基礎とした「プロッサーの四（引く二）分類」の一

元的構成 

 この見解は、「ほうっておいてもらう権利」構成を基礎としつつ、それをプロッサーの四

分類――①他人の干渉を受けずに送っている私生活に侵入すること、②他人に知られたく

                                                   
334 円谷峻『不法行為法・事務管理・不当利得――判例による法形成――〔第 2 版〕』（成文

堂、2010）84 頁。 
335 加藤一郎『不法行為〔増補版第 5 刷〕《法律学全集 22-Ⅱ》』（有斐閣、1976）284 頁。 

336 田山輝明『不法行為法〔補訂版〕』（青林書院、1999）74 頁。 

337 大島俊之、久保宏之、下村正明、青野博之『プリメール民法 4 債権各論〔第 2 版〕』（法

律文化社、2003）〔青野博之〕194 頁。 
338 同上。 

339 加藤雅信『新民法体系Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為〔初版第 2 刷〕』（有斐閣、2003）

242 頁。 
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ない私的事項を公開すること、③ある事実を公開することによって他人に自己の真の姿と

異なる印象を与えること、④氏名や肖像を他人が利得のために使用（盗用）すること――

に当てはめて構成しなおすものである。このようなものとして、竹田稔の見解とこれに修

正を加える五十嵐清のそれがあげられる。 

竹田は、まず、「ひとりでほうっておいてもらう権利」というような古典的なプライバシ

ー概念はプロッサーの四類型によって結実したとみてよいとする340。 

 このうち、①と②は、（当時の）多くの国民が抱いているプライバシー侵害のイメージに

示されたところ341と一致しており、判例にもその傾向が現れているため、「プライバシーの

権利を情報コントロール権として把握する場合にも、①②の意味における私生活保護をプ

ライバシーの権利の枠外とすることはできないであろう」と指摘する342。 

 しかし、③要件については、「虚偽の事実の公表により自己の真実の姿と異なる印象を与

えることと理解すれば、それは個人の私生活や私的事項とは別個の範疇であり、プライバ

シーの権利概念からはずすのが概念の明確性からみて妥当である」とし、また、④要件に

ついても、これは「氏名や肖像の営利的利用であって、パブリシティの権利と呼ばれてお

り、氏名や肖像の持つ経済的側面に着目したものであって、もはや人格権の範疇ではない」

と、プライバシー概念から除外することを提案する343。 

以上より、竹田は、プライバシーの権利を「みだりに私生活（私的領域）へ侵入された

り、他人に知られたくない私生活上の事実、情報を公開されたりしない権利」と定義する344。 

また、五十嵐は、学説の展開について熟知しながらも、わが国の判例では、最高裁はこ

れまでのところプライバシーという言葉を定義せずに使用していること、下級審裁判例で

はプライバシー権を「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」と定義

付ける『宴のあと』事件判決に従っていること、これに対して『逆転』事件一・二審判決

は自己情報コントロール権説の影響を受けたような定義をしているが、実質的には『宴の

あと』事件判決の示した要件に従って判断しており、この定義に大きな意味を与えること

はできないことを指摘する345。 

そのため、「わが国の私法判例の分析を中心とする本書では、プライバシーの定義につい

て新しい傾向に従わず、古典的な定義で満足したい」とする346。この点、『宴のあと』事件

判決の定義は、公表だけを問題としているが、プライバシーの侵害はすでに私的領域への

侵入によって発生するので、五十嵐は竹田の上記提言に従い、プライバシー権を「みだり

                                                   

340 竹田・前掲書注（327）『プライバシー侵害と民事責任』161 頁。 

341 ここで竹田は、関根義男「国民のプライバシー意識」ジュリスト 760 号 40 頁を参照し

ている。 
342 竹田・前掲書注（327）『プライバシー侵害と民事責任』161 頁。 
343 同上、162 頁。 
344 同上。 
345 五十嵐・前掲書注（327）205 頁。 
346 同上。 
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に私生活（私的生活領域）へ侵入されたり、他人に知られたくない私生活上の事実、情報

を公開されたりしない権利」と定義する。ただし、このことはプライバシー権を「自己情

報コントロール権」や「自己決定権」と見る見解を排除するものではないとも付言する。 

 

2.4 「自己情報コントロール権」の一元的構成 

 私法上の自己情報コントロール権説、とくにその一元的構成を積極的に支持する見解と

しては、飯塚和之の見解があげられる。彼はまず、私生活の公表（個人情報の公表）や私

生活への侵入事例では、裁判例の多くが「他人に知られたくない私的事項をみだりに公表

されない利益」、「私生活の平穏の利益」をプライバシー利益又はプライバシー権として捉

えていることを認める347。しかしその一方で、判決文中で自己情報コントロール権の影響

を受けていると思われる言辞を用いる裁判例も見られること、また、学説にはそれらの判

決を自己情報コントロール権説から説明するものもあることから、彼自身は、情報コント

ロール権説を支持し、民事法秩序に適合するかぎりでのプライバシー権の内容を構想でき

ると考えている348。 

しかし、彼のように自己情報コントロール権一元化を狙う見解は必ずしも多くはない。

「自己情報コントロール権」構成に肯定的な見解や、あるいはその積極的支持を表明する

見解も、以下のように何らかの多元的構成を採用している。それはすでに判例が「ほうっ

ておいてもらう権利」構成を採用し、これを放棄する姿勢を見せないことによるのかもし

れない。 

 

2.5 「ほうっておいてもらう権利」＋「自己情報コントロール権」の二元的構成 

この構成を採用するものには、微妙なニュアンスの差がある349。そのため、ここでは、

この「ほうっておいてもらう権利」＋「自己情報コントロール権」の二元的構成を採用し

ている見解を、①なお前者に重点があるもの、②後者に重点をおくもの、③両者ともに重

視するもの、以上の三つに分類する。 

 

2.5.1 なお前者に重点があるもの 

 この見解は、前者の構成を基本的には採用しつつも、今後論ずべき新たな課題ないし近

時の有力説として後者の見解に触れるにとどまるものが多い。しかし、ここで検討するよ

うに、この見解は時代が経るに従って、その重点が徐々に後者の構成に移行しつつあると

読むこともできるように思われる。 

 このような、「ほうっておいてもらう権利」＋「自己情報コントロール権」の二元的構成

                                                   
347 飯塚和之「プライバシーの権利概念」竹田、堀部（編）・前掲書注（327）所収 138-139

頁。 
348 同上、139 頁。 
349 そのため、この二元的構成というものも、さしあたりの整理であって、正確ではないお

それがあることを付言しておく。 
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をとりつつ、前者に重点をおく見解をとるものの嚆矢としては、前田達明のものがあげら

れよう。 

前田は、「プライバシー（権）とは『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』といわれ」、「近時の情報化社会においては、非常に重要な権利といえよう」とす

る350。なぜ情報化社会において重要なのかというと、「『私生活をみだりに公開されないと

いう権利』は『静かにほうっておいてもらう権利』という消極的な内容をもち、侵害の恐

れあるときに差止請求権、侵害されたときは損害賠償請求権の発生を認めるというのが基

本的な思考であるが、現代或いは近い将来においては、もっと積極的に『自己についての

情報を自らコントロールしうる権利』として考える必要が出てくる」からであり、なぜな

ら「自らの知らないところで自己についての情報が収集管理されているとき、その開示を

請求しうる（たとえば、患者のカルテ閲覧権）といった内容も考えなければならない」か

らであるとする351。 

 このように、前田は「自己情報コントロール権」構成を採用することに積極的な姿勢を

みせるが、しかし、そうする必要があると彼が考えるのが「現代」ないし「近い将来」で

あって、決して「今日」とか「現在」ではないということには留意すべきであろう。 

次に、平井宜雄の見解があげられる。平井は、これまで、プライバシー権は「私生活を

みだりに公開されない権利」と解されてきたとする352。しかし、「最近では、個人に関する

各種の情報を収集して電子的に記録・蓄積・再生し、コンピュータ・ネットワークを通じ

て利用するという行政上の需要が生じたため、この側面におけるプライバシー権の保護が

新たな問題となっている。そこで、プライバシー権を、伝統的な『ひとりにしておかれる

権利』から『自己に関する情報の流れをコントロールする権利』として理解すべきことが

説かれるようになってきた」353として、堀部の論考を引用する。 

 以上のように、平井は、古典的な理解を提示しつつ、新たな問題として、「行政上の」問

題が生じていることを指摘している。この点のみを重視すれば、平井は自己情報コントロ

ール権を私法上の問題とは考えていないようにも思われる。しかし、彼が引用している自

己情報コントロール権説の論者が堀部であることに注意が必要である。本稿第二章で検討

したように、堀部は自己情報コントロール権説を公法・私法の枠を超えた理論として積極

的に主張しているのである。そのため、単にその学説の紹介にとどまっており、なお伝統

的理解に比重がおかれているものの、平井も自己情報コントロール権説に対する積極的な

理解を示そうとしていると評価できよう。 

 また、「ほうっておいてもらう権利」構成と「自己情報コントロール権」構成の二つの見

解を、前者は伝統的見解、後者は近時の有力説であるとして簡潔に触れるものとしては、

                                                   
350 前田達明『民法Ⅵ2（不法行為法）《現代法律学講座 14》』（青林書院新社、1980）102

頁。 
351 同上。 
352 平井宜雄『債権各論Ⅱ 不法行為〔初版第 3 刷部分補正〕』（弘文堂、1994）51 頁。 
353 同上。 
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以下のようなものがある。 

まず、遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一の編著である『民法（7）

事務管理・不当利得・不法行為』では、「プライバシー権を前述のように『静かにほうって

おいてもらう権利』として定義するのが通説であるが、これをもっと積極的に、『自己につ

いての情報を自らコントロールする権利』と定義する有力説がある」354とする。つぎに、

平井一雄は、「プライバシーとは、他人に知られたくないことを知られない、人格権である

が、最近は、自己の情報をコントロールする権利としてとらえられることが多くなってき

た。IT 時代において、個人情報の価値が高まるとともに、情報の収集加工が容易になって

きたことに鑑み、プライバシーの保護の要請は一層求められる」355とする。さらに、水辺

芳郎は、「プライバシーとは、『私生活をみだりに公開されない権利』をいい、その侵害に

対して、侵害行為の差止・慰謝料請求を認めた判決がある。学説は、プライバシーをより

積極的に『自己についての情報を自らコントロールしうる権利』とし、憲法 13 条の個人の

尊厳の思想に基礎をおき、その保護を判例より強く意識している」とする356。判例は伝統

的理解に立ちながら、学説は「自己情報コントロール説」に立っているとする水辺のまと

め方は、（その記述上の正確性はともかくとして）彼の後者への積極的な理解に根ざすもの

かもしれない。 

このように、学説の理解は時を経るにつれて、自己情報コントロール権説への比重を徐々

に増していると読むことができる。 

たとえば、窪田充見は、「当初、プライバシーは、『ひとりで放っておいてもらう権利』

として構想された。そこでは、他人に私生活をのぞき見されないといった利益が考えられ

ていた」としつつ、「それに対して、現在では、こうした消極的な側面だけではなく、『自

らに関する情報をコントロールする権利』（情報プライバシー権）といったように、より積

極的な形でプライバシーの概念を規定するようになってきている」とする357。つぎに、近

江幸治は、「『プライバシー』とは、『個人の私生活に関する事柄について他から干渉されな

い利益』であって」、「一人にしておいてもらう権利観念が中心の人格的利益・人格的価値

である」358とする一方で、「近年は、情報化の進展に伴う個人情報管理の場面において、『自

己情報をコントロールする権利』（国家機関等に管理されている自己情報の訂正・削除を求

めることができる権利）としてプライバシー権が使われている」とする359。また、川井健

は、「プライバシーについては、もともと私事を公にさらすことによる人の不利益がその内

                                                   
354 遠藤浩、川井健、原島重義、広中俊雄、水本浩、山本進一（編）『民法（7）事務管理・

不当利得・不法行為〔第 4 版第 5 刷〕』（有斐閣、1999）145 頁。 

355 平井一雄『民法Ⅳ（債権各論）』（青林書院、2002）268 頁。 

356 水辺芳郎『債権各論〔第 2 版〕』（三省堂、2006）345 頁。 
357 窪田充見『不法行為法』（有斐閣、2007）123 頁。 
358 近江幸治『民法講義Ⅳ 事務管理・不当利得・不法行為〔第 2 版第 2 刷〕』（成文堂、2008）

136 頁。 
359 同上、136-137 頁。 
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容であったが、その後は、人が自らの情報を自ら管理するところにその保護の狙いがある

と見られている」とする360。そして内田貴も、「プライバシーとは、本来は、私生活をみだ

りに公開されない権利（ひとりにしておかれる権利）で人格権の一種とされるが、今日で

は、人が自らの情報を自ら管理する権利という側面が重視されている」361とする。この四

者の叙述からは、自己情報コントロール権説は憲法上の理論であるとして距離を置くよう

な姿勢は感じられないうえ、この構成を「今日」的問題として扱っている。そのため、民

法学説における比重が、「ほうっておいてもらう権利」という伝統的理解から近時の有力説

へと、徐々に動いている様相を表しているように思える。 

最後に、吉村良一の見解にふれよう。吉村は以下のように述べる。「プライバシー権とは、

『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』（東京地判）、あるいはより

一般的に『ひとりにしておいてもらう権利』であり、私事にわたる事実の公表がプライバ

シーの侵害として不法行為となる場合がある。さらに最近では、プライバシーの権利を、

そのような消極的な権利としてだけではなく、『自己についての情報をコントロールしうる

権利』として構成する考えも有力になってきており、これによれば、自己に関する情報を

勝手に第三者に伝達することもプライバシー侵害となる」362。なお自己情報コントロール

権説を有力説として評価しつつも、その構成に基づくプライバシー侵害の可能性を認める

吉村の理解も、この類型の当初の見解である前田達明のものと比べれば、より「自己情報

コントロール」構成への比重が増していることを示しているだろう。このことからもあき

らかなように、この分類においては、前者と後者の関係が必ずしも明確とはいえない。が、

しかし、自己情報コントロール権説を民法上の構成として取り入れようと言う姿勢は見て

取れるのではないだろうか。 

 

2.5.2 後者に重点をおくもの 

 このような見解としては、森島昭夫のものがあげられる363。この見解は、論稿に求めら

れる企画趣旨の影響が強いであろうことに留意すべきだが、「自己情報コントロール権」構

成を私法的に論ずることに比較的早く着手した点で、重要である。 

森島は、当時の世相として、週刊誌などによるのぞき見的な私事暴露は止まず、それど

ころかいっそう激しくなり、私事をみだりに公開されないという意味でのプライバシー権

の重要性が減少したわけではないとしつつ、コンピュータの発達とそれに伴う通信情報技

術の進歩による社会の情報化の進展が、新たなプライバシーの侵害の危険性を生み出した

ことを指摘する。佐藤や堀部が指摘するように、社会の情報化が進むと、個人情報は当該

個人が知らない間に蓄積、利用され、場合によっては誤った情報が保存されることもある。

                                                   

360 川井健『民法概論 4（債権各論）〔補訂版〕』（有斐閣、2010）425 頁。 

361 内田貴『民法Ⅱ 債権各論〔第 3 版〕』（東京大学出版会、2011）375 頁。 

362 吉村良一『不法行為法〔第 4 版〕』（有斐閣、2010）48 頁。 

363 森島昭夫「プライバシーの私法的保護」法学セミナー404 号（1988）52 頁以下。 
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そこでは、思想・信条・犯罪歴・財産など、他人に知られたくない情報が自分の手を離れ

たところで他人によってコントロールされているわけである。そのため、「『宴のあと』で

問題になった『私生活をみだりに公開されないという権利』としてのプライバシーは、す

でに他人の手に握られ、それが第三者に公開される危険が著しく高まっている」364として、

ここでは、私的生活に対する他人からの不当な干渉を排して個人の尊厳を回復するには、

単に消極的に「ほっておいてもらう権利」を主張するだけでは足らず、『自己に関する情報

の流れをコントロールする権利』が主張されなければならない」として、問題を具体的に

検討する。 

森島は、「このようにして、情報化社会を迎えてプライバシーの権利の発現形態は変わっ

てきた」365として、「自己情報コントロール」構成を重視する。しかし、「いずれの内容の

プライバシー権をとっても、根底には、他から不当に干渉されることのない個人の自律と

いう価値の尊重があることを忘れてはならない」366として、「ほうっておいてもらう権利」

と「自己情報コントロール」構成の双方が重要であることを明記する。そのため、後者に

重点を置きつつも、「ほうっておいてもらう権利」+「自己情報コントロール権」の二元的

構成をとっていることがわかる。 

 

2.5.3 両者ともに重視しているもの 

 この見解は、すでに一定程度後者の構成が裁判例や学説に受容されるようになったころ

の論考にみられはじめる。特に、早稲田大学名簿事件判決のような、情報提供型の事案が

あらわれたことも大きいかもしれない。ここで検討する見解においては、上述の見解では

不分明であった「ほうっておいてもらう権利」構成と「自己情報コントロール権」構成の

関係が、自覚的に整理されている。 

 

（1）民法上のプライバシー=「ほうっておいてもらう権利」+個人情報保護法上のプライバ

シー=「自己情報コントロール権」の二元的構成 

このような見解としては、まず、橋本佳幸・大久保邦彦・小池泰の共著があげられる。 

彼らは、「伝統的理解によれば、プライバシーとは、私生活上の事実の公開や私的生活領

域への侵入に対する保護（私生活の平穏・自由）を指す」367とする一方で、「個人情報の適

正な取り扱い」という項を設ける。そこでは、プライバシー権として、自己情報コントロ

ール権説が有力化していることに触れながら、「この議論によれば、前記の類型とともに、

個人情報の不適正な収集・管理・利用という高度情報化社会に特有の問題も、プライバシ

                                                   

364 同上、53-54 頁。 

365 同上、54 頁。 
366 同上。 

367 橋本佳幸、大久保邦彦、小池泰『民法Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為』（有斐閣、

2011）129 頁。 
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ー侵害の一類型として捉えることができる」368とする。さらに、「個人情報の収集・管理・

利用に対する関係で、自己情報コントロール権としてのプライバシーは、秘匿性の高い情

報はもちろん、単純な個人情報（氏名・住所等）をも対象に含む。プライバシー侵害の不

法行為とみなすべきは、これらの個人情報の漏えいや本人同意原則に反した収集・利用（不

正手段による取得、無断での第三者提供など）である」369として、個人情報保護法に言及

する。 

このような記述を見ると、彼らは、民法上のプライバシーを「ほうっておいてもらう権

利」として構成し、個人情報保護法上のプライバシーを「自己情報コントロール権」とし

て構成することで、両者の関係を整理しているように思われる。 

 

（2）「ほうっておいてもらう自由」を基礎とした「自己情報コントロール権」の二元的構

成 

他方で、「ほうっておいてもらう権利」構成と「自己情報コントロール権」構成をともに

重視しながら、必ずしも橋本らのような個人情報保護法のような特別法にひきつけた整理

をするわけではないのが、山本敬三の見解である370。 

山本は、まず、プライバシーの射程は「『社会の正当な関心』がどこまで認められるかに

よって決まってくる」とする371。これによると、プライバシーの射程に入るのは、社会が

関心をもつことが正当とはいえない、つまり許されないとされる事柄だということになる。

次に、この「社会の正当な関心」がどこまで認められるかという問題は、「規範的な評価の

問題である」372として、ここでは、「たとえば『私生活』という言葉の言語的ないし慣習的

な意味の探求が問題となってくるのではない」と、前述の小林節のようなアプローチを批

判する。山本によれば、ここで問われているのは、「どのような事柄について社会が関心を

もつことを正当とし、正当としないかという規範的な判断にほかならない」373のである。 

このように、プライバシーが認められる前提には、どのような事柄について社会が関心

をもつことを許し、また許さないとするかという点に関する社会的な決定があるとすると、

第一に、当該「社会」とは何かという問題が生じる。この点について、山本は、「そこでい

う『社会』」「は、何か抽象的な単一の『社会』というよりも、むしろ地域的あるいは関係

的に切り分けられた部分社会に近いものだと考えられる」374とする。また第二に、そこで

プライバシーの射程に入るとされたことによって、それぞれの個人にはいったい何が認め

                                                   
368 同上、130 頁。 
369 同上。 
370 山本敬三「前科の公表によるプライバシー侵害と表現の自由――ノンフィクション「逆

転」訴訟を手がかりとして――」民商法雑誌 116 巻 4 号（1997）615 頁以下。 
371 同上、636 頁。 
372 同上、637 頁。 
373 同上。 
374 同上、637 頁の注 17（注の内容自体は 643 頁）。 
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られることになるのかという問題が生じる。この点について、山本は、「ごく単純にいうな

らば、これによって個人は、その事柄について社会の関心からまぬがれる自由をもつとい

うことになる。ここでいう「自由」とは、その事柄に関する情報を開示してもいいし、開

示しなくてもいいという自由だということができる」とする375。 

もっとも、こうした「自由としてのプライバシー」は、その事柄に関する情報の開示・

不開示について法的な強制を受けないという状態にすぎなくなってしまう。そこで、この

ような自由をさらに実効的なものにするために、山本は、実際にこの自由がおかされる場

合に一定の作為・不作為を要求できる権利が認められなければならないことを指摘する376。

たとえば、国家がこの自由をおかすときには、国家に対してそうした行為をしないよう求

める権利、つまり防禦権が認められなければならない。また、他の私人がこの自由をおか

すときには、その加害者に対してそうした行為をしないよう求めると同時に、国家に対し

てその侵害からの保護を求める権利、つまり保護請求権も認められなければならない。少

なくともこうした権利が、自由としてのプライバシーを補強する権利として認められるべ

きだというのである。さらに、政府機関や情報産業が保有する自己情報に対するアクセス

権や訂正・削除要請という「給付権」まで認められるかどうかという問題も、この延長線

上に位置づけられることになる377。 

いうまでもなく、ここに述べた山本のプライバシーの理解は、基本的に、情報コントロ

ール権説のそれに対応している。ただ、そのプライバシーの射程は、「自己情報」のすべて

をとらえるわけではないという。なぜなら、そこでとらえられる情報は、あくまでも「社

会が関心をもつことが許されない」とされたものだけだからである。その意味で、自己情

報のすべてをコントロールする権利と比べると、ここで認められる「プライバシー」は、

それよりも限定されたものだということになる。 

このように、山本の見解は、これまで「ほうっておいてもらう権利」として議論されて

きたものを具体的な権利ではなく自由と捉えることでプライバシー概念の基礎にすえ、こ

の自由を守るための具体的な権利を「自己情報コントロール権」構成によって構築してい

るといえる。 

 

（3）民法上のプライバシー=「ほうっておいてもらう権利」+憲法上の基本権としてのプラ

イバシー=「自己情報コントロール権」の二元的構成 

 以上のような山本敬三の見解を参照しつつ、これまでの民法上の裁判例・学説との接合

を異なる形で図ったのが、潮見佳男である。 

潮見は、プライバシーに関する学説の展開に簡単に触れた後で、プライバシーを「平穏

生活権としての人格権・プライバシー」と「情報コントロール権としての人格権・プライ

                                                   
375 同上、637-638 頁。 
376 同上、638 頁。 
377 同上、638 頁の注 19（注の内容自体は 643 頁）。 
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バシー」に整理し、以下のように分析する。 

 

（a）平穏権としての人格権・プライバシー 

まず平穏生活権について、潮見は、わが国では当初プライバシーが「一人にしておいて

もらう権利」として捉えられ、裁判例においてもそれが受容されたことに触れながら、こ

れを「平穏生活権としての人格権・プライバシーの位置づけであ」り、「自己の私事・住居・

肖像・思想等について不当な公表や侵入に服さない自由ということもできる」とする378。 

この文脈では、人格権・プライバシーとは、「個人の私的生活空間（領域）や秘密とする

事柄について、他者による干渉からの保護を求めることができる権利」を意味する379。し

かも、私生活の公開とは、「公開されたことが必ずしも全て真実でなければならないもので

はなく、一般の人が公開された内容をもって当該個人の私生活であると誤認しても不合理

ではない程度に真実らしく受け取られるものであれば、プライバシーの侵害として捉える

ことができる」380。なぜならこの場合には、「私生活の精神的平穏が害される点において、

真実の内容が公開された場合と差異がないからである」381。 

 このようにして、潮見はプライバシーの消極的・受動的側面を生活平穏権として整理す

る。 

 次に、「『権利』としての平穏生活権の輪郭」として、もとより、「私事をみだりに公開さ

れない」ことが「権利」として法的に保護されるためには、「問題の事項につき」「社会に

おいて生活する個々人が関心を持つことが正当とはいえないこと」が必要であり、これが

平穏生活権としての人格権・プライバシーの内容であるとする382。こうして、「社会におい

て生活する個々人の関心から免れる自由が規範的に承認されるときに、この自由がおかさ

れれば、それに対して一定の作為・不作為を要求できる」と、前述の山本敬三の見解383を

引用する。平穏生活権としての人格権・プライバシーの意味をこのように捉えたときには、

その権利の内容や外延は、他者の「知る権利」や言論・出版その他の表現の自由との衝突

を考慮してはじめて確定することができることになる。 

また、私事における精神的平穏は、その保護対象をとりまく私生活の範囲の拡張可能性

が問題となっていることを指摘し、先述の「囚われの聴衆」事件判決では「この点が正面

から問題となる余地があった」とし、伊藤正己裁判官の補足意見を注目すべきものと位置

づける384。 

 

                                                   
378 潮見佳男『不法行為法Ⅰ〔第 2 版第 2 刷〕《法律学の森》』（信山社、2011）196 頁。 
379 同上。 
380 同上、196-197 頁。 
381 同上、197 頁。 
382 同上、198 頁。 
383 山本・前掲注（370）636 頁。 
384 同上、199 頁。 
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（b）情報コントロール権としての人格権・プライバシー 

また、潮見は、自己情報コントロール権説が憲法学説上有力化していることに触れなが

ら、「憲法上保護された基本権として、個人情報については、情報主体である個人が排他的

に支配し、管理できる権利が認められていると考え、私人間関係レベルにおいても、個人

情報を排他的に支配・管理できる権利が憲法上保護された基本権として情報主体である個

人に与えられていることにより、情報コントロール権としてのプライバシー権が不法行為

法の保護対象となることが正当化される」385とする。潮見は、基本権保護義務論を採用す

ることで、情報コントロール権としてのプライバシーも民法上の問題であると捉えるので

ある386。もっとも、保護対象とされる個人情報について、「これをすべての個人情報と捉え、

一般的情報コントロール権を認めるか」、それとも、「個人の尊厳・個人人格の自由な展開

を保護するとの観点から、道徳的自律的な存在としての個人の実存にかかわる情報と考え

るか」についてニュアンスのある見解が示されているとして、松井と佐藤の見解をそれぞ

れ引用する。 

この点について、潮見は、情報コントロール権の対象となる個人の情報は、「個人の内面

にかかわる秘匿性の高いセンシティブ情報（たとえば、前科）」387であるとする。 

また、「秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」個人情報（非センシティブ

情報）も、平穏生活権としてのプライバシーには該当しなくても、情報コントロール権と

しての人格権・プライバシーの対象となりうるとする388。そして、情報コントロール権の

具体化として、自己の氏名を他人に冒用されない権利、氏名を正確に呼称される権利、通

称や婚姻前の氏名を積極的に使用する権利、肖像権について検討する389。 

 以上のような潮見の見解は、必ずしも山本のような「ほうっておいてもらう自由」を基

礎とした構成をとっているとは評価できない。ここではあくまでも、「ほうっておいてもら

う権利」と「自己情報コントロール権」の並置が志向されているのである390。 

 

2.6 「ほうっておいてもらう権利」を基礎とした「プロッサーの四（引く二）分類」+「自

己情報コントロール権」の二元的構成 

前述の見解のひとつの亜種として、プロッサーの分類を「噛ませて」いる見解もある。

あるいはまた、この見解は、2.3 の見解（ほうっておいてもらう権利」を基礎とした「プロ

ッサーの四（引く二）分類」の一元的構成）と 2.5 の見解（「ほうっておいてもらう権利」

+「自己情報コントロール権」の二元的構成）の折衷説であるとも位置づけられよう。 

                                                   
385 同上、200 頁。 
386 この基本権保護義務論を積極的に展開しているのは、山本敬三である。 
387 山本・前掲注（370）200 頁。 
388 同上、201 頁。 
389 同上、202-206 頁。 
390 かといって、山本と潮見の学説が異なるものであるとする整理が絶対であるとも言い切

れない。これはあくまで一つの整理にすぎないことをお断りしておく。 
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このような見解の嚆矢的なものと思われるものとしては、四宮和夫の見解がある。四宮

はまず、「伝統的な意味では、プライバシーの権利は『ひとりにしておいてもらう権利』で

ある」とする391。そして、その内容は単純ではないが次の二つが重要であるとして、私生

活をのぞかれないことと、私事を公開されないことを挙げる392。このように伝統的なプラ

イバシーの定義を提示する一方で、四宮は、「行政機関や民間部門における個人に関する情

報の収集・蓄積が進行するとともに、近時は、『自己に関する情報をコントロールする権利』

という意味の、新しいタイプのプライバシー権（データ・プライバシー）が、主張される

ようになった」として、佐藤と堀部の見解を引用する393。そして、「かような権利は、主と

して行政機関に対する憲法上の権利として機能することであろうが、私法上としての権利

も含んでいる」と自己情報コントロール権が憲法上の理論にかぎられないことを主張する

394。 

つぎに、澤井裕は、一方で「ほうっておいてもらう権利」を「私生活非公開権」として、

「私生活をのぞかれず、私事を公開されない権利である」395とプロッサーの分類に従うよ

うな形で具体化し、他方で、「自己に関する情報をコントロールする権利」としてのプライ

バシー権を「私的情報非公開権」として、「行政や民間の機関が個人情報を蓄積するにつれ

て」「注目されるようになっている」とする396。 

また、この「ほうっておいてもらう権利」を基礎とした「プロッサーの四（引く二）分

類」+「自己情報コントロール権」の二元的構成を自覚的に詳細に展開したものとしては、

木村和成の見解があげられる397。 

彼はまず、篠塚昭次の見解398や自身の別の論考399を参照しつつ、プライバシー権は、「本

質的な利益衡量の結果である人格権に立脚する権利であると考えるべきであり、そして、

それは不法行為法上の保護法益としてではなく、そのようなものとして体系上の位置付け

を与えられるべきものである」とする。彼のこのような問題意識からすると、プライバシ

ーを保護することには「個人の尊厳や人格の尊重といった理念的意義」400が認められなけ

                                                   
391 四宮和夫『事務管理・不当利得・不法行為（中）《現代法律学全集 10》』（青林書院新社、

1983）326 頁。 
392 同上。 
393 同上、326-327 頁。 
394 同上、327 頁。 

395 澤井裕『テキストブック 事務管理・不当利得・不法行為〔第 3 版〕』（有斐閣、2001）

146-147 頁。 

396 同上、147 頁。 

397 木村和成「民法におけるプライバシー」摂南 36 号（2007）69 頁以下。 

398 篠塚昭次「『環境権』否定判決への疑問――受忍限度論の公害性」法時 46 巻 5 号（1974）

21 頁。 
399 木村和成「わが国における人格権概念の特質――その再定位の試み――（二・完）」摂

南法学 35 号（2006）101-106 頁。 
400 木村・前掲注（397）95 頁。 
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ればならない。この観点からすれば、プライバシー権は「『みだりに私生活（私的生活領域）

へ侵入されたり、他人に知られたくない私生活上の事実、情報を公開されない権利』と定

義されるのはもちろんだが、侵入や公開に『本人の意思に反すること』を付け加える必要

があ」るという401。なぜなら、本人の意思に反しない侵入や公開は、個人の尊厳などを冒

すものではないからである。 

この立場を前提に改めて本人確認情報とプライバシーの関係を検討すると、ここで問題

にしなければならないのは、「本人確認情報のプライバシー該当性や情報主体がそうした情

報をみだりに開示されたくないと考えたかどうか」という「情報主体の秘匿欲求の法的評

価」ではなく、「そうした私生活上の情報が本人の意思に反してみだりに開示された」とい

う「客観的事実の存否」402であるという。彼によれば、「本人の意思に反した情報の開示」

は、その情報の性質や秘匿性の欲求などを問題とするまでもなく、「個人の尊厳や人格の尊

重という理念に支えられたプライバシー権ないし人格権」を侵害する違法なものであると

捉えられるべきなのである403。 

このような木村の見解を参照しつつ従来の議論との接合を行うのが、平野裕之である。 

平野は、日本におけるプライバシー権法理の発展に触れながら、21 世紀に入ってから、

個人情報が本人の知らない間に企業により売却され利用される状況に対して、いわゆる個

人情報保護法が制定され、「個人情報が無断で流通・利用されることへの保護もされるよう

になり、判例でも個人情報の公的機関への提供等それ自体が不法行為と認められるように

なっていること」に言及する404。 

そこで彼は、プライバシーの権利について、五十嵐の見解を引きつつも、さらにこれに

「自己情報コントロール権も含めて次の 3 つの保護を受ける権利」として構成する。即ち、

彼によれば、「①私生活への侵入、及び、②私生活上の情報の公表という侵害に対して保護

されるだけでなく、③自己情報の違法な取得・提供に対してもプライバシーは保護される

べき」ものなのである405。ここには、木村の志向するような、「不法行為とは独立した人格

権侵害としてのプライバシー侵害」という問題意識は見られない。一般的な不法行為法上

のプライバシー権として、この二元的構成が採られているのである。 

 

2.7 「ほうっておいてもらう権利」構成＋「自己情報コントロール」構成 or「自己イメー

ジコントロール権」の二元的構成 

このような構成の可能性を示唆するものとして、幾代通・徳本伸一の見解があげられよ

う。幾代・徳本はまず、『宴のあと』判決を引きつつ、プライバシーないしプライバシーの

                                                   
401 同上、95-96 頁。 
402 同上、96 頁。 
403 同上。 
404 平野裕之『民法総合 6 不法行為法〔第 3 版〕』（信山社、2013）117 頁。 
405 同上。 
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権利とは、「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」であるとする406。

そして、プライバシー権がこれまでは、「個人の私生活を他人によって公開されないこと（そ

のような公表に対しては法的救済が与えられること）を中心的な利益内容とする権利」、い

わば「消極的自由権」として説かれてきたことを指摘する407。ところが、近年は、「行政機

関や民間部門」においてコンピュータなどによる「個人に関する情報の収集・管理」が一

段と進む傾向にあり、保有された個人情報の濫用や誤った情報からいかに個人を保護する

か、という点が重要な問題となってきている408。そして、このような事情を背景として、

プライバシー権を「より積極的に、『自己に関する情報をコントロールする権利』とか、あ

るいは『自己のイメージをコントロールする権利』というふうに定義づけることが提唱さ

れている」として、前者のものとして佐藤と堀部の論考を、後者のものとして棟居の論考

を引用する409。 

 幾代・徳本のこの見解はまず、「情報の収集・管理」の問題について論じていること、そ

れが「行政機関や民間部門」について問題になっていることを述べている点で、特徴的で

あろう。この記述から、本問題を民法問題でもあると捉えているといえる。そして、自己

情報コントロール権説に立つ見解として、佐藤のみならず堀部をも引用していることから

も、この学説を単なる憲法上の学説であるとは理解していないことが示される。また、1993

年に出版されているにもかかわらず、同時期（のみならずその後）のその他の文献ではあ

まり参照されない、棟居の見解を引用している点も特徴的である。かりに幾代・徳本が、

本問題を民法上のプライバシーの問題であると考えた上で棟居の見解を引用したのだとす

ると、棟居の見解を民法上のプライバシー論に応用できると考えていたのではないかと想

定することも可能であろう。 

 ただ、これらの記述からでは、幾代=徳本が「ほうっておいてもらう」構成と「情報コン

トロール権」構成ないし「自己イメージコントロール」構成の間の関係をどのように捉え

ていたかは必ずしも明らかとはいえない。 

  

2.8 「自律権ないし自己決定権」の一元的構成 

「自律権ないし自己決定権」の一元的構成としてのプライバシーの可能性について嚆矢的

に言及したのは、山田卓生である。山田は、前述のように、アメリカにおけるプライバシ

ー権の法発展に言及しつつ、自己決定をプライバシー権と捉えることの可能性や、日本に

おいては自己決定権という意味でのプライバシー権の検討がなされていないことについて

指摘している410。この点、彼自身は自律権ないし自己決定権としての私法上のプライバシ

                                                   

406 幾代通、徳本伸一『不法行為法』（有斐閣、1993）95 頁。 

407 同上、96 頁。 
408 同上。 
409 同上。 
410 山田・前掲書注（260）6 頁、341 頁。 
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ー権について、必ずしも詳細に論じたわけではないことについては、留意すべきであろう。

が、彼の見解をそのパイオニア的研究であると位置づけることができることに変わりはな

い。 

 

2.9 「ほうっておいてもらう権利」＋「自己情報コントロール権」+「静謐のプライバシー」

＋「人格的自律（自己決定）のプライバシー」の四元的構成 

このような構成の可能性を示したものとして、吉田邦彦の見解があげられる。 

彼はまず、プライバシーを「私生活をみだりに公開されない権利」とし紹介しつつ、近

時は、「『自己の情報をコントロールする権利』として捉えるべきだとする説が有力である」

として、堀部の見解を筆頭に紹介する411。そして、その具体的問題として、国民総背番号

制、戸籍公開の問題――同和問題がらみ、エイズの問題、コンピュータ関連の問題などを

あげる。さらに、発展的な事案として、①電話などによるいやがらせ、非難攻撃からの保

護、②地下鉄における商業宣伝放送の差止、③性関係を巡る執拗なストーカー行為、④信

教の自由などの事案をあげ、これは、「静謐・平穏生活権の問題」であるとし、佐藤の見解

を紹介する412。すなわち、「情報プライバシー」のほかに、「静謐のプライバシー」「人格的

自律のプライバシー」という分類を設けるのである。 

この吉田の見解の特徴としては、第一に、自己情報コントロール権説の主唱者を、（すぐ

後に佐藤の見解に触れるにもかかわらず）堀部であるとする点である。このことは、吉田

が、情報コントロール権の問題を民事上の問題であると捉えており、かつ、「ほうっておい

てもらう」構成と「情報コントロール権」構成を堀部同様に並存可能であると捉えている

ことを示していると理解できよう。 

にもかかわらず、その後に佐藤の「情報プライバシー」、「静謐のプライバシー」、「人格

的自律のプライバシー」の三分類を紹介することは、いかなる意味をもっているのか。同

書の記述からでは必ずしも詳らかではないが、吉田がプライバシーに関する記述の冒頭で

「もっとも、アメリカでは、abortion（妊娠中絶）、contraception（避妊）などを巡り、こ

の権利は、実生活に定着している」ものの、日本では実態が異なるため、「日本人は、概し

て、プライバシーの権利に鈍感ではないか」としていることからも、「人格的自律のプライ

バシー」をも重視していることが読み取れる413。 

 このことと、「静謐のプライバシー」の問題を上記のように一般的なプライバシー侵害と

は別個の事案として紹介していることを考え合わせると、吉田は、「ほうっておいてもらう

権利」＋「自己情報コントロール権」+「静謐のプライバシー」＋「人格的自律（自己決定）

のプライバシー」の四元的構成を採っていると理解することもできるのではないだろうか。 

 

                                                   
411 吉田邦彦『不法行為等講義録』（信山社、2008）121 頁。 
412 同上、125-126 頁。 
413 同上、122 頁。 
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2.10 「ほうっておいてもらう権利」＋「自己情報コントロール」or「自己決定のプライバ

シー」or「社会の関心からの自由としてのプライバシー」の二元（or 後者が前者に置き換

わる、一元）的構成 

 このような構成の可能性を示していると理解できるものとして、前田陽一の見解をあげ

よう。前田は、簡略な記述ではあるが、『宴のあと』判決は「私生活の平穏の利益をプライ

シーとして把握するものであるが、その後の学説では、プライバシーに自己情報コントロ

ール権ないし自己決定権としての位置づけを与える議論や、社会の正当な関心がどこまで

みとめられるかの問題であるとする議論がなされている」414と、プライバシーの議論につ

いて紹介している。この記述からでは前田のプライバシー権理解を明確にすることはでき

ない。そのため、ここでは、「ほうっておいてもらう権利」構成を採用することを前提とし

て、そこに「自己情報コントロール」か「自己決定のプライバシー」か「社会の関心から

の自由としてのプライバシー」をもあわせ考える二元的構成か、あるいは前者が後者に置

き換わる一元的構成のどちらかを採用しようとしている見解であると位置づけておこう。 

 

2.11 「社会の評価からの自由」を基礎とした「ほうっておいてもらう権利」→「プロッサ

ーの四（引く二）分類」＋「自己情報コントロール」の二元的構成 

「社会の評価からの自由」を基礎とした「ほうっておいてもらう権利」が「プロッサーの

四（引く二）分類」に結実しており、あわせて「自己情報コントロール」も問題となると

する二元的構成を自覚的に採用する見解として、藤岡康宏のものがあげられる。 

藤岡はまず、「プライバシーは私的事柄に関する権利であることはわかるが、名誉が人格

的価値に対する社会の評価であるとすると、プライバシーは『社会の評価から自由な領域』

である」として、佐伯の見解を引用する415。そして、プライバシーの保護については、「私

的事柄それ自体に保護されるべき価値を認める考え方」（「ひとりで放っておいてもらう権

利」としてのプライバシー）と、「人格的価値に係る情報のコントロールに焦点をあてる考

え方」（「自己情報コントロール権」としてのプライバシー権）、二つの視点があるとする416。

さらに、プライバシーに関する判例には前者の法理のさらなる発展をめざすものと、後者

の情報のコントロールという新たな視点を問題意識の起点に捉えるものがあることを指摘

する417。 

 このことをふまえた上で、彼はまず、「私的事柄は本来他人に知られたくないものである

から、プライバシー権の本旨は人格的価値を平穏の状態に維持することにあり、その点に

おいて、プライバシー権とは、人格的価値を他人の干渉からまもる権利、すなわち防御的

機能を保障する権利である」とする418。次に、「名誉が人格的価値に対する社会の評価であ

                                                   
414 前田陽一『債権各論Ⅱ（不法行為法）』（弘文堂、2007）46 頁。 
415 藤岡康宏『民法講義Ⅴ 不法行為法』（信山社、2013）223 頁。 
416 同上。 
417 同上、225-226 頁。 
418 同上、229-230 頁。 
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るとすると、プライバシーは社会の評価から自由な領域（私的事柄）をまもる権利である」

419と先ほどの定義を繰り返し、「プライバシーはこの私的領域をまもる権利であるが、その

ような地位が保障されなければならないのは、私的事柄は人格的価値を表象するものであ

るからである」という420。 

そして、この「社会から自由な領域」、すなわち「人格的価値を表象する私的事柄」はど

のようなものであるべきかを続けて検討する。彼によると、プライバシーは人格的価値を

表象する私的事柄であるため、人格的価値の評価（保護されるべき人格的価値であるか否

か）に対応すべく、「開かれたもの」である必要がある421。そしてその標準型として彼があ

げるのは、①個人の私的生活領域、②個人の私生活・私事、③個人情報の三類型である422。

この点、この場合の情報はプライバシーに係わる情報、すなわち、「人格的価値を表象する

私的事柄」に係わる情報であることであると付言する423。 

以上のように、「社会の評価からの自由」を基礎とした「ほうっておいてもらう権利」→

「プロッサーの四（引く二）分類」＋「自己情報コントロール」の二元的構成を採りなが

ら、藤岡はこの構成のさらなる発展の可能性に言及する。彼によれば、人格的価値に係わ

るということであれば、プライバシー権には「①平穏生活権や②自己決定権と共通する問

題が含まれている」のである424。これらの権利について、彼は以下のように論ずる。 

 まず、①平穏生活権としてのプライバシーは、プライバシーの侵害が違法となる理由を、

被害者の平穏な私生活が失われたこと（私生活に対する精神的侵害）に求める。プライバ

シーの古典的理解では（ひとに知られないことを保障する権利）防御的機能が中心であっ

たが、この考え方の特徴は、平穏生活圏ではプライバシーの権利を積極的に構成できる点

にある（平穏な生活を確保する権利）425。 

 これに対して、②自己決定権としてのプライバシーは、「自己情報コントロール権」説と

類似性を持つが、情報のコントロールは本人の自己決定にゆだね、その自律的判断を確保

することにプライバシー権の本来的意義を認めるものである。自己決定権は人格権の基礎

にある権利として重要である。 

 これらの権利と上記の二元的構成の関係は、ここでの叙述からは詳らかではない。ある

いは三元的構成へと発展し、あるいはなんらかの包括的な定義に含まれ、二元、ないし一

元的構成へと収斂するのかもしれない。その意味で、ここではこの展開可能性については

言及するにとどめ、彼の見解は二元的構成であるとひとまず整理しておく。 

 

                                                   
419 同上、230 頁。 
420 同上、230-231 頁。 
421 同上、231 頁。 
422 同上。 
423 同上、232 頁。 
424 同上、232 頁。 
425 同上、234 頁。 
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2.12 「自己イメージコントロール権」を基礎とした「プロッサーの四分類」の一元的構成 

このような見解としては、佃克彦のものがあげられる。佃は、プライバシー権の定義を、

「人が通常公開を欲しない情報を収集され、または公表もしくは開示されない権利」と解

する426。 

そしてプライバシー侵害性の判断は、「その情報が、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に収集、公表、ないし開示を欲しない情報かどうか」を基準にすれ

ば足り、これ以上に特段の要件を加える必要はないとする427。 

また、上記の定義・要件は、情報を「収集」されない権利も含む点で、「侵入」類型、即

ち、プロッサーの分類における第一類型、及び竹田のいう定義の中の「私生活（私的生活

領域）に侵入され…ない権利」も含むものである。「侵入」類型は、情報の収集行為に他な

らないといえるからである。 

以上の定義・要件に関する佃の見解は、「宴のあと」事件判決から 45 年以上経過した現

在の裁判例のいわば最大公約数をカバーするものであるという428。 

また、かような意味でのプライバシー権を保護すべき本質的根拠は、自己イメージコン

トロール権であると考えている429。 

 以上からすると、佃の見解は、「自己イメージコントロール権」を基礎とした「プロッサ

ーの四分類」の一元的構成とまとめることができよう。 

 

2.13 「自己イメージコントロール権」+「社会の評価からの自由」の二元的構成 

このような見解を主張するものとしては、水野謙のものがあげられる。この点、彼の見

解については章を改めて、近時のさらなる再構成の試みの中心的見解のひとつとして検討

するので、ここではその概要について述べておきたい。 

 水野は、棟居の説く、「社会関係のコンテクストごとに多様な自己イメージを使い分ける

自由としてのプライバシー」という考え方が、プライバシー侵害の一事例を鮮やかに説明

できるがゆえに、きわめて魅力的であるとする430。しかしながら一方で、このような考え

方だけで、私たちがプライバシー侵害だと考える事例のすべてを説明できるかは疑問であ

るとする。そして、「社会の評価から自由な領域」こそがプライバシーの「本来の」領域と

捉える立場にも、〈我々の世界〉には面子や名誉という価値はあるがプライバシーという価

値はないと割り切る立場にも、くみするものではないとしつつ、しかし一方で、社会の「外

側」を向いたプライバシーとは異なる、以上のような、自己を出発点として個人の尊厳を

重視する、「内側」を向いたプライバシーも法的保護の対象となることを率直に認めるべき

                                                   

426 佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務〔第 2 版〕』（弘文堂、2010）52 頁。 

427 同上。 
428 同上、53 頁。 
429 同上。 
430 水野謙「プライバシーの意義に関する序論的考察：人は自分の姿とどう向き合うのか」

学習院法学会雑誌 45 巻 2 号（2010）10 頁。 
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であるとする431。そして、「この 2 つのプライバシー概念を意識した形で、実際に起こりう

る紛争に対して複眼的なアプローチを採るのが、最も無理の少ない解釈態度である」とす

る432。 

 このように、水野は、「自己イメージコントロール権」+「社会の評価からの自由」の二

元的構成を採用していると評価できる。 

 

3 各構成への批判 

 ここでは、プライバシーの構成についてなされた批判のうちのいくつかのものを検討す

る。 

 

3.1 「ほうっておいてもらう権利」構成に対する民法上の批判 

 プライバシーの権利を提唱したウォレンとブランダイスの定義に従い、これを「ひとり

でほうっておいてもらう権利」と定義すると、個人的自由のすべてを包摂することにも解

され、権利概念としてはきわめて不明確であるとする批判がある433。憲法学説における佐

藤の議論の繰り返しともいえるが、「ほうっておいてもらう権利」構成に対する批判として

は、この点につきよう。そのため、民法上の学説の多くがプロッサーの四分類に依拠して

これを具体化したり、さらには「自己情報コントロール構成」を併用したりするのであろ

う。 

 

3.2 「自己情報コントロール権」構成に対する民法上の批判 

プライバシーの権利を「自己に関する情報のコントロール権」と定義した場合、まずそ

こにいう「情報」、「コントロール」とは何かが明確にされなければならない434。 

この点、「自己情報コントロール権」構成のうち、「情報」を幅広く捉える見解に対して、

以下のような批判がある。 

個人情報の保護の程度に差を設けることは、「さまざまな自己情報のうち、とくに『社会

が関心をもつことが許されない』とされた情報については、特別な理由のないかぎり、そ

れを開示するかしないかを決める権利が、他の権利や価値に対して優先すべきだと考えら

れることに」根拠が求められる435。これは、かりに自己情報コントロール権を一般的な情

報すべてをコントロールできると構成した場合に、その権利とその他の権利や価値とを比

較衡量するにあたって、「前者に一応の優先を認めるべき場合をとくに（狭義の）プライバ

シーと」して前倒し的に析出しておくものである436。そのため、「このように考えるならば、

                                                   
431 同上、14-15 頁。 
432 同上、15 頁。 
433 竹田・前掲書注（327）『プライバシー侵害と民事責任』161 頁。 
434 同上、164 頁。 

435 山本・前掲注（370）639 頁。 

436 同上。 
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一般的情報コントロール権とこの（狭義の）プライバシーを区別することには、大きな実

践的意義があるということができる」こととなる437。 

また、「コントロール」の結果として民事法上行使できる権限の限界を指摘する批判もあ

る。 

その批判によると、「『自己に関する記録を閲覧する権利』、『本来収集されるべきでない

情報や誤った情報を発見した場合の訂正・削除請求権』は、原則的にこれを肯定する方向

で検討する価値があるが、これをプライバシーの権利に包括することは、民事法の見地か

らはきわめて困難である」438。そのため、「むしろ、プライバシーの権利を明確に人格権の

一つとして保障し、プライバシー侵害から被害者の救済を図るためには、個人情報の閲覧、

訂正・抹消請求権はプライバシーの権利からはずして別途検討することが妥当である」と

いうことになる439。 

 

3.3 「自己決定権としてのプライバシー」構成に対する民法上の批判 

自己決定権としてのプライバシー、とりわけ人格の自由な展開に関する権利としてのそ

れは、その含意する内容が包括的・一般的であるばかりか、人格の展開としての自己決定

が社会における他者（この者もまた、対等のレベルでの自己決定権その他の権利・自由を

有している）の行動に対するコントロールにまで及びうるものである。そのため、他者の

権利・自由との衡量（さらには、公共の利益をも含めた衡量）のもとで自己決定権の内容

と限界を確定することなく権利性を承認するのは適切ではないとする批判がある440。この

ことは、平穏生活権としての人格権・プライバシー、情報コントロール権としての人格権・

プライバシーについても同様であるが、そうであるからこそ、人格権・プライバシーを自

律権・自己決定権として捉えるときでも、「自己のライフスタイルの自己決定権」などとい

う包括的・一般的権利をア・プリオリに承認するべきではないのである441。 

また、私的事柄とは何かの定義自体に困難を伴うだけでなく、広範な個人的自由という

べき自己決定の事由を民事法上の権利としてプライバシーの権利に取り込むことは、これ

まで述べてきた意味でのプライバシーの権利との統一的理解と法適用に著しい障害となり

かねないとの指摘もある442。 

さらに端的に、自己決定権は、もはやプライバシー権とは別個の権利として承認されつ

つあることに言及するものもある443。 

 

                                                   
437 同上。 
438 竹田・前掲書注（327）『プライバシー侵害と民事責任』165 頁。 
439 同上、166 頁。 
440 潮見・前掲書注（378）206 頁。 
441 同上、207 頁。 
442 竹田・前掲書注（327）『プライバシー侵害と民事責任』167 頁。 
443 飯塚・前掲注（347）139 頁。 
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3.4 「社会の評価からの自由」構成に対する民法上の批判 

プライバシーをそうした「評価」からまぬがれることと理解するならば、他人に対して

「評価」をするなと要求する権利が導かれることになる。しかし、ある事柄について、そ

れをどう「評価」するかは、それぞれの個人の思想や信条にかかわる自由に属する。一応

の優先であれ、こうした人の内心領域にかかわる根本的な自由に対する優先を認めること

は、やはり問題だろうとする批判がある444。 

 

第三節 民法学説によるプライバシー権侵害の諸態様の整理 

 民法学説は、わが国の最高裁判例及び下級審裁判例を中心的素材として、プライバシー

権の諸態様の整理を行っている。本節では、そこにみられる分類を検討することで、民法

学説がプライバシー侵害をどのように受け止めてきたかを見ていく。ここで明らかにした

いのは、情報通信技術の発展の結果人びとの情報が多角的に利活用されるようになったこ

とによって、従来みられる分類の仕方以外に、また新たな分類（まちづくりにかかわるも

の）をくくりだす必要性が生じるかもしれない、という点である。 

 

第一款 従来の学説による分類 

 まず、竹田の整理を見ると、大分類として（1）私生活への侵入、（2）他人に知られたく

ない私生活上の事実の公開、（3）他人に知られたくない自己に関する情報の公開をあげ、

それぞれの類型に入るものとして、以下のような類型をあげる445。 

まず、（1）私生活の侵入にはいるのは、①身体的侵入等の物理的侵害行為 ②のぞき見、

③盗聴器の設置、④私生活への干渉、⑤私宅に繰り返し執拗に電話をかけ、あるいは私宅

に向って拡声器でどなり立て私生活上に著しい精神的不安に陥れる行為である。 

 次に、（2）他人に知られたくない私生活上の事実の公開にはいるのは、夫婦生活や家族

関係、健康状態等であるという。そして、（3）他人に知られたくない自己に関する情報の

公開に分類されるのは、自己に関する情報であり、これは、生命、身体、財産等広く個人

の属性を表すものをいう。さらにこれを具体化すると、個人の精神に係る事項として、思

想・信条・宗教等があり、個人の生命、身体についての事項としては、病歴・健康状態・

身体的特徴等があり、その戸籍・住所・家族関係や学歴・学業成績・経歴・職歴・犯罪歴・

さらにその財産関係・所得等も含まれる。 

 つぎに、五十嵐の分類を見ると、竹田とほぼ同様であるが、以下のように盗聴・秘密録

音を別に類型化している。 

五十嵐によると、大分類として（1）私生活への侵入、（2）盗聴・秘密録音、（3）私事の

公表、（4）個人情報の保護をあげ、さらにこれを以下のように類型化する446。 

                                                   
444 山本・前掲注（370）639 頁の注 22（注の内容自体は 643-644 頁に記載）。 
445 竹田・前掲書注（327）『プライバシー侵害と民事責任』178-184 頁。 
446 五十嵐・前掲書注（327）206-222 頁。 
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 まず、（1）私生活への侵入として、①住居ののぞき見、②住居への侵入、③私生活の平

穏の侵害をあげる。つぎに、（2）盗聴・秘密録音は、むろん①盗聴、②秘密録音である。

そして、（3）私事の公表として、①日記・手記の公開、②犯罪情報、特に前科、③夫婦生

活、④異性関係、性的プライバシー、⑤医療情報、⑥その他の私事の公表をあげる。さい

ごに、（4）個人情報の保護では、プライバシーと個人情報は区別すべきであるとしつつ、

早稲田大学名簿事件等にふれる。 

 さいごに、前田陽一の分類を見る。 

前田はまず、（1）私生活への侵入・干渉、（2）他人に知られたくない私生活上の公表、（3）

他人に知られたくない個人情報の公表・開示を大分類として提示する。そしてさらにそれ

らを以下のように分類する447。 

 まず、（1）私生活への侵入・干渉として、①住宅等の私的領域への侵入 ②のぞき見、

③ストーカー行為、④監視行為や盗聴行為、⑤私生活の平穏をあげる。次に、（2）他人に

知られたくない私生活上の公表として、①婚姻生活に関する事実の公表、②その他の私生

活上の事実の公表、（3）他人に知られたくない個人情報の公表・開示として、①住所・電

話番号等の公表・開示、②犯罪行為にかかる事実の公表、③そのほか、病気等の事実の公

表・開示をあげる。 

  

第二款 学説の分類に見られる共通点 

 以上、プライバシー侵害に関する三者の分類を見てきた。ここでは、これらの論考に見

られる共通点のうち、本稿の問題関心と関連のある共通点のいくつかを取り上げる。 

それらに共通するもののうち、第一に取り上げるべきは、「私生活への侵入」と、「私事

の公表」とを明確にわけていることである。これは、侵害態様の違いと、そこで比較対照

となる公共的利益の違いに根ざすもので、妥当なものであろう。前者では必ずしも問題と

はならない表現の自由との衡量が、後者では重要となってくるのである。 

つぎに、共通点の第二としてあげるべきは、個人の氏名・住所・思想信条等、様々の個

人情報が後者の「私事の公表」に分類されているか、あるいは表現行為ないし表現の自由

との衡量を意識した形で分類されている点である。この点、前述のように、今日の日本社

会では、個人に関する情報が多角的に利活用され、様々な技術の発展に寄与しているとい

える。しかしそこでは必ずしも表現行為は為されていない。そのため、このような類型は、

表現の自由とはまた違った公共の利益との衡量が必要となってくるはずである。今日では、

このことを踏まえたうえで事案を類型化する必要がある。 

また、第三の共通点として、（上では詳細には検討しなかったが）「覗き見」類型に分類

される事案の特殊性があげられる。ここで論ぜられる事案の多くは、単なる覗き見では全

くない。この類型は、名称自体にはどうも「嫌な」ニュアンスがあるものの、具体的な事

案をみると、民法 235 条（相隣地の観望に関する規制）に由来する住宅事情の問題を扱っ

                                                   
447 前田・前掲注（327）289-292 頁。 
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ており、さらに近年ではそれがマンション事業者の経済活動に対する近隣住民による抗議

の手段となっているのである。この類型に属するものとして、前述の三者が検討している

事案は、以下のようなものである。 

 まず、民法 235 条が適用された事例として、京都地判昭和 42 年 12 月 5 日判時 506 号 26

頁は、隣地を観望できるビルの窓に目隠し施設を設置することを命じたが、「民法第 235 条

は、みだりに他人の私生活をのぞくことを制止する趣旨であるから、同条にいう『観望す

べき窓』とは、特に観望の目的で設けられたものと解すべきでな」いと判示した。また、

名古屋地判昭和 54 年 10 月 15 日判タ 397 号 56 頁は、マンションのベランダを民法 235 条

の「縁側」と解し、住居のプライバシーの保護のため、6 階建てマンションの隣家に面した

ベランダの手すり三箇所に目隠し塀の設置を命じた。これに対し、東京地判昭和 60 年 10

月 30 日判時 1211 号 66 頁では、後れて建物を建築した者は、隣地の既存の建物の所有者に

対し、目隠し設置の請求はできないとされた。 

 一方で、プライバシー侵害を根拠とするものとしては、千葉地判昭和 47 年 1 月 26 日判

時 664 号 64 頁は、4 階建て公営住宅の建築に対する隣家からのプライバシー侵害を理由と

する損害賠償請求について、公営住宅も一応観望遮断策をとっていること、隣家側でもこ

れをとりうること、高層住宅の特殊性等を理由として、違法なプライバシーの侵害はいえ

ないとした。同様に、東京地判平成 3 年 9 月 20 日判時 1413 号 92 頁は、準工業地域に隣

接した住居地域内の 5 階建てマンションによるプライバシーの侵害等が受忍限度の範囲内

であるとした。これに対し、仙台地決昭和 55 年 1 月 25 日判時 973 号 115 頁は、住宅地域

に 4 階建てマンションを建設しようとした業者に対し、「こういう地域においては、住環境

の保持の観点から特に個人の住宅内におけるプライバシーが十分保護されるべきである」

として、4 階建テラス部分の半減を命じた。また、熊本地決平成 6 年 12 月 15 日判時 1537

号 153 頁では、マンション業者に対し、プライバシー侵害予防のため、目隠しとして型入

りガラスの設置が命じられた448。 

以上のように、この「覗き見」類型では、マンションの建築をめぐる紛争の一環として、

高層住宅からの観望によるプライバシー侵害が問題とされる例が多い。そして中にはその

訴えを認容し、マンション建築業者等に対し、実際に覗き見が為されているわけでもない

のに、その可能性を考慮して、目隠しの設置等、何らかの配慮をすることを認めている判

決もある。 

これらの事案は、従来のプライバシー研究においては、前述のように一般的に「私生活

への侵入」類型のうちの、「覗き見」事案として整理されてきた。そこではこれらの事案に

見られるある種の「まちづくり」的特徴に触れられながらも、なぜか独立の地位を与えら

                                                   
448 そのほか、マンション建築に際し、目隠しの設置が命じられた事案として、京都地決昭

和 61 年 11 月 13 日判時 1239 号 89 頁、千葉地一宮支決昭和 62 年 2 月 7 日判時 1243 号 90

頁、東京地判平成 3 年 1 月 22 日判時 1339 号 61 頁、東京地判平成 5 年 3 月 5 日判タ 844

号 178 頁等。 
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れることはなく、形式的に当てはまる「覗き見」事案に配置されることとなったのであっ

た。そして今日では、事業者による開発は、マンションのような新たな形態の集合住宅か

ら、様々な科学技術を応用した最新の情報通信機器となっている。この問題に対しても、

同様の観点からアプローチすることはできないだろうか（この点については、第四部にて

検討する）。 

 

第四節 人格権・プライバシー権侵害に基づく不法行為構成の問題点 

 本節では、以上のように裁判所にも採用され、学説においても通説となっているといっ

てよいプライバシーの不法行為構成の問題点を検討する。具体的には、要件面の限界と、

手続・効果面での限界が挙げられる。 

 

第一款 要件面での限界 

 第一に、一口に不法行為構成と言っても、既に検討してきたように判例では今尚定義が

不明確であり、学説上も類似性はあるものの一致を見ないため、いかなる場合に不法行為

が成立するか不明確であるという問題がある。この点、かりに『宴のあと』事件判決で示

された①私生活性、②秘匿性、③非公知性の三要件に限って検討するとしても、これらの

立証には多大な時間的・金銭的コストを要する可能性がある。そのため、提訴者に立証責

任を負担させている現在の不法行為構成の枠組みでは、速やかな被害拡散の防止という観

点からのユーザ保護は実現困難となる可能性がある。 

 

第二款 手続・効果面での限界 

 また、手続・効果面での限界として、①一件当りの損害（賠償）額が小額であること、

②救済に長い時間が必要であること、③損害の程度・原因・加害者の特定とこれらの因果

関係を被害者自身が立証することが困難であること等があげられる。 

 まず①について、竹田によれば、プライバシー侵害を原因とする不法行為損害賠償請求

訴訟事件のうち、私生活への侵入、他人に知られたくない私生活上の事実、情報の侵害の

成立を認めた 30 件の事案をみてみると、請求額 50～2000 万円に対し、認容額は 2（1.7%）

～500 万円（83%）の範囲で認容されているという449。請求額の 83%が認容額とされた事

案もあるが、全体的な傾向としては、73％にあたる 22 件が請求額の 20%以下しか認容され

ていない。 

 また、財産的損害についても、③の侵害と損害との相当因果関係の立証が困難である点

が障壁となり、小額の弁護士費用のみが認められている例が大半であるという450。 

 これに対し、名簿マーケットでの 1 人あたりの個人データ入手に要するコストは非常に

低廉であることが多いため、全体としても事業者の個人データ入手に要する費用は非常に

                                                   
449 竹田・前掲書注（327）215-218 頁。 
450 同上、219-220 頁。 
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安価である。その一方で、プライバシー侵害被害の救済を求めるために司法手続を利用す

る場合、裁判所に納付する訴訟手数料・被告に対する訴状送達費用の他、弁護士費用（着

手金・成功報酬）、敗訴時の訴訟費用等かなりのコストを要することになる。 

次に②に関しては、裁判の遅さの問題は、時代、国を問わず、司法制度について指摘さ

れ続けてきた。というのも、裁判は当事者双方の主張に真摯に耳を傾け、法的紛争を最終

的に解決する場として、証拠に基づいて事実を認定し、法的に判断するいわば、正確性、

厳密性に重点が置かれた手続がその本質として定められている。故に、裁判手続による紛

争解決はその性質上一定の時間を要する宿命を抱えている451。 

 近時の司法改革の動きを受けて、訴訟の迅速な解決に向けて、裁判所の積極的な取り組

みがなされている。最高裁判所事務局『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書』によれ

ば、民事事件第一審の平均審理機関は 2004 年現在 8.2 ヶ月である452。最高裁判所の調査に

よれば、これを欧米諸国と比べると、民事訴訟事件は、ドイツ、フランス等の大陸法国よ

りはやや長く、アメリカ、イギリスよりは短い傾向がある453。また、刑事訴訟事件につい

ても、国際的に見て遜色のない水準にあるといってよい。 

 この点、法曹関係者による訴訟期間短縮のための努力が各方面で進んでいる。裁判が遅

れる原因の最も大きな原因は現行の当事者主義に基づく訴訟手続の下で、当事者の準備に

時間がかかると言う点であるとされる454。この点、平成 8 年の民事訴訟法改正では当事者

の事前準備、期日間準備等の活性化と進行についての裁判所の後見的機能強化により、証

拠調べの集中実施が主眼とされ、これにより争いがあり、判決に至るケースであっても通

常の民事事件で一年程度の解決が期待されている455。 

 しかし、特に長期間を要している事件については、さらに検討することが必要である。

当事者主義のもとで、現在のような実体的な真実の解明を求める審理、判決を続けていく

とすれば、迅速化にも一定の限界があることは否定し難いが、法制度の面では、証拠収集

手続、証拠方法等に関する証拠法を含む手続法の見直しが必要とされるであろうし、法曹

人口の拡大、弁護士業務の態勢強化、裁判所の体制の充実（裁判官、書記官、裁判所調査

官の充実）等の人的基盤、物的基盤の整備が必要である。これらの点について改善するた

めに、裁判の迅速化に関する法律（平成 15 年法律第 107 号）が制定されもした。 

 しかし、例えばインターネット上の情報流出の事案では、裁判所、及び関係者の努力に

より達成しえた 8.2 ヶ月の審理期間や訴訟迅速化に関する法律の制定によってさえも、オン

ライン上のプライバシー侵害の被害者の権利保護を十分に図ることはできない。訴訟手続

                                                   
451 最高裁判所ホームページ資料「21 世紀の司法制度を考える」2 頁〈http://www.courts. 

go.jp/about/sihou_21_2/index.html〉（最終アクセス 2015 年 11 月 28 日）。 
452 最高裁判所『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（第 1 回）』（最高裁判所事務総局、

2005）19 頁。 
453 最高裁判所ホームページ資料・前掲注（451）。 
454 同上。 
455 同上。 
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とネットワーク上での情報流通では時間に対する尺度が全く異なるからである。このこと

は、表現行為に関する事案でも、情報の利活用に関する事案でも共通する問題点である。 

「迅速性」を重視すれば、民事手続き上は、訴額 60 万円以下の事案については、簡易裁判

所において、1 回の期日で判決を得られる小額訴訟手続や仮処分手続も設けられているが、

利用できる証拠等の面でいずれもインターネットの即時性をカバーする形での被害の拡散

防止と被害者の権利保護を十分に達成しうるとは言えないのである。 

 

第五節 本章のまとめ 

以上、民事上の最高裁判例及び近時の民法学説で議論されるプライバシー概念の理解お

よびプライバシー侵害の成立要件等について検討してきた。 

まず判例は、プライバシーの定義については今なお明言を避けていると評価せざるを得

ないだろう。事案としては、伝統的な表現行為の事案のみならず、早稲田大学名簿事件判

決など、情報の不正提供型の事案も扱われるようになっており、今日的問題に示唆のある

判決が出てきているといえる。 

また、学説については、一見すると諸説が乱立しているようにも見えなくもないが、そ

の多くは判例や民法上及び憲法上の通説をベースとした「ほうっておいてもらう権利」構

成＋「自己情報コントロール権」構成を採用ないし基軸としていると評価できる。これは

堀部政男の見解に等しいといってよいだろう。その意味で、本来は私法上の問題とは独立

の類型として検討されてきた情報の利活用の問題も、今日においては民法上の問題として

受け止められていることがわかる。 

この点、注目すべきなのが、判例や民法学説の多くはすべての問題に包括的に対応でき

る統一的なプライバシー概念の定立を目指すよりも、問題領域ごとに適した狭義のプライ

バシー概念を措定し、それらを統合して広義のプライバシーとして把握しているように思

われる点である。 

この方向性は、本稿の目的と矛盾しない、適合的なものであると思われる。なぜならば、

本稿は従来の侵害形態に加えて、「まちづくり」という領域においても私法上のプライバシ

ーが問題になりうることを主張するものであって、それはすなわち、ここにいう狭義のプ

ライバシー領域を新たに一つ措定することを目論むものだからである。 

 また、これらの見解の多く（批判説に立つ水野は除く）がおそらく個人主義を前提とし

たプライバシー観に立っているということにここでもう一度注意しておくことは無駄では

ないだろう。この点については、第二章において憲法学説の中でも議論があることをみた

が、第二部で検討するように、その問題意識は幾人かの論者に引き継がれ、一方では強力

にバックアップされつつも、他方では有力に批判されるようになっているといえるのであ

る。 

さらに、従来のプライバシーの侵害態様が、主として「私生活への（物理的）侵入」と、

「表現行為によるもの」に分類されることを見た。そしてこれらのうち、従来のプライバ
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シー研究において一般的に「私生活への侵入」類型のうちの、「覗き見」事案として整理さ

れてきたもののうちに、ある種の「まちづくり」的要素のあるものを見出した。これらの

事案は、これまでもそのことに触れられながらも、なぜか独立の地位を与えられることは

なく、形式的に当てはまる「覗き見」事案に配置されることとなった。しかし上に見た仙

台地決や熊本地決の事案には、この「覗き見」という言葉から感じる「嫌な感じ」は見ら

れない。むしろマンション建設という事業者の「冷ややか」な経済活動に対する、他の住

民からの抗議という「熱っぽさ」が感じ取れないだろうか。 

このような類型と、近時の「ICT 街づくり」にかかわる問題は、通ずる点があるのでは

ないだろうか。「ICT 街づくり」においても、何らかのシステムの開発・運用について、か

ならずしも現にプライバシー侵害が発生していなくても、マンションの建築設計と同様、

地域住民のプライバシーを侵害する恐れありとして、これに配慮する必要があると考えら

れるのではないだろうか。そしてこれらが共通の、また表現行為などとは別個の問題領域

を構成するのではないか、というのが本稿の問題意識なのである。 

 最後に、以上のような不法行為構成について明らかとなってきた限界について検討した。

ここでは、要件上の限界として、概念の不安定さから生ずる侵害要件の不明確性、効果の

限界として、損害賠償額が小額であること、手続面の限界として、救済に長期間かかるこ

とが明らかとなった。この点、とくに概念の不明確性については重要である。本稿はまち

づくり事案におけるそれを具体化することを目的としているからである。一方で、救済面

については、「まちづくり」事案においては後に検討するように、裁判例は決定というかた

ちで早期解決を図ってきていることも明らかとなろう。 

 第二部では、このような不法行為構成の限界を念頭に置きつつ、近時のプライバシー権

の再構成の動きを見ていく。 

 

第二部 情報の多角的な利活用とプライバシー――日本における近時のプライバシー権論 

 以上のような、プライバシー侵害を個人主義に根ざす人格権に基礎を置く利益の侵害と

捉える不法行為構成の欠点を補うために、あるいはこれを乗り越えるために、今日では様々

な学説が唱えられるに至っている。以下では、それらのうち、脱人格権を志向する試み、

脱権利論を志向する試み、脱アトム的個人主義を志向する試み、さらには「監視社会」論

という観点からプライバシーについて再考する試みを検討する。そのことによって、第二

部では、現在の日本の学説の到達点と、その残された課題が確認されることになる。 

 

第一章 脱人格権の試み 情報プライバシーの財産権説 

ここでは、プライバシー権を伝統的な人格権と構成するのではなく、財産権と構成する

ことで、問題の打開を試みる見解を検討する。 

技術の発展に伴い活発化する「情報」取引について、契約法の観点から財産権的に規律

することはできないかという問題意識は、日本においても、1970 年代ごろからみられてい
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た456。その後、1990 年代後半になると、財産的情報（ないしデータ）の知的財産権的保護

を論ずる研究があらわれ457、2000 年代に入ると、アメリカの情報プライバシーの財産権説

を紹介するものや、日本における情報プライバシーの財産権化を論ずる見解が現れた。以

下では、この、プライバシーの財産権化を目論む近時の見解について、とくに検討してい

く。 

 プライバシー権の脱人格権化を牽引するのは、主として法と経済学に依拠する見解であ

る。この見解は、権利の基底を道徳性に求めることは少なく、効率性判断（経済的評価）

を主としている。この見解においては、ある客体の排他的支配可能性のモデルは、人格権

ではなく、財産権（所有権）として構成される。そのため、個人情報についても、その排

他的支配可能性を財産権的な理論構成によって説明しようとする。すなわち、情報主体が

自己の個人情報を排他的に支配できるとすれば、それは道徳的自律のためではなく、この

情報を「所有」しているためではないか、というわけである。 

財産権アプローチでは、個人データに財産性を認め、個人データのデータ主体（本人）

にその財産権（最も特徴的なものは、処分権限）を法によって付与し、事業者による個人

データの収集・利用は、事前のデータ主体との交渉プロセスを経て、明確な同意を得た上

でなければ、利用ができないことを前提とする。事前の交渉・同意・プロセスを必要とす

る点で、財産権アプローチは、個人データの事前収集は認め、それによって生じた損害を

補償する不法行為アプローチとは大きく異なる。もしわれわれが自身のプライバシーを自

身の財産であると考えることができるのならば、本稿の検討対象である「ICT 街づくり」

のような場合にも、消費者それぞれの意思に基づいて情報提供の是非が判断されることに

なろう。このようにプライバシーの問題を市場的解決に委ねることは可能であり、また妥

当なのだろうか。 

 この観点からプライバシーの問題にアプローチするアメリカの学説について検討してい

る日本の論者には、阪本昌成458、村上康二郎459等がいる。またより積極的に、日本におけ

                                                   
456 民法研究者のものとして、古くは、北川善太郎「取引の目的としての情報」NBL24 号

（1972）27 頁以下等、近時のものとしては、野村豊弘「情報――総論」ジュリスト 1126

号（1998）175 頁以下、大村敦志『学術としての民法Ⅱ 新しい日本の民法学へ』（東京大

学出版会、2009〔初出、2007〕）270 頁以下、吉田克己「財の多様化」法律時報 83 巻 8 号

（2011）89 頁以下等。また、法分野の垣根を越えた総合的な視野からの検討の必要性を論

じるものとして、吉田邦彦「情報の利用・流通の民事法的規制」同『民法解釈と揺れ動く

所有論』（有斐閣、2000〔初出、1998〕）465 頁以下。 
457 知的財産権の研究者のものとして、中山信弘「財産的情報における保護制度の現状と将

来」岩村雅彦他編『岩波講座 現代の法 10 情報と法』（岩波書店、1997）267 頁以下。

また、法と経済学の観点からのものとして、松村良之「財としての情報とその法的保護―

―『法と経済学』からのアプローチ」田村善之（編）『情報・秩序・ネットワーク』（北海

道大学図書刊行会、1999）4 頁以下。そして、情報の財産的保護の方向性に批判的な公法

的研究として、藤原静雄「個人データの保護」岩村雅彦他編『岩波講座 現代の法 10 情

報と法』（岩波書店、1997）187 頁以下。 
458 阪本昌成「情報財の保護か、知識の自由な流通か――プライバシーの権利と個人情報の
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る法政策論として展開しているものとしては、林紘一郎460、橋本誠志461、高崎晴夫462等の

名を挙げることができよう。以下ではこれらの見解について検討する。 

 

第一節 アメリカにおける「情報プライバシー」の財産権説 

アメリカにおける情報プライバシーの財産権説を検討した嚆矢的論考の一つとして、阪

本昌成のものがあげられる。阪本は、まず、アメリカにおける議論を参照しつつ、プライ

バシーを「不法行為プライバシー」と「情報プライバシー」に分類する463。「不法行為プラ

イバシー」における法的な保護対象は、要秘匿性のある個人情報または生活領域であって、

かつ、パブリック・ドメイン（public domain）には属していないものである。また、「情

報プライバシー」は個人を特定しうるデータ（個人に関する形式的な知識）、すなわち秘匿

性のない個人識別情報を保護対象とする。前章までの検討に引き付ければ、前者を守ろう

とするのが伝統的な「放っておいてもらう権利としてのプライバシー」であり、後者を守

ろうとするのが「自己情報コントロール権としてのプライバシー」であるといえる。 

 アメリカの「情報プライバシー」の財産権説は、「自己情報コントロール権としてのプラ

イバシー」構成によって「情報プライバシー」保護することを批判する。この財産権説を

主張している代表的な法学者としては、リチャード・S・マーフィー（Richard S. Murphy）

464、パトリシア・メル（Patricia Mell）465、ジェリー・カン（Jerry Kang）466、ローレン

ス・レッシグ（Lawrence Lessig）467、A・マイケル・フルームキン（A. Michael Froomkin）

468、ポール・M・シュワルツ（Paul M. Schwartz）469などがいる。また、典型的な財産権

                                                                                                                                                     

保護」同『表現権論』（深山社、2011〔初出、2008〕）47 頁以下。 
459 村上康二郎「情報プライバシー権に関する財産権理論の意義と限界──米国における議

論の紹介と検討──」Info Com REVIE 55 号（2011）45 頁以下。 
460 林紘一郎「『個人データ』の法的保護：情報法の客体論・序説」情報セキュリティ総合

科学第一号（2009）67 頁以下。 
461 橋本誠志『電子的個人データ保護の方法』（信山社、2007）。 
462 高崎晴夫「パーソナライゼーションサービスにおける個人情報保護について──新しい

制度的提案に関する考察──」情報ネットワーク・ローレビュー9 巻 1 号（2010）67 頁以

下。 
463 阪本・前掲注（458）50 頁。 
464 Richard S. Murphy, Property Rights in Personal Information An Economic Defense 
of Privacy, 84 GEO. L. J. 2381, 2383 (1996). 
465 Patricia Mell, Seeking Sade in a Land of Perpetual Sunlight: Privacy as Property in 
the Electonic Wilderness, 11 BERKELEY TECH. L. J. 1, 26-41 (1996). 
466 Jerry Kang, Information Privacy in Cyberspace Transaction, 50 STAN. L. REV. 1193 

(1198). 
467 LAWRENCE LESSIG, CODE VERSION 2.0 (Basic Books, 2006).訳書として、山形浩生（訳）

『CODE VERSION 2.0』（翔泳社、2007）。また、1999 年のオリジナルバージョンの訳書

として、山形浩生、柏木亮二（訳）『CODE――インターネットの合法・違法・プライバシ

ー』（翔泳社、2001）がある。See also, Lawrence Lessig, The Architecture of Privacy, 1 

VAND. J. ENT. L. & PRAC. 56, 63-65 (1999). 
468 A. Michael Froomkin, The Constitution and Encryption Reculation: Do We need a 
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理論については批判立場をとるものとして、パメラ・サミュエルソン（Pamela Samuelson）

470があげられる。日本の論者の多くは、このサミュエルソンの論考に沿って議論を展開す

る。 

 

第一款 財産権説の問題意識  

 阪本によると、アメリカにおける個人情報取引市場または情報プライバシー問題は、次

のような状況にぶつかっている471。 

第一に、個人情報は、通常の知識・情報と同じように非排他性、非競合性という性質が

あり、公共財としての性格を持っている。第二に、企業は公共財である個人情報を収集・

蓄積・利用すればするほど、利益を獲得できるため、このインセンティブがさらに個人情

報の収集・蓄積・利用へと企業を誘引する。これに対して、情報主体（消費者）は、自分

の情報が過剰に収集されていることに気づくことが少なく、企業活動を規律しようとして

もコストばかりが高く利得は低い。つまり、企業は個人情報の収集・利用に伴う利益を内

部化し費用を外部化してしまっていると評価できる。 

第三に、個人情報全体のためのシステムやソフトウェアが開発されているものの、現状

ではどれも確実な保護対策となっていない。第四に、現行のライアビリティ・ルール

（liability rule）は、結果不法に対する金銭の支払いを法認するだけであり、「被害者」の

受取額を「被害者」自身に事前に決定させない点に問題がある。第五に、民間部門の個人

情報取扱に関する法的規制も、不充分なセクター別となっており、統一性に欠けている。

と同時に、現行は、民間の業界団体による自主規制方式によっているが、この方式は消費

者有利とはなっていない。 

 以上の現状は、個人情報取引においては、「市場の失敗」が顕著である、と簡潔に表現し

直すことができると、阪本は言う472。 

このような市場の失敗を是正することを目論む財産権モデルが、（個人情報を含む）情報

は公共財だ、という出発点に立ってその理論を組み立てる際に参考にしたのは、知的財産

権の法制である。知的財産権法制は、いうまでもなく、過少生産され、過少取引される公

共財としての情報について、情報主体に支配可能性を付与することを通して、新しいアイ

デア・情報を市場に提供させようとする構想である。 

 しかしながら、個人情報の財産権化の理論は、知財法制の論拠とは異なっている。個人

情報を財産権として理論構成する目的は、情報を生産・流通させるためでもなければ、研

                                                                                                                                                     

“New Privacy”?, 3 N. Y. U. J. LEGIS & PUB. POL. 25, 34 (1999). 
469 Paul M. Schwartz, Property, Privacy, and Personal Data, 117 HARV. L. REV. 2055, 

2076 (2004). 
470 Pamela Samuelson, Privacy, as Intellectual Property?, 52 STAN. L. REV. 1125 
(2000). 
471 阪本・前掲注（458）81-82 頁。 
472 同上、61 頁。 
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究開発費を回収できるようにするためでもないからである。 

財産権モデルは、自己情報を商品化すれば、第一に、主体が情報移転（取引）を事前に

拒否でき、しかも、第二に、自己情報の値段を自分で設定し交渉できる、という法制の実

現をねらっているのである473。これを実現することで、あるリソース（個人情報）を欲す

る企業等が、相手方（情報主体）と値段交渉をせざるをえなくなる（社会的費用を内部化

せざるをえなくなる）ことを目論んでいるのである。 

 このように、「法と経済学」学派のうち財産権理論派のねらいは、あくまで、情報主体に

その自己情報の支配可能性、すなわち、情報取引への参加の利益とインセンティブを創造

して、自己情報をどう利用するかの選択権を与えようとする点にある。 

 

第二款 財産権説のメリット 

情報プライバシー権を財産権化することのメリットは、主として以下の二点である。 

①個人データの処分権限をデータ主体へ付与することができ、消費者のプライバシー選好

に応じた価格設定が可能となる。 

②個人データを収集・処理する側に社会的費用となっているものを内部化させることがで

き、企業側の濫用を防止し、かつ企業側の投資を最適化することが可能となる。 

 

まず、①について検討する。 

情報プライバシーの財産権化を採用すれば、情報主体が自己情報の販売権を持つことに

なって、主体は自己情報の値打ちを予測しながら、プライバシー選好に応じてその価格を

自分で事前に決定でき、事後も市場の動きを見ながら価格を自由に変動させることができ

るようになる474。 

この点を更に敷衍するならば、第一に、財産権に基づいて本人に個人データの処分権を

与えれば、権利者にコントロール権が付与されることから、データの移転前に交渉プロセ

スと同意の取得を踏むことが必要とされる。すると、データ主体は、提供しようとするデ

ータごとに、あるいは提供先ごとに個別のコントロール権を有することになる。 

 第二に、各自の個人データの市場における経済的価値をデータ主体が独自に定めること

ができるようになる点が特徴である。財産権説によれば、事前の交渉プロセスで提供の対

象となる個人データの経済的価値を決定することになり、プライバシーを他者より重要視

する人も軽視する人も、どちらに対してもその選好に配慮した、つまりプライバシー意識

の個人のレベル差に対応した保護を行うことができる475。この場合、データ主体が個人レ

ベルで個人データの買い手と交渉すれば、データ主体は、多大な取引費用を負担せざるを

得なくなる。この点については、データ主体の利益を代表して、個人データの買い手との

                                                   
473 同上、83 頁。 
474 阪本・前掲注（458）83-84 頁、橋本・前掲書注（461）143-145 頁。 
475 橋本・前掲書注（461）144 頁。 



                                                                         

110 

 

交渉にあたる交渉仲介ビジネスの登場やオンライン上でのADRサービスの登場が期待され

ている476。こうしたシステムの普及により、交渉に要するユーザの負担は大幅に軽減され

ると予想するものもいる477。 

次に、②について、財産権説の特徴は、現在は社会的費用となっているものを企業が内

部化できるようになることであるといえる。そうなれば、企業は収集し提供するデータが

何であるかを知り、無駄な収集・利用をやめ、よりよき投資判断をすることができること

にもなる478。 

 この点を敷衍するならば、以下のようにいえよう。 

 現状の個人情報取引市場において、企業は、情報技術により、情報の収集・管理・加工

が安価・容易に行えるため、個人情報の収集・加工を行っている。また、現状では、個人

データの民間部門での処理における社会コストを民間企業自身が負担する制度となってい

ない。しかし、財産権説が導入され、企業が個人データを処理するにあたって、データ主

体本人に権利金を支払わなければならなくなった場合、企業は、現状よりも個人データの

取得量を減らすようになることが考えられる479。また、財産権説の導入に伴う社会コスト

の内部化により、企業は、現在過大となっている個人データ処理事業への投資を適正規模

に縮小し、より信頼性の高い高性能のデータベースを開発するようになりうるのである480。 

 以上の二点とは別に、副次的な利点として、国家による公法規制を最小化できる、とい

うものもある481。財産権モデルによれば、EU 指令が求めるような監督機関は不要であるば

かりでなく、企業は内部監督部門を設置することも不要となる482。さらに、ランニングコ

ストを比較的安価に抑えながら、個人情報保護法制度の維持が可能ともなりうるという483。 

 

第三款 財産権説のデメリットないし課題 

このような財産権説であるが、これを採用するに当たって、いくつかの難点もある。ま

ず、人間の尊厳を映し出しているはずの個人情報を商品化することへの直観的な異論があ

げられようが484、それ以外にも以下のような難点がある。 

 

① 市場がうまく機能しないこと 

② 個人情報の公共財的性格を考慮しなければならないこと 

                                                   
476 町村泰貴「現実のものとなりつつあるサイバーADR」法学セミナー560 号（2001）38-39

頁。 
477 橋本・前掲書注（461）145 頁。 
478 阪本・前掲注（458）84 頁、橋本・前掲書注（461）145-146 頁。 
479 橋本・前掲書注（461）145-146 頁。 
480 同上、146 頁。 
481 阪本・前掲注（458）84 頁。 
482 同上。 
483 橋本・前掲書注（461）143 頁。 
484 阪本・前掲注（458）85 頁。 
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③ 財産権化したとしても、下流（downstream）における情報交換を制限できないこと 

④ 既存の知的財産権制度との整合性 

⑤ 財産権の帰属主体をいかに決定するか明らかでないこと 

⑥ 表現の自由等への悪影響がありうること 

⑦ 立法論上の課題として、権利を法文上如何に画するか 

 

 ここでは、この 7 点について、順次検討してく。 

 

1 「市場の失敗」 

第一の問題点は、財産権制度の正当化根拠である希少資源の市場への配分が個人データ

については適用が困難である点である485。 

情報市場に膨大な量の個人データが流通している現在、財産権アプローチによる個人情

報保護制度は、基本的に市場への個人情報の流通を縮小することを目的としている。しか

し、通常、財産権制度による資源への配分は、当該資源の市場での流通における自由度が

高い場合に機能する。それに対して、財産権アプローチによる個人データ保護のケースで

は、インターネット上での個人データ流通の自由度を制限しつつ、財産権制度のメリット

を発揮させなければならない486。 

 また、消費者の保護と言う観点から見ると、個人情報価格の差別化の現状として、個人

情報市場は、消費者に「自己情報の収集に合意するか、それともしないか」という二者択

一方式を迫っており、その差別化に失敗している。 

 消費者保護にかなう個人情報の価格の差別化に成功するためには、企業は、情報主体の

プライバシー選好を知ったうえで、各人の設定する各々が自己情報を開示しないことに置

く価格（威嚇値）以上の価格を弾力的に設定しなければならない。ところが、各人のプラ

イバシー選好は主観的であって多様であって、これに応じた弾力的価格設定は困難である

487。 

 

2 個人情報の公共財的性格 

 第二の問題に、個人情報の公共財的性格を如何に考慮するかと言うものがある488。財産

権モデルは、財産権としての個人情報権を法律によって創設しようと試みようとしている。

が、しかし、情報の公共財的な性格のゆえに、情報主体が自己情報を排他的に利用したり

処分したりすることは不可能である。一物一権主義とはいかないからである。財産権とし

ての個人情報権が創設されたとしても、「市場の失敗」は是正されそうもない。 

                                                   
485 阪本・前掲注（458）85 頁、橋本・前掲書注（461）146-147 頁。 
486 橋本・前掲書注（461）147 頁。 
487 阪本・前掲注（458）85 頁。 
488 同上、86 頁。 
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 そればかりでなく、個人情報権は、市場における知識の自由な取引量を減少させ、人々

の自由で正確で効率的な意思決定を妨げることにならないか、という負の効果も考慮に入

れなければならない。個人情報の公共財としての性格は、自由な社会においては維持され

なければならない価値である。 

 

3 下流における情報流通 

 第三の――そして財産権モデルの最大の――難点は、下流における自己情報の譲渡可能

性を情報主体が統制できないことにある489。個人データを提供する場合、データ主体は、

当該取引の相手方に対しては、正当な個人データの価値評価をすることが可能となるが、

第一譲受人から第三者に個人データが譲渡されてしまうと、データ主体は、第三譲渡先で

の個人データの有する価値を評価することが困難となる。たとえ下流を見通して、そこで

の販売価格を上乗せして「販売」しようとしても、下流における利用を見通すことができ

ない以上、どう見積もっていいものか判定しがたいだろう。個人情報が商品化されればさ

れるほど、市場での自由な取引対象となる。その流通過程の下流になればなるほど、情報

主体の支配可能性は弱まり、情報プライバシーの保護水準は低下していくだろう。また、

たとえ法律によって無断の転売を禁止したとしても、企業は、禁止違反の費用を上乗せし

て売買することも考えられる。以上から、財産権アプローチに基づいた個人データ取引の

デフォルト・ルールの制定には、個人データの持つ譲渡可能性を制限する必要がある490。 

 

4 既存の知的財産権制度との整合性 

 第四の課題は、既存の知的財産権制度との整合性の問題である491。そもそも知的財産権

制度は、創作者にその知的創作物の商業的価値の支配権を付与し、創作者の創作の成果を

専有や模造品・類似品の販売といったフリーライド行為を排除することで、知的財の生産

と普及における最低限度の民間投資を誘導するためのインセンティブを付与することを目

的としたものである。しかし、個人データにおける財産権は、一般的にはそれ自身によっ

て、経済的利益を得ることや、広範囲への流通拡散を予定していないばかりか、その侵害

によって賠償されるべき研究開発費も存在しない。個人データへの財産権の付与は、科学

の進歩にも技術革新にも寄与しないのであるから、プライバシー保護のために個人データ

流通を制限することを目的とした財産権の付与は、伝統的な知的財産権法に反するもので

あるとの批判がある。 

 

5 財産権の帰属主体をいかに決定するか 

 第五は、財産権説に立つ場合に、事業者、情報主体のどちらの側の財産権を認定するか

                                                   
489 阪本・前掲注（458）86 頁、橋本・前掲書注（461）146 頁。 
490 橋本・前掲書注（461）146 頁。 
491 同上、147 頁。 
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という問題である492。情報主体を財産権の主体とした場合には、企業は、個人から個人デ

ータに関する財産権を寄託されていることになるが、特に企業会計実務を含めた波紋を呼

ぶことになる。一方、企業を財産権の主体と仮定した場合には、逆に個人の権利主体性を

否定することになり、問題がある。 

 

6 表現の自由等への悪影響 

 第六には、表現の自由等への悪影響の問題がある。情報はコンピュータにデータとして

管理可能な形式で蓄積される一方、人間の記憶にも刻まれることになる。個人情報への財

産権性の認定は、その方法によっては、他人の思想や言論・表現の自由を侵害する可能性

がある493。 

 

7 立法論上の課題として、法文上如何に権利を画するか 

 最後に、立法論上の課題とも言えるが、財産権概念をインターネット上の個人データ保

護の導入する場合、法文の定め方については、特に慎重さを要するという問題がある494。

財産権アプローチに立った個人データ保護立法を行う場合、データ主体がデータ収集者に

よって、個人データに付与された財産権を放棄させられることがないような制度を導入す

る必要がある。 

 

第四款 小括 

民間企業の間で当たり前のように個人の情報の取引が行われるようになった昨今におい

て、これを個人の財産権の侵害であると考えることに途を開くこの構成は、魅力のあるも

のではある。しかし、以上のような乗り越え難い問題点があるがゆえに、阪本は、情報取

引における自己情報コントロール権の財産権モデルは、当初の目論見を達成できないと消

極的に評価する495。しかしその一方で、「われわれに必要なことは、これを批判することよ

りも、日常的となった個人情報の取引を市場モデルにのせて、個人情報の支配可能性を親

権に追い求めようとするこの姿勢を賞賛することだ」とも言うのである496。 

  

第二節 日本における「情報プライバシー」の財産権説 

第一款 財産権説のアプローチ 

 以上のようなメリットとデメリットを踏まえつつ、日本においても主として立法論とし

て、「情報プライバシー」の財産権化が主張されている。「情報プライバシー」の法的保

護を知的財産権的に構成するとして、どのようなアプローチが考えられるだろうか。この

                                                   
492 同上、149 頁。 
493 阪本・前掲注（458）87-88 頁、橋本・前掲書注（461）149 頁。 
494 橋本・前掲書注（461）149 頁。 
495 阪本・前掲注（458）90 頁。 
496 同上、88 頁。 
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点について橋本は、パブリシティ権型アプローチと著作者人格権型アプローチが考えられ

るとして、それぞれについて以下のように検討する。 

 

1 パブリシティ権型アプローチ 

パブリシティ権そのものは、人格権保護を第一目的とした権利ではなく、セレブリティ

の氏名や肖像等のアイデンティティが有する顧客誘引力に基づく経済的価値を保護するこ

とで、著名人の創作努力による活動の活性化と投資を促すために適切なインセンティブを

付与することを目的として考え出された権利概念である。一方、インターネット上での個

人データ保護における財産権アプローチは、データ主体の情報プライバシー権と私的生活

の平穏を保護するために従来の救済手法を補完する権利であり、両者は基本的には異なる

概念である。 

 そのため、パブリシティ権で認められている相続性が財産権アプローチによる個人デー

タ保護では認められない等、実際の権利保護の手法にも両者には差異がある。よって、パ

ブリシティ権の保護方式のフレームワークをそのままインターネット上の個人データ保護

に適用することは適切ではない。しかし、パブリシティ権は、個人の尊厳、自律性を財産

権類似の手法で保護する。こうしたパブリシティ権の特性は、実際に流出した個人データ

による 2 次的プライバシー侵害被害の発生防止と言う観点から見たインターネット上での

個人データ保護に関して、有効であると考える497。 

 

2 著作者人格権型アプローチ 

著作者人格権アプローチは、経済的利益の保護というよりは、どちらかといえば、作者

の個性や名声に関する利益の保護に主眼が置かれた権利である。そのため、著作者人格権

アプローチを個人データ保護に導入すれば、個人データに内包される個人的利益を保護す

ることが可能である。とくに、著作者人格権の中でも保存権・公表権は、個人データ保護

に適用可能な最も密接に類似した権利であると橋本は評価する498。彼によると、著作者人

格権の利点は、第一に著作者人格権が、契約外の第三者に対してもその権利を主張しうる

点、第二に作者が作品の複製を公的機関や遠隔地の購入者に販売した場合にも行使しうる

点であるという。 

 

 以下では、まず、パブリシティ権型アプローチを中心に採用する林紘一郎の見解を取り

上げる。その後、著作者人格権型アプローチを中心として採用する橋本誠志の見解を検討

する。最後に、財産権説を採用しながら、より消費者保護を意識した契約構成に基づくア

プローチを採用する高崎晴夫の見解を検討する。 

 

                                                   
497 橋本・前掲書注（461）153 頁。 
498 同上、150 頁。 
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第二款 著作権（人格権と財産権のハイブリット）型構成（林紘一郎の見解） 

このような構成をとるものとして、林紘一郎の見解があげられる。 

林は、「個人データ」（その内容はいわゆる「個人情報」に相当）の行政機関保有データ

と民間保有データを峻別し、前者を「自己情報コントロール権」的に人格権として構成す

る一方、後者については著作権と同じく「人格権と財産権がハイブリットに結合したもの」

と考え、私法の問題とする499。つまり、個人情報市場におけるプライバシーの問題を、プ

ライバシー的要素（人格権）とパブリシティ的要素（財産権）が、ハイブリットに結合し

た権利と考える。これは、上記の「パブリシティ権型アプローチ」と「著作者人格権型ア

プローチ」の複合であると評価できよう。 

 

1 プライバシー保護の原則 

彼はその原則として、次の三点を挙げる500。 

①個人情報という用語をすて、個人データとする。②個人データに関する保護は、基本

的には財産権とする。③プライバシー権の一部としての「情報プライバシー権」は、「自己

情報コントロール権」として別に存在するものとし、本問題については行政法ではなく、

私法に属するものとする。 

まず、①について、林は、以下のように主張する501。 

「個人情報」という用語には、何やら人格にも関係しそうな「ウェット」な響きがある。

しかし、個人情報保護法も基本的には「無味乾燥」ともいえる「データ」を扱っているに

過ぎないのだから、「個人データ」の方が適している。ただ、ラベルを変えても内容は従来

に準じ、「生存する個人に関するデータであって、当該データに含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他のデータと容易に照合する

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)」とい

う。 

 次に、②については、以下のとおりである502。 

 人格権（氏名表示権を含む）を捨て、財産権としての「個人データ」を考える。現実の

社会で起きていること、あるいは要請されていることは、「個人データを実務に生かしたい」

ということであって、人格権とは程遠い。しかも、個人データの生かし方が、当該企業の

競争優位と関係しているだけでなく、当該国家全体の競争優位にも関連が生じている。こ

うした「生の需要」に対応しようとすれば、人格権は捨象し、財産権に重点を置いた法制

に切り替えるしかない。 

 しかし、「個人データ」を保護する面では人格権を捨象するのであるが、それは人格権を

                                                   
499 林・前掲注（459）88-89 頁。 
500 同上、86-87 頁。 
501 同上、87 頁。 
502 同上。 
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全面的に否定することを意味しない。むしろ、人格的要素を「情報プライバシー権」とし

て明確にし、その両者を切り分けることを主張しているに過ぎない。 

 最後に、③については、以下のようにいう503。 

 現行の個人情報保護法のような行政権が関与する余地を最小限にし、対等な民間同士の

関係として、純粋に私法的な扱いを考えるべきである。なぜなら、個人情報保護法のレベ

ルでは行政の関与が必須であることから、「主務大臣」(個人情報保護法 32～36 条)という概

念を導入せざるを得なかった。これは規制下にある産業分野の人にとっては何でもないこ

とであったが、例えば新聞業など「主務大臣」も「業法」もない世界の人々にとっては、

驚くべき「規制強化」になったことは否めない。民―民で円滑に行くなら、行政の関与が

ないにこしたことはない。 

 

2 個人データ保護法の方向性 

前述のように、林は、行政機関保有データと民間保有データを峻別し、前者を「自己情

報コントロール権」的に再構成する一方、後者については保護のレベルを緩める案を前提

とし、民間保有データに対する権利について、著作権と同じく「人格権と財産権がハイブ

リットに結合したもの」と考える。 

 具体的には、個人データに関する諸権利を、以下の「権利の束」だと考える504。それは、

帰属権、ライセンス利用権、保有権等の権利である。それぞれについてより詳細にいうと、

次のようになる。 

（a）帰属権は、当該情報に関して一意に決まる個人（または法人）が、何らかの「クレイ

ム」を主張しうる状態、およびその権限である505。その発現のひとつとして、当該情報の

開示・訂正・削除を請求する権利が含まれる。また、著作権の同一性保持権に近似するも

のも含む506。個人データに関する権利の存続期間は、当該自然人の存命中である（プライ

バシーや著作権とは違う）507。 

（b）ライセンス利用権は、上記「クレイム」の発言のひとつとして、当該情報の利用を許

諾する権利である508。許諾の条件は、原則として契約により自由に設定可だが、典型契約

においては保有者は拒否権はなく、他方「目的外利用禁止」が義務付けられる509。 

（c）保有権（と義務）は、有体物の「占有」に対応する、無体財に関する財産上の権利を

示し、現行法では「準占有」（民法 205 条）と同じである510。ただし、占有と異なり「安全

                                                   
503 同上、87-88 頁。 
504 同上、92 頁。 
505 同上、92 頁。 
506 同上、94 頁。 
507 同上、95 頁。 
508 同上、92 頁。 
509 同上、94 頁。 
510 同上、92 頁。 
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管理義務」が発生する。企業等の保有者が最初に個人データを取得する際の手続きについ

ては、いわゆるオプト・イン方式を採用する511。 

（d）その他の権利としては、損害賠償請求権や差し止め請求権などがあげられる512。損害

額の推定やみなし侵害規定は、必要ないとする513。 

 

 

第三款 著作者人格権構成＋ライセンス構成（橋本誠志の見解） 

ここでは、「個人データ」514に著作者人格権類似の財産権的権利性を認め「個人データ」

の利用にライセンス制を導入するものとして、橋本誠志の見解を検討する。彼は、財産権

アプローチによる個人データ保護を現在の市場メカニズムに調和させるために、ライセン

ス形式による個人データ保護の有効性を検討する。 

  

1 保護の方向性 

 橋本はまず、スタンダードな財産権概念をそのまま個人データ保護に適用することは、

以上に見たように、多くの課題が存在することを指摘する。しかし、ネットワークサービ

スにおける個人データ流通の円滑性と安全性を両立させ、個人データが流出してもプライ

バシー侵害に発展させないようにするためには、「契約外の第三者による侵害行為を排除で

きる財産権アプローチの手法を利用したほうが、今日の情報ネットワーク社会で個人デー

タを適切に保護できる」とする515。そこで、スタンダードな財産権アプローチを克服する

新たな財産権概念、とくに名声・自律といった個人の中核的利益を保護するための新たな

タイプの財産権概念を構想する必要があることとなる。 

 

2 ライセンス制導入による個人データ保護の有効性 

 そこで橋本は、前述した著作者人格権型財産権アプローチの権利保護手法に立ったイン

ターネット上での個人データ保護政策の一提案として、インターネット上で交換された個

人データの利用にライセンス制の導入を提案する516。インターネット上で交換された個人

データの利用にライセンス制を導入するメリットとしては、以下の諸点を挙げることがで

きるという。 

                                                   
511 同上、94 頁。 
512 同上、93 頁。 
513 同上、95 頁。 

514 橋本は、まず、「個人データ」の定義を、「デジタル信号等のそれに構成する符号又は信

号のみではその意味内容を理解売ることができない状態に置き換えた個人に関する情報」

とする。また、「個人情報」の定義を、「人間にとってその意味内容が認識可能な状態にあ

る個人に関する情報一般」とする。いずれも橋本・前掲書注（461）18 頁。 

515 同上、149 頁。 
516 同上、153 頁。 
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① 当事者間の個別事情に応じた個人データの利用条件を事前・個別に定めることができる。 

② ライセンス違反にあたる形態の個人データ取扱いに対する初動的権利保護措置を司法

手続によらずに即座に行うことができる。 

③ ライセンス上の利用条件違反やライセンスを有しない者の個人データ取扱いに高額の

損害賠償を請求することが可能である。 

④ ライセンス処理の自動化により、データ主体の経済状況に左右されずにプライバシー保

護を図ることができる。 

 

①については、従来のプライバシー侵害の民事法上のメインフレームワークである不法

行為構成の場合、問題となる個人データの取扱いが違法であるかどうかは裁判官が最終的

に決定することになる。しかし、裁判官の判断は、一般人の感受性が基準とされるから、

必ずしも、個々人のプライバシー保護意識に応じた判断がなされるとは限らない。一方、

事業者側も個々の企業によって、個人データ管理の業務体制は千差万別であり、社会的コ

ストを考えた場合、橋本は、不法行為アプローチによる権威的決定がされるよりも、個々

の事情に合わせた個人データの利用条件を事前に決めるほうが安価であるとする517。この

点から、橋本は、ライセンス制のほうが、従来の構成よりも、「柔軟性のある個人データ保

護形態を模索することが可能である点において有利である」のだという518。 

 ②については、違法な個人データ取扱いがなされた場合でも、従来の不法行為構成では、

訴訟手続によって、不法行為に基づく損害賠償請求債権の存在確認・損害額の認容と執行

手続を踏まなければ、データ主体の権利は保護されない。しかし、ライセンス制の場合、

事前のライセンス契約によって個人データの利用条件が定められているため、「ライセンス

条件に反した個人データの取扱が存在した場合、ライセンス許諾者は権利保護に際して、

ライセンス違反者の故意・過失を立証する必要がない」とする519。 

③については、上述したように従来、人格権侵害に基づく不法行為の救済は、非常に低

額しか損害賠償が認められなかった。また、財産的損害賠償についても、損害の程度・原

因・加害者の特定とこれらの因果関係を被害者自身が立証することが困難である点が障壁

となり、一般には、小額の弁護士費用しか認められないことが大半である。これらのこと

からこれまでの不法行為構成では、事業者側に対して、個人データの不適切な利用に対す

る抑止効果は期待できないのが現状である。しかし、財産権を基礎とするライセンス制で

は、「契約条項にライセンス違反の際に懲罰的損害賠償を請求する旨定めることが可能であ

り、不法行為構成に比べて、事業者に対する抑止力を維持することが可能である点、有利

である」520。 

                                                   
517 同上、154 頁。 
518 同上。 
519 同上。 
520 同上、155 頁。 
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 ④については、プライバシー侵害被害の救済を求めるために司法手続を利用する場合、

裁判所に納付する訴訟手数料・被告に対する訴状送達費用の他、弁護士費用（着手金・成

功報酬）、敗訴時の訴訟費用等かなりのコストを要することになる。しかし、ライセンス制

を導入すれば、司法手続を経ずに権利保護を図ることが可能となる521。端的にいえば、コ

ンピュータ上でライセンスの自動処理を行うことも可能である。ブロードバンド技術の発

達により、常時接続環境が整備されている今日では、経済状況が比較的苦しいものであっ

ても安価にプライバシー侵害の予防、あるいは救済をデータ主体の経済状態に依存するこ

となく行うことが可能であり、実質上、プライバシーが保護される者の範囲が大幅に拡大

されることが期待できる522。 

 

3 小括 

 以上をまとめると、ライセンス制による個人データ保護手法は、データ主体側にとって

は、①プライバシー侵害の救済プログラムの拡大と個人プログラム選択権の拡大、②プラ

イバシー保護に要する費用の平準化による保護対象の拡大、③即時的な対応の可能性に優

れた手法であり、個人データを扱う事業者側にとっても、ライセンス制と個人データ保護

技術を組み合わせて、ライセンス違反の個人データ処理を無効として、データへのアクセ

ス排除が可能であれば、紛争発生リスクを低減させることが可能となる。 

橋本の見解は、財産権アプローチに既存の司法制度の持つ時間的限界というデジタル情

報との間の絶対的ギャップを縮小し、個人データが流出した際の司法手続の限界に対する

補充的役割を担わせ、伝統的な従来型の司法手続による救済の実効化を図ることを目的と

する点が最大の特徴である。そのため、彼の立場は、ライセンス型アプローチの導入によ

って、伝統的な司法手続きによる解決を否定するものというわけでは必ずしもない。 

 

第四款 財産権的アプローチを前提とする契約関係の構築（高崎晴夫の見解）  

また、消費者選好に関する実証分析の進展等の実社会の発展を踏まえつつ、消費者保護

を前提とした財産権的アプローチを採用するものとして、高崎晴夫の見解がある。 

 

1 経済学的アプローチからの再評価 

1.1 消費者選好に関する実証分析の進展 

オンライン・サービスにおける個人情報の利活用に対する消費者選好に関する実証研究

は、米国を中心に活発に行われている。この点、高崎は、インターネット利用が本格化す

る90年代後半以降、この分野での実証研究が積極的に行われるようになったこと523、及び、

近時では、消費者の心理的な側面を考慮に入れた経済統計の分析技術の進展に伴い、これ

                                                   
521 同上、155-156 頁。 
522 同上、156 頁。 
523 Alfred Kobsa, Privacy Enhanced Web Personalization, 4321 LNCS, 628 (2007). 
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まで充分に検証しきれなかった消費者選好での深い心理面の分析も可能になっていること

524に着目する。このことからも、阪本が指摘する「プライバシー選好の多様性のゆえに弾

力的な価格（価値）設定は困難」との見方は修正されつつあるといえると、高崎は主張す

るのだ525。 

 

1.2 「情報の非対称性」問題の克服 

さらに、消費者と企業の間で「弾力的な価格設定」が行われるためには、両者の間で、

当該個人情報に対する価値認識が一致する必要がある。しかしながら、情報主体と企業と

の間には「情報価値認識の非対称性」が存在し、その価値認識は必ずしも一致しない。 

 これを回避する最良の方法として、高崎は、「事業者側から消費者に対して、どのような

個人情報がどのように処理、蓄積、活用されているかについて積極的な情報開示を行うこ

とで、消費者認知を向上させ、両者間の価値認識を一致させること」を主張する526。それ

とあわせて、イノベーティブな ITビジネス環境の中で様々なサービスが登場するにつれて、

利用者は受けるサービスの利便性それ自体や情報提供の見返りとしての無料サービスや

様々な行動ターゲティング広告との組み合わせで受けるポイント、割引等のインセンティ

ブから、自身が有する個人情報の価値について、自然と認識を高めていくことも期待でき

るともいう。 

 

2 消費者保護を前提とするパーソナライゼーションの実現に向けて 

以上の 2 点を再評価することで、財産権構成採用のデメリットが減ずるとして、高崎は

彼なりに財産権構成を論じていく。 

 

2.1 行政・立法の限界と、事業者による自律的行動の必要性 

IT 産業における技術開発やビジネスモデルは急速な進化を遂げている一方で、高崎は、

「行政または立法がストレートに制度的な枠組みの中に財産権的なアプローチを採りこむ

ことは極めて困難な状況である」とする527。 

 変化の激しいビジネス環境の中、利用者の個人情報保護の意識に配慮しながらその利便

性を追求し、イノベーションや事業者の投資インセンティブを阻害することなく事業開発

に取り組んでいくためには、高崎によると、「事業者が自律的に行動していかなければなら

ない」528。また、「企業者の事業意欲と創意工夫」並びに「利用者側の利便性追及の好奇心」

と「その IT リテラシー」を基礎に据えて、両者の「良好な関係が自主的に構築される必要」

                                                   
524 涌井良幸、涌井貞美『図解で分かる共分散構造分析』（日本実業出版社、2003）、涌井良

幸『道具としてのベイズ統計』（日本実業出版社、2009）等。 
525 高崎・前掲注（461）72-73 頁。 
526 同上、74 頁。 
527 同上、75 頁。 
528 同上。 
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がある529。つまり、高崎は、パーソナライゼーションサービスが消費者によって受容され

浸透していくためには、「行政又は立法による制度的枠組みの議論とは別個に、事業者は自

律的に個人情報が有する価値の認識をデータ主体と一致するように努力していかなければ

ならない」とする530。 

 以上のような価値認識の一致を前提に、事業者・消費者両当事者間の契約関係の中に個

別具体的な合意内容を明記することで、提供主体の情報開示のインセンティブを高めると

ともに、個人情報保護の侵害行為に対する救済を補償するメカニズムを構築していくこと

が、現時点で最も有効な方法と考えられるというのである531。 

 

2.2 どの情報にどれだけの保護が付与されるべきか 

プライバシーに関する消費者選好の研究から、個々人のプライバシーに対する感度や求

めるサービスの内容、さらには事業者への信頼等によって、個人情報のセンシティブさと

求められる保護の度合いは異なりうることがわかっている。従って、「利用者ごとに、その

求める保護の度合いや提供する個人情報の範囲を任意に選定してもらい、その選定に従っ

て、個人情報を受領する企業との間で契約合意することが最も望ましい形態といえる」と

高崎は言う532。 

 そこで、高崎は、当該個人の利用者の選好に併せて個人情報をレイヤー構造に分け取り

扱いを異にできると仮定し、試論として 3 つのレイヤー構成案を検討する533。 

 第一に、最も取扱いを厳重にすべき情報を「センシティブ情報」とする。次に、本来は

センシティブ情報に該当しないが、利用シーンや他の情報との結合によってセンシティブ

情報に準じた扱いを利用者が希望するような情報を「準センシティブ情報」と呼ぶ。それ

と個人との紐付けが可能なことから個人情報には該当するものの、その扱いには利用者も

あまり神経質にならない情報は「その他の非センシティブ情報」と称する。さらに、個人

情報保護法の対象外として、個人の識別情報が除去された匿名情報が存在する。 

 以上の各類型について、彼は次のような保護の方向性を提示する534。 

第一に、「センシティブ情報」は原則取得・利用しない。第二に、「準センシティブ情報」

は消費者と企業間の合意により特定する。オプト・インないしオプト・アウトは消費者の

任意である。第三に、「その他情報」は原則流通を自由化する。取り扱い方法は消費者と企

業間の合意に基づいて判断する。これは原則オプト・アウト方式を採用する。第四に、サ

ードパーティーに対しては、匿名化処理をしたのちに、譲渡することを義務づける。非個

人情報であるため、活用は収集企業側の任意である。これは企業間の契約で担保する。 

                                                   
529 同上。 
530 同上。 
531 同上、75-76 頁。 
532 同上、76 頁。 
533 同上、77 頁。 
534 同上、76 頁（図 3）。 
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 次に、それぞれの範囲をどう定義づけるかが問題となる535。センシティブ情報について

は、EU データ保護指令における定義や経済産業省のガイドラインが参考となるが、IT 技

術の進展に伴いデータ分析がより精緻となり、かつ多国間に跨って個人情報が授受される

今日、センシティブ情報の範囲を一義的に定義することは非常に困難となってきている。

また準センシティブ情報についても、利用者個人の嗜好や利用サービスと利用シーン毎に

当該情報への感度が異なるため、同様に一義的に定義することは困難であり、様々なコン

テクストに応じて利用者のプライバシー選好と利便性に配慮しつつも、選択にあたっての

負担を軽減するようなシステム設計にする必要があるとする。 

 

3 小括 

 以上のように、高崎は、行政や立法の限界を説き、消費者目線の行動を事業者に促すよ

うな主張を行う。その具体的特徴としては、情報のセンシティブさにあわせて保護の程度

を変えるという、佐藤の見解の影響を受けていること、及びそのセンシティブさの理解を

消費者の選好に柔軟にあわせようとすることがあげられよう。しかし一方で、佐藤と同様

にセンシティブな情報については、原則利用を行わないことを掲げる。 

 

第三節 情報プライバシーの財産権説の批判的検討 

 上記の情報プライバシーの財産権説について、包括的に批判を行ったのが、石井夏生利

である536。また、アメリカの財産権説について総合的に検討した村上康二郎も、結果的に

はこの見解に消極的な姿勢をとることとなる。ここでは、石井による批判を検討したうえ

で、村上による「自己情報コントロール権」構成との折衷的方向性採用の提案をみる。 

 

第一款 石井夏生利による批判 

1 財産権概念の多義性の問題 

石井はまず、各論者における財産権概念の曖昧さを批判する。 

彼女によると、「阪本論文は、プライバシー・個人情報の財産権を『自己情報』の『排他

的支配可能性』と位置づけ、林論文、橋本論文及び高崎論文は取引対象の財と理解し、村

上博士論文では、通常の財産権よりも効力が制限される新しい特殊な財産権という考えが

示されて」おり537、「『財産権』といいつつも、その理解は様々であり、基本となる概念設

定の曖昧さに、議論を複雑化させる要因がある」538。 

 

                                                   
535 同上、77 頁。 

536 石井夏生利「プライバシー・個人情報の「財産権論」――ライフログをめぐる問題状況

を踏まえて」情報通信政策レビュー第 4 号（2012）1 頁以下。 

537 同上、24 頁。 
538 同上、24-25 頁。 
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2 理論構成の困難性 

 次に、理論構成の困難性として、以下の四点について批判を行う。すなわち、権利の性

質と契約構成との不関連性、プライバシーの概念構成と財産権の本質、デメリットの未克

服、弱者保護の視点の重要性の諸点である。 

 

2.1 権利の性質と契約構成との不関連性 

財産権構成肯定説の中には、契約法的理論構成と関連づけて論じるものが多い。しかし、

契約の成立から終了までのプロセスにおいては、申込みと承諾が成立し、契約内容が特定

され、契約通りに履行され、違反の場合に法律上の救済が用意されることが肝要であって、

財産権と捉えようが、人格権ないしは別の性質の権利と捉えようが、この点に変わりはな

い。石井は、そのような意味で、「権利の性格と契約法的理論構成は、論理必然の関係では

ない」と指摘する539。 

この点、本稿で検討した日本の先行研究の中では、林、橋本、高崎の論考において、ラ

イセンシングの考え方が示された。しかし、個人情報を財産権と捉えた場合の契約法的理

論構成は追求し得るとしても、「契約法的理論構成を求める場合に、個人情報を財産権と理

解する必然性があるのかという点は明らかにされていない」という540。 

 

2.2 プライバシーの概念構成と財産権の本質 

 また、本稿で検討した見解のうち、林論文において、再ライセンスは禁止されるべきで

あるとされていることに触れつつ、石井は以下のように批判を展開する541。 

確かに、知的財産権の分野で議論されるように、財産権を制限的に構成する考え方はあ

り得る。しかし、排他的支配性と自由譲渡性は、財産権の本質であり、「財産権」を他の権

利と区別するための要素でもある。にもかかわらず、プライバシー・個人情報の「財産権」

を認めるために、それらの性質をいずれも減殺するのであれば、個人情報をあえて「財産

権」と主張する根拠が希薄化されるばかりか、「財産権」の本質を歪めてしまう可能性があ

る。そして、この問題は、他の理論に依拠しつつ複雑な論理構成を展開する場合にも、排

他的支配と自由譲渡性を制限するのであれば、同様の結果をもたらしてしまう。また、財

産権を制限的に解したとしても、個人情報提供の対価を求めることができるという残され

た利点はあるものの、財産権論によらずとも対価ないしは補償を求めることは可能である。 

 

2.3 デメリットの未克服 

 さらに石井は、財産権説の論者が自ら紹介する財産権説のデメリットが克服されていな

                                                   
539 同上、26 頁。 
540 同上。 
541 同上、27 頁。 
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いことする542。たとえば、阪本自身が、「一時隆盛を極めた財産権モデルは次第に色あせて

きて、今では旗色が悪いように私にはみえる」543と記しているように、自由譲渡性、市場

の機能不全、公共財的性格という問題は解決されていないのである。村上も後述のように、

この 3 つの観点から財産権説への慎重な立場を示すに至っている。 

 

2.4 弱者保護の視点の重要性 

最後に、「財産権」といえば、排他的権利を想像し、一見強い権利を与えるように見える

が、「実際は、取引の名の下に自己責任を加重させるという側面が存在することを無視して

はならない」と、石井は弱者保護の重要性を指摘する544。また、第三者である企業は、個

人情報を大量に取得・集積し、他の情報と組み合わせて加工することにより、商業上高い

価値を生み出すことが可能であり、現在も、価値ある情報を日々生成し、流通させている。

これについて、財産権論に基づき契約法的理論構成を志向する見解によれば、「個人ではな

く、財産的価値を生み出した企業に権利を帰属させることを認めざるを得ない」ことにな

る。しかし、そうなると、社会的費用の内部化や個人への選好機会の付与といった、財産

権論の利点を満たすことは不可能となるばかりか、逆の結果をもたらしてしまう。 

 

3 小括 

 以上より、石井は、プライバシー・個人情報の財産権説は、日本法においては、通説的

見解の問題点をあぶりだすという役割は果たすものの、固有の意義を見出すことは困難で

あると言わざるを得ないと結論付ける545。 

  

第二款 村上康二郎による、自己情報コントロール権をベースとした財産権的理解 

また、村上康二郎は、その博士論文においては財産権説を積極的に論じていたようだが、

その後転向し、同論文をまとめたものを公表したと言う論考においては、消極説ないし折

衷説を採るに至っている546。 

 村上によると、むしろ重要なことは、アメリカにおける財産権説をめぐる活発な議論か

らどのような示唆を獲得するかと言うことであるという547。 

村上は、財産権か人格権かと言う理論構成の違いはあるものの、「わが国の自己情報コン

トロール権説も、実際上の帰結としては、米国の財産権理論と似たような側面を有してい

                                                   
542 同上。 
543 阪本・前掲注（458）69 頁。 
544 石井・前掲注（536）27 頁。 
545 同上、28 頁。 

546 村上と同旨の見解と思われるものとして、名和小太郎『個人データ保護』（みすず書房、

2008）285 頁。この見解は、財産権的構成を手掛かりに「自己データの利用に対価を求め

る権利」との構成を採用する。 

547 村上・前掲注（459）57 頁。 
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るのではないかと考えられる」とする548。つまり、両者はともに、情報主体である本人に

対して、自己情報のコントロール権という強力な権利を付与する点で共通しているのであ

る。 

そのため、米国の財産権説に対する批判のうちのいくつかは、わが国の自己情報コント

ロール権説にも当てはまるのではないかとし、例えば、「コントロール権を認めると、個人

情報が社会的に有益な活動に使用できなくなってしまうという批判」や、「個人と企業の間

に情報の非対称性が存在していると言う批判」などをあげる549。 

したがって、「米国における財産権理論の是非をめぐる激しい議論を対岸の火事として受

け流すのではなく、そこから、わが国の自己情報コントロール権説の課題を抽出し、解決

に向けた検討を行うことが重要なのではないか」というのである550。 

 

第四節 本章のまとめ 

以上、本章では、プライバシー権のうち、情報プライバシーに関する権益、つまり「自

己情報コントロール権」構成を、財産権として構成することができないか、とする学説を

検討してきた。 

そのなかには、著作権（人格権と財産権のハイブリット）型構成を採用するものと、著

作者人格権構成＋ライセンス構成を採用するもの、また、財産権的アプローチを前提とす

る消費者保護を重視した契約関係の構築を目指すもの、三つの立場があった。 

この点、個人に関する情報の取引を事実上自由に行う事業者に社会的費用を負わせよう

とする本学説の問題意識は、ごくごく正当なものである。しかし、それを市場の問題とし

て捉え、財産権と構成することで解決しようとする手法に限界があることが示された。具

体的には、① 財産権制度の正当化根拠である「希少資源の市場への配分」が、無限に複製

できるデータの場合には当てはまらず、結局市場がうまく機能しないこと、② 個人情報に

財産権の帰属を認めると、情報の公共財的性格が害されるかもしれないこと、③ かりに財

産権化したとしても、下流（downstream）における情報交換を制限できないこと、④ 既

存の知的財産権制度との整合性を保たなければならないこと、⑤ 財産権の帰属主体をいか

に決定するか不明確であり、かりに事業者に認めてしまうと元の木阿弥であること、⑥ 表

現の自由等への悪影響がある危険性があること等である。 

個人に関する情報の取引の現状を鑑みるに、これを有体物や知的財産の取引に見立てて

構成することに一定の意義があることは事実であろう。だが、やはり難点も多い。最初の

取得段階を取引に見立ててその保護を論ずる（=後述の契約責任アプローチ）のなら格別、

転々流通する（単なる）個人の情報を財産権で把捉することは限界があると言わざるを得

ないのではないだろうか。この財産権構成によらずして、事業者に社会的費用を負わせる

                                                   
548 同上。 
549 同上。 
550 同上。 
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ことをどう具体化していくか、というのが、この学説の検討から得られた、プライバシー

論全体の課題であると言える。 

また、この学説が志向する、消費者の選好の多様性に配慮すべきであるという方向性は、

従来のプライバシー権論に対するアンチテーゼであったと評価できる。人格権的構成に基

づくプライバシー侵害では、むろん当事者の内面を慮る姿勢は見られたが、しかし責任成

立の要件には通常人という、一般的客観的な「人」が想定されてもいた。この問題提起を

どう受け取るかも、残された課題の一つであろう。 

 また、財産権説のなかには、センシティブ情報については原則利用しないという方向性

を打ち出す見解が見られたが、今日においては、病歴等のまさにセンシティブな情報を中

心として利活用するシステムも生まれてきている。そして、それによって多大な利益が情

報主本人に帰属することもある。そのため、この見解のような原則を維持すべきかについ

ては、疑問があろう。 

 このような問題については、公衆衛生などの社会的利益にかなう情報の利活用について

は、その情報の提供について個々人の意思の問題に委ねてもよいのか、という観点から捉

えなおすこともできよう。 

一方で、情報の取引やその保護を消費者の選好に沿ったものとするためには、何らかの

システムの開発が必要であると言う見解もみられた。これは、司法的な、事後救済のかか

える問題点をえぐる鋭い指摘であると思われるが、むしろ、このような事前的な救済シス

テムを作ってしまうことの問題点――行動ターゲッティング広告等の弊害、つまりアーキ

テクチャによる支配（後述）――も、現在では指摘されるようになっている。そのため、

この点への留意も必要だろう。 

 

第二章 脱権利論の試み 

本章では、脱権利論とも称すべき、しかし全く異なる方向を向いた二つの見解を検討す

る。まず、そもそもの「プライバシー権とは何ぞや」と言う問いから距離をおくものとし

て、事業者の契約責任を問う方向がある。この手法では、事業者の情報管理等に関する契

約に基づく善管注意義務等が問題となるだけであり、プライバシー権の内容自体は問題と

はならない。また一方で、プライバシーを個人に帰属する権益ではなく、「表現の自由」の

ような社会公共的な利益であると構想する方向性もみられる。前者はプライバシー権の内

容を問わないという意味で、後者はプライバシーを個人の権利ではなく公共的な利益なの

だと考えるという意味で、脱権利論と整理することができる。 

この点、これらの見解は必ずしも事業者・消費者間の情報の「売買」や「ライセンス」

を法的に構成することをしない点では共通している。そのため、財産権説とはまた別の議

論であることもたしかである。 

 

第一節 事業者の責任論 
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現在、わが国では、プライバシー侵害の救済としては、第一部で述べたように不法行為

法による解決アプローチが多く用いられている。しかし、不法行為アプローチには、個人

情報がプライバシー権の保護対象になるか否かの点で要件上の限界が存在し、その立証に

費用と時間がかかる反面、①賠償額も往々にして小額しか認容されない、②立証責任、時

効面で柔軟性に欠けるという難点がある。こうした不法行為アプローチの限界に対応する

ための第二のアプローチとして考えられるのが、契約関係に基づいた債務不履行責任を問

う契約アプローチである。また、いわばその発展型として、情報管理に関する忠実義務を

事業者に負わせようという、信託構成ともいうべき見解も見られる。 

 

第一款 契約構成 

 民法学上、プライバシー保護における契約アプローチは、「情報主体と情報提供者間にお

いて何らかの契約が存在する場合、」「情報提供者の同意の範囲を超えて、情報提供者が第

三者に対して情報提供した場合は債務不履行責任を構成する」551ことと考えられる。ある

契約が締結された場合、債務者は債権者に当該契約の目的とされた給付義務の他に信義則

に基づく付随義務（又は独立した保護義務）を負う。契約アプローチは、この付随義務に

着目し、契約の目的となった範囲の第三者に情報主体に無断で情報提供がなされた場合、

付随義務に反した債務不履行責任を問うとするものである552。 

たとえば、クレジット契約において、信用供与契約時に信用情報が登録される旨を目的、

登録機関名、登録情報内容、及び当該情報を参照する可能性がある範囲を提示した上で契

約締結がなされたにもかかわらず、登録機関の加盟外企業や信用管理外目的で第三者に当

該情報を提供した場合等が契約アプローチで想定される代表例である553。本アプローチで

は、データ主体による同意の有無一点が要件となり、不法行為アプローチによる保護で必

要となる（1）私生活性、（2）秘匿性、（3）非公知性の 3 要件は不要となる。また、データ

主体の同意を要件とする契約アプローチでは、当事者間の合意内容や契約の性質によって、

情報の第三者提供行為がプライバシー侵害とされるか否かが決まる。そのため、データ主

体の多様化したプライバシー保護意識に柔軟に対応できるメリットも存在する554 

 米国では、ネットワーク上での消費者プライバシー保護政策に、すでにこの契約アプロ

ーチ（Contractual Approach）が政策の基本的なフレームワークとして採用されている555。

わが国においても企業の Web サイトにプライバシー・ポリシーが提示されるようになる他、

                                                   
551 吉野夏己「民間における個人情報の保護」クレジット研究 No.22（1999）144 頁。 
552 同上。 
553 東京地判昭和 56年 11月 9日判タ 467号 124頁、大阪地判平成 2年 7月 23日判時 1362

号 97 頁。 
554 吉野・前掲注（551）144-146 頁。また、同「基本的個人情報の公開とプライバシー権」

クレジット研究 No.24（2000）142-143 頁。 
555 Gregory Shaffer, Globalization and Social Protection: The Impact of EU and 
International Rules in the Ratcheting Up of U.S. Privacy Standards, 25 YALE 

JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 31 (2000). 
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プライバシーマーク制度も運用される等、契約アプローチ確立への動きが高まっているこ

とは事実である。 

 以上より、契約構成をとることにも一定の実益があると、この見解は主張する。 

 

第二款 信託構成 

また（厳密には契約構成とはいえないかもしれないが）、事業者に情報の管理についての

忠実義務を負わせようとする見解も見られる。 

樋口範雄は、アメリカのルービンスタイン（Ira Rubinstein）の見解を検討し、そこから

日本における医療情報等個別法の立法への示唆を得ようとする。彼によると、ビッグデー

タ時代の情報保護には、以下のような問題点がある556。 

第一に、ビッグデータを活用する企業自体予めどのような情報が得られるかわからない

ケースが多いため、前もって十分な説明をしようにもそれができず、第二に、その結果、

対象となる個人も、意味のある同意はできないことになり、第三に、従来の個人情報保護

法は、まさに個人の情報（あるいは個人を識別できる情報）を対象としていたが、ビッグ

データに基づく情報は、ある意味では最後まで匿名化されており、あるグループについて

のプロファイリングであって、EU 指令や規則案が想定しているような情報ではそもそもな

いこと等である557。 

そこで、新たな視点からの情報保護法制として、何よりも個人の様々な情報を、それぞ

れの個人を中心として収集し、安全に管理する情報基盤が必要となり、さらに、すべての

個人がそれらを管理することは不可能であるから、それら個人に代わって、当該個人の利

益を図る忠実義務を負うような事業者が必要となるとする558。さらに、従来の個人情報保

護法では、個人情報利用の目的が開示されることがまず必要であり、その目的外の利用に

は「同意」という原則が建てられていたが、これはビッグデータ・ビジネスをかえって阻

害する。そのため、ビッグデータ時代には、むしろ個人情報の利用を促進させるために、

個人情報取扱事業者に対しては単なる情報「開示」ではなく、個人もまた利用できるよう

な形での情報提供を義務付けるとともに、ビッグデータによって何らかの利益が生じた場

合には、個人もまたその利益に与ることのできるような方向性を打ち出して、そのような

意味での「同意原則」の強化を図るべきであるとする559。 

 

第三款 批判的検討 

 以上、プライバシーの権利内容にこだわらず、契約構成等を採ることによって事業者に

                                                   
556 樋口範雄「ビッグデータと個人情報保護――医療情報等個別法を論ずる前提として」長

谷部恭男ほか（編）『高橋和之先生古希記念：現代立憲主義の諸相（下）』（有斐閣、2013）

231 頁以下。 
557 同上、243 頁。 
558 同上、245-246 頁。 
559 同上、246 頁。 
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責任を負わせようとする見解を見てきた。ここでは、これらのうち、基本的な契約構成に

対する批判を取り上げる。この観点から批判を行っているのは、財産権説に立つ橋本であ

る。 

契約制度は、契約当事者間にのみその法的拘束力が生じる相対的効力が前提とされ、契

約の効力は相対的で当事者間にしか及ばないというのが、一般的な理解である。故に契約

関係外の第三者による侵害には結局、不法行為構成による解決に拠ることになり、そうで

あるならば、解決の迅速性という利点が縮減することになる。以上から、橋本は、契約ア

プローチも「解決の即時性」という観点からは決定的な解決とはならないとする560。 

また、個人データ流出問題に限定されないが、ネット上での個人データ流出によるプラ

イバシー侵害の問題を消費者問題の一環と考えれば、消費者問題一般において、事業者―

―消費者間の交渉力格差問題は現在でも依然存在する。わが国の企業が掲示するプライバ

シー・ポリシーでは、個人データを提供する、または提供しないことによってユーザが受

ける影響や事業者側で契約違反のデータ取り扱いがなされた場合のユーザの救済について、

どのような権利が保障されるのかという点についての具体的な明示が全くなされていない。 

 ソフトウェアのライセンス契約や保険契約等の例からもわかるように、近年の消費者契

約では各消費者の意向を尊重した個別的な内容の契約を結ぶことは少なく、通常は約款等

による附合契約の形態が採られるのが通常である。事業者は、経営破綻時の収集済み個人

データの取扱方針や、契約違反がなされた場合の具体的な救済措置のような自己に都合の

悪い事項については宣言をためらう傾向にある。そのため、プライバシー・ポリシーのみ

に依拠した事業者主導による契約アプローチでは、企業―消費者間に存在する交渉力格差

は解消されず、①契約違反時に具体的な救済措置が明示されない、②情報プライバシー権

を消費者に放棄させる、あるいは個人データを提供しなければ、インターネット上のサー

ビスを利用できなくなる等のように、ユーザ側に一方的に不利な附合契約をデータ主体が

飲まざるをえなくなることを、橋本は指摘する561。また、たとえユーザがこうした附合契

約を変更させようと事業者と交渉することを決意したとしても、当該交渉には、時間・弁

護士費用等金銭面の「取引費用」が多額に発生するという問題もある562。そのため、当該

交渉は、結局、資金力の面で余裕がある事業者側に有利である、あるいは同じユーザ間で

も金銭的に余裕のあるユーザのプライバシー権は保護され、そうでない者は保護されない

という不公平が生じることとなる563。 

 

第二節 プライバシーの公共的利益化  

 上記の構成と同様に、事業者の責任に目を向けるものの、これを契約や信託に依拠する

                                                   
560 橋本・前掲書注（461）131 頁。 
561 同上、131-132 頁。 
562 同上、132 頁。 
563 平野晋、牧野和夫『［判例］国際インターネット法』（プロスパー企画、1998）135 頁。 
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ことなく、プライバシー権がそもそもそういう権利ないし公共の利益であると再構成する

ことを狙う見解もある。この見解は、プライバシー権と言うものが本質的に個人基底的な

ものであるがゆえに限界を有するのであるとし、「表現の自由」のような社会公共的なもの

としてプライバシーを保護することを主張する。 

 

第一款 プライバシー権の個人基底的性質 

何度も繰り返し言うように、日本においてプライバシーの権利は、1964 年の『宴のあと』

事件東京地裁判決の中で、初めて裁判上認められるに至った。ここで東京地裁が、「私事を

みだりに公開されないという法的保障ないし権利」を、マスコミュニケーションの発達し

た現代社会の下で「個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいても必要不可欠な

もの」として承認したことは、その後多くの裁判所によって受容されていった。この種の

事案におけるプライバシーは、ウォレンとブランダイスが提示した不法行為プライバシー

の典型ともいうべきものである。そこで山本龍彦は、「この点で、日本における初期プライ

バシー論は、1890 年にアメリカで提示された彼等の議論とほぼ同様の個人主義的性格を有

していたと言え」ると評価する564。 

 その後、日本でも、情報化社会の進展を背景に、プライバシーを「自己に関する情報を

コントロールする権利」として捉える見解が有力化してくる。この「自己情報コントロー

ル権」論にも様々なバージョンがあるが、日本のプライバシー論における通説的地位にあ

ると目される「佐藤幸治の所説を前提とするかぎり、その中核に一定の個人主義があるこ

とは否定できない」と指摘する565。そして、佐藤が、プライバシーの権利を「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、

自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利」と定義し、続けて、それが

「人間にとって最も基本的な、愛、友情および信頼の関係にとって不可欠の環境の充足と

言う意味で、まさしく『幸福追求権』の一部を構成するにふさわしいものといえる」と述

べていること566から、山本は、同説はフリードの情報プライバシー論的自己決定論の影響

を強く受けていると推察する567。こうみると、日本のプライバシー論は、世紀を跨ぎ、さ

らに 10 年がすぎようとしている今日においてもなお、1968 年に公にされたフリード説の

強い影響下にあるといえることとなる。 

  

第二款 日本のプライバシー理論の課題 

 では、このような日本の通説的見解が抱える今日的な実践的課題とは何であろうか。山

本によれば、その 1つは、「現代の高度情報化社会が提起する諸問題にうまく対処できない」

                                                   
564 山本龍彦「プライヴァシー：核心はあるのか」長谷部恭男（編）『人権論の再定位 3：人

権の射程』（法律文化社、2010）141-142 頁。 
565 同上、142 頁。 
566 佐藤幸治『憲法〔第三版〕」（青林書院、1995）453-454 頁。 
567 山本・前掲注（564）142 頁。 
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ということであるとし、その理由として以下のものを挙げる。それは、①そもそもの関心

対象のずれがあること、②本来的に保護すべき情報カテゴリーの狭さ、③「侵害」概念の

厳格さ、④救済における焦点の相違、以上の四点である。山本によると、最初の二つは「通

説」に固有のものであり、残りの二つはプライバシーの個人主義的理解に一般的に見られ

る特徴であるという。 

 まず、①「そもそもの関心対象のずれ」について検討する。 

日本の「通説」は、「いわゆるデータ・バンク社会の問題をも視野に入れた包括的定義」

であることを自称する568。しかし、それが主として依拠するフリード説は、ウェスティン

の情報プライバシー論とは異なり、高度情報化社会や、データ・バンク社会の問題を射程

に入れたものではなかった。フリードが重視したのは電子盗聴器など、「取り付け型」装置

の進化や小型化であった569。現にフリードの 1968 年論文には、「コンピュータ」という言

葉や、「データ・バンク」あるいは「データ・ベース」という言葉は一度も出てこない。山

本によれば、フリード説は、「『自己情報コントロール権』というドライで現代的な名称を

与えられながらも、その問題関心を専らウェットで人間的な――愛・友情・信頼の――関

係の選択・形成に向けていた」570のであり、コンピュータによるデータ処理に強い関心を

示すものではなかった。そのため、フリードのいう「コントロール」は、相手と親密な関

係を構築する際には自己の情報を隠すだけでなく敢えて開示することもある、と言う意味

での「コントロール」なのであって、コンピュータ・ネットワークを飛び交う情報を「統

制」するという意味は直接には有していなかったのである571。 

 次に、②「本来的に保護すべき情報カテゴリーの狭さ」について検討する。 

高度情報化社会においては、情報の保存・検索・連結・解析などが技術的・費用的にき

わめて容易となり、氏名・住所・生年月日など、それ自体は単純な個人情報が重要な意味

をもつようになる。しかし、フリード説に依拠する「通説」では、他者との関係性構築に

とって直接的な影響を及ぼす情報のみが「プライバシー固有情報」としてまずは保護され、

上述のような単純な情報は、「プライバシー外延情報」として二次的に、あるいは手段的に

しか保護されない。「正直に言えば、当初は、電話番号帳などもあり、人の氏名・住所・電

話番号などは自己情報コントロール権として保護されなければならないなどとは思っては

いませんでした」という佐藤の最近の発言572も、この時期のプライバシー権論の基本的性

格をよく表していると、山本は指摘する573。 

 そして、③「『侵害』概念の厳格さ」である。 

                                                   
568 佐藤幸治『現代国家と人権』（有斐閣、2008）451 頁、477 頁。 
569 Fried, supra note 211, at 475-476. 
570 山本・前掲注（564）143 頁。 
571 山本・前掲注（564）143 頁（脚注 8）。 
572 佐藤幸治ほか「佐藤幸治 憲法学との対話 討論」法時 82 巻 5 号（2010）55 頁〔佐藤発

言〕。 
573 山本龍彦「プライバシーの権利」ジュリスト 1412 号（2010）82 頁。 
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山本は、アメリカの議論を参照しつつ、以下のように述べる574。たとえば、事実とデー

タを収集することによって行われる「データベイランス（dataveilance）」においては、「デ

ータは人の目に晒されることなく、人格を持たないコンピュータによって処理される」た

め、運用それ自体によっては、特定個人の秘密が暴露されることも、特定個人が強い羞恥

心を感じたり、具体的な不利益を被ることもない575。そもそも自らが実際の監視体対象に

なっているかどうか不明確な場合も多いであろう。その意味で、高度情報化社会の問題は、

特定個人への直接的で個別的な侵害によって生じるのではなく、「無数の、僅かな、おそら

くはそれ自体は無害な行為の集積によって組織的に生じる」のである576。しかし、プライ

バシーを専ら個人的に捉える限り、「侵害」もまた特定個人に対するものを中心に査定され

るため、このような構造上の問題ないしは抽象的な侵害（generalized harm）を権利「侵

害」と捉えることは困難となる577。 

最後に、④「救済における焦点の相違」である。 

高度情報化社会の問題が、情報システムの脆弱な構造やアーキテクチャそれ自体によっ

ても生じ得るとすれば、「プライバシー訴訟における救済は、構造設計的・制度改革的な性

格を帯びる必要」がある578。しかし、プライバシーの権利を個人主義的に捉える限り、救

済の焦点はあくまで特定の精神的苦痛等に当てられることになる。 

このような理由から、日本の「通説」に代表される個人主義的なプライバシー観は、高

度情報化社会の提起する諸問題にうまく対処できないと山本はいうのである。 

 

第三款 構造論的転回――情報システムの重視 

今から 30 年以上も前に登場した情報プライバシー権論が、そのままの形で、現代のあま

りに高度化したデジタル社会に対応できるのか――。 

アメリカでは、1990 年代後半から、こうした疑問が湧出し、プライバシー権論における

第二の転回が起きてきたと言われる。すなわち、議論の重点を、私事の公開や、センシテ

ィブ情報の同意なき開示・利用のような、事後的で個別具体的な（不法）行為（specific wrongs）

ではなく、情報システムや、データベースの構造ないしアーキテクチャそれ自体に置く「構

造的転回」（structural turn）である579。 

たとえば、「転回」を牽引する情報プライバシー学派の一人であるダニエル・J・ソロヴ

（Daniel J. Solove）は以下のような問題を挙げていることを、山本は指摘する580。第一は、

ソロブが「不確実性」、「脆弱性」と呼ぶ問題である。ソロブによれば、高度にネットワー

                                                   
574 山本・前掲注（564）143-144 頁。 
575 DANIEL J. SOLOVE, THE DIGITAL PERSON 43 (NYU Press, 2004). 
576 Neil M. Richards, The Information Privacy Law Project, 94 GEO. L.J. 1097 n.42 

(2006). 
577 Id. at 1091.  
578 山本・前掲注（564）144 頁。 
579 Richards, supra note 576, at 97. 
580 山本・前掲注（564）144 頁（脚注 9）。 
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ク化されたデータベースが抱える構造上の不確実性や脆弱性は、免疫機能の低下のように、

「人びとを弱体化させ、無数の危険にさらし、彼らから力を奪い取る」とされる581。第二

は、萎縮効果の問題である。ソロブによれば、情報主体が知らないままに行われるネット

ワーク上の監視は、言論・結社のような、民主主義にとって重要な活動を含む、憲法上保

護された諸活動に萎縮効果を与えるとされる582。第三は、彼が「力の均衡（power imbalance）」

と呼ぶ問題である。データベースは、これを保有する者とこれを保有される者との間に圧

倒的な力の不均衡を生み出し、両者の構造的バランスに重大な影響を与えるとされる583。 

こうした構造論的転回の背景としては、次の二つがあげられると山本はいう584。 

 一つは、情報の連結可能性・検索可能性・解析可能性等を飛躍的に高め、個人のデジタ

ル・バイオグラフィー又はデータ・ダブル（分身）の作成を可能にした現代の情報技術を

前提にすると、茫洋とした情報システムやデータベースの存在それ自体が、われわれを無

力化し、脆弱化させうるということである。そして、こうした「全体的効果」（systemic effect）

は、言論や結社の自由を含む憲法上保護された諸活動に委縮効果を与え、民主主義にも重

要な影響を与えるとされるのである585。しかし、その一方で、現代人の生活、さらには現

代人のアイデンティティ形成は、情報システムやデータベースに強く依存しており、もは

やそれなくしてはありえない、というのが、構造的転回の第二の背景である。 

山本によれば、このような「転回」の兆しは、日本でも見られる586。例えば社会学者の

阪本俊生は、2009 年の著書の中で、「人びとのプライバシーへの関心は、いまでは個人その

ものとそれをとりまく生活世界よりも、その個人情報が蓄積され、その使用や流通が管理

されているデータベースや情報システムの方にある」とした上で、「プライバシーの保護に

とって重視されるのは、個人の自宅や部屋の壁よりもむしろ、情報システムのファイアー

ウォールであり、暗号システムである」と述べている587。また、棟居も、自己情報コント

ロール権説の限界を指摘しつつ、現代のプライバシー権論においては「全体のシステムの

中身を問題にすべきで、……全体をだれが、どういうふうに管理しているか、そこから先

はどういう透明性の高い、フェアなシステムをとっているのか」、「制度上のセキュリティ

がどこまで図られているのか」といった「構造的デュー・プロセス」が重視されると述べ

ている588。 

  

第四款 残された課題 

                                                   
581 SOLOVE, supra note 575. 
582 Id. at 178. 
583 Id. at 178-179. 
584 山本・前掲注（573）82-83 頁。 
585 DANIEL J. SOLOVE, UNDERSTANDING PRIVACY 178 (HUP, 2008). 
586 山本・前掲注（573）83 頁。 
587 阪本俊生『ポスト・プライバシー』（青弓社、2009）27 頁。 
588 棟居快行ほか「《座談会》プライバシーをめぐる今日的状況とプライバシー理論の現在」

法時 78 巻 4 号（2006）22 頁。 
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 以上述べてきたプライバシー権論には、今後詳細に検討すべき課題が少なくとも二つあ

ると山本は言う。すなわち、技術論的課題と権利論的課題である。 

 

1 「組織法的視点の重要性」 

 第一の技術論的課題は、「情報技術に関する専門知を有しない裁判官が、果たして適切・

有効な構造審査をなしうるのか」という問題にかかわる。仮に、裁判官が審査すべき「構

造」を、情報技術面におけるセキュリティ構造とのみとらえれば、この課題は極めて深刻

なものとなろう。しかし、この「構造」を、目的外利用等に罰則を科すといった法制度上

の工夫や、監視機関の設置といった組織法上の工夫を含むものととらえれば、その審査は

裁判官にもなし得るように思われると山本は言う589。また、高度な技術的・工学的審査は

専門知を具えた監視機関に委ね、裁判官は当該機関の審査をモニタリングするという二次

的な役割を負うにとどまると解することも可能であるため、このような観点から見ても、

監視機関の設置は、裁判所による構造審査の中心的な考慮事項と考えるべきであろうと山

本は主張する590。 

 

2 「社会公共なるもの」としてのプライバシー 

 第二の権利論的課題は、「リスク」の権利化をめぐる理論的問題に関わる。現代のプライ

バシー問題は、現段階では実害が生じていないが、将来取り返しのつかない損害が生じる

かもしれないという環境問題と似ている。情報システムの構築ないしかかる構築の先行行

為として行われる（内部的）情報処理は、情報主体に漠とした不安や懸念を抱かせるが、

それ自体で、情報主体に具体的な損害を与えるわけではない。そうすると、プライバシー

権を本款で検討したような意味に限定してとらえた場合、「それが保護する法益とはそもそ

も何なのか」、「こうした行為を果たして権利侵害と構成することができるか」、「権利侵害

として構成するとしても、それは極々軽微な侵害にとどまるのではないか」といった疑問

が生ずる591。 

このような疑問の解を、山本は、「プライバシー権の社会公共的利益化」に求める。プラ

イバシー権は、その語感からも、これまでもっぱら私的な、個人的な権利ととらえられて

きた感があるが、アメリカでは、リベラル・コミュニタリアン論争を経た 1990 年代前後か

ら、プライバシー権を一人ひとりが好き勝手に行動する自由と解する傾向に厳しい批判が

浴びせられ、むしろその社会公共的価値や公共財的価値が強調されるようになってきてい

る592。 

                                                   
589 山本・前掲注（573）87 頁。 
590 同上。 
591 同上、87-88 頁。 
592 山本は、そのような主張を行うものとして、プライバシー権は、結婚制度など伝統的な

共同体的価値を保護するためのものと説くサンデル（Michael Sandel, Moral Argument 

and Liberal Toleration, 77 CAL. L. REV. 526 (1989)）、共同体の道徳的規範であるシヴィリ
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山本は、「かつてゼカリア・チェイフィーが、表現の自由に個人的なるものを超えた『社

会的利益』を強調することによってその保障を拡張しようと試みたように593」、プライバシ

ーの「社会的・客観的側面に光を当てること」が最も適切な解決法であろうという594。社

会公共的価値が重視される表現の自由の保障場面では、視野が、特定個人から構造や表現

空間全体へと拡張される傾向がある。そのため、プライバシー侵害の場面でも社会的価値

を強調することにより、「侵害」概念の拡張・変容や、救済における焦点の変更などが期待

されるのだ595。 

 もちろん、社会公共的利益の強調は、権利の切り札性を否定することによって、時に権

利制約的に作用することもあろう。しかし、情報技術を駆使した現代的管理技術・監視技

術の「柔らかさ」を踏まえれば、むしろ「侵害」概念を拡張し、プライバシー権を実質化

する方向に作用することが多いだろうと、山本は主張する596。 

 

3 その他の手法 

 また、山本は、先述の権利論的課題に応対する第二のアプローチとして、「予防的ルール」

（prophylactic rule）としての権利論597の参照も考えられるという598。このような予防的

ルールとしての権利論からすれば、核心的・本質的価値と原理的に結びついた権利のみが

「権利」であって、予防的・政策的性格を有するものは「権利」ではないとする「権利本

質主義」（rights essentialism）は議論の余地があることとなる。そして、こう考える限り、

本款で検討したプライバシー権論が想定するドライな自己情報コントロール権が、予防的

でリスク・コントロール的な性格を有するがゆえに、その「権利」性を否定されることは

ないといえることになるという599。 

そして、（これは必ずしも山本が言及するものではないが）具体的対応策として、プライ

バシー・バイ・デザインという考え方600や、「プライバシー影響評価」（PIA: Privacy Impact 

                                                                                                                                                     

ティ・ルールを維持するためのものと説くポスト（Robert C. Post, The Social Foundations 

of Privacy, 77 CAL. L. REV. 957 (1989)）、政治的討議空間を構成し、そこにおける市民参

加を可能にするための前提条件を説くコーエン（Julie E. Cohen, Examined Lives, 52 

STAN. L. REV.1373 (2000)）やシュワルツ（Paul M. Schwartz, Privacy and Democracy in 

Cyberspace, 52 VAND. L. REV. 1609 (1999)）、国家による全体主義的干渉に抗するためのも

のと説くルーベンフェルド（Jed Rubenfeld, The Right of Privacy, HARV. L. REV. 737 

(1989), do., The End of Privacy, STAN. L. REV. 101,126-27 (2008)）の名を挙げる。 
593 CHAFEE ZECHARIA, JR., FREEDOM OF SPEECH 37 (Harcourt, 1920). 
594 山本・前掲注（564）144 頁。 
595 同上、144 頁（脚注 10）。 
596 山本・前掲注（573）88 頁。 
597 詳しくは、山本龍彦「違憲審査理論と権利論」大沢秀介、小山剛（編著）『東アジアに

おけるアメリカ憲法』（慶應義塾大学出版会、2006）399 頁以下。 
598 山本・前掲注（573）89 頁。 
599 山本・前掲注（573）89 頁。 
600 アン・カブキアン（著）、堀部政男、日本情報社会推進協会（編）『プライバシー・バイ・

デザイン』（日経 BP 社、2012）。 
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Assessment）601と言う手法を突き詰めていくことも重要だろう。前者の手法は、プライバ

シー保護を目的として利用される技術及び対策を、システム設計及びその構築段階から検

討・実装し、ライフサイクル全般において体系的かつ継続的に取り組む仕組みである。ま

た、後者の手法は、行政情報システムにおける個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人

のプライバシーを保護するために最適な方策を講じるために実施するための評価手法とし

て考案されたものである。このように、プライバシーの概念論から一定程度距離をおき、

技術的側面から本問題にアプローチすることもまた、求められていることであろう。 

 

第三節 民法学における「被侵害利益の公共化」の議論 

 以上のような山本龍彦の問題意識と必ずしも呼応するものではないが、コミュニタリア

ン的発想に依拠すると言う点で通ずるものがあるものとして、民法学における「被侵害利

益の公共化」を論ずる吉田克己の検討がある602。この見解は、「プライバシー」と言う争点

とはさしあたり離れたレベルの議論を行っているといえるが、しかし、「まちづくり」とい

う観点からは密接に関連した議論を行っていると言える。そこで、山本龍彦の見解を民法

のレベルに受容する際に手がかりを提供する可能性もあるため、ここではこの見解を検討

することにしたい。 

 

第一款 被侵害利益の公共化 

1 現代不法行為法が直面する問題 

吉田は、現代不法行為法が直面する問題として、第一に法益侵害の大量化・事故化を、

第二に被侵害利益の変容をあげる603。 

この点、後者については、古典的な人身侵害や物の所有権侵害に加えて、現代社会にお

いては、次の二つの方向で被侵害利益の拡大・変容が見出されるという。 

 ひとつは、被侵害利益の主観化であり、これを端的にあらわすのはセクシュアル・ハラ

スメントである604。もうひとつは、被侵害利益の公共化であり、国立景観訴訟などがその

典型的な例を提供しているという605。 

このうち、特に後者の「被侵害利益の公共化」について吉田は着目し、そこで問題とな

った地域景観の擁護について、この利益は、単に個人の私的利益に還元されるものではな

                                                   
601 この手法を積極的に評価しているものとして、例えば、新保史生「ネットワーク社会に

おける個人情報・プライバシー保護のあり方」IEICE Fundamentals Review 6 巻 3 号（2012）

199 頁以下等。 
602 吉田克己「現代不法行為法学の課題――被侵害利益の公共化をめぐって」法の科学 35

号（2005）143 頁。この点に関する吉田の論考は多岐に渡るが、「被侵害利益の公共化」と

いう観点から問題を整理した初期のものとして、ここでは上記の論考に依拠して彼の見解

を紹介する。 
603 同上。 
604 同上。 
605 同上、144 頁。 
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いことを指摘する。そして、そのような法益侵害に対して、民法ないし民事訴訟法はどの

ように対処することができるのか、もっぱら個人的権利あるいは個人的利益を対象にして

きた伝統的実定法学のパラダイムにとって、解決が難しい問題であると問題提起をする606。 

 

2 「外郭秩序」と被侵害利益の公共的性格 

この問題を解決するために、吉田は、以下のような広中俊雄の見解に手がかりを求める607。 

市民社会の法秩序の構造分析を行った広中俊雄によれば、市民社会には、個別主体への

財貨の帰属とその意思に基づく財貨の移転を支える仕組みである「財貨秩序」と、生命、

身体、自由、名誉その他の人格的利益を侵害されないことのなかに観念される「人格秩序」

とが存在する。さらに、財貨獲得をめぐる競争を確保する「競争秩序」が財貨秩序の「外

郭秩序」として、人間が生活を営む場としての環境確保にかかわる「生活利益秩序」が人

格秩序の「外郭秩序」として、成立している。被侵害利益の公共化という現象は、この「外

郭秩序」において生じていることにまず注意が必要である。 

それでは、なにゆえに外郭秩序において被侵害利益の公共化という現象が生じるのか。

外郭秩序は、市民社会の個々の構成員に個別に利益を割り当てている。しかし、それだけ

ではない。外郭秩序はまた、「不特定多数の市民さらには市民の総体にも全体で享受すべき

利益」を割り当てている。たとえば競争秩序は、「市場における市民の安全や公正な競争の

維持」を確保するが、この利益は、個々の経済主体によって享受されると同時に、市民の

総体に均霑する。また、生活利益秩序が確保する良好な生活環境についても、個々の市民

がその利益を享受すると同時に、不特定多数の市民もまたその利益を享受するという状況

が生じているのである。 

 このようにして、外郭秩序は、市民総体の利害にかかわる公共的空間を形成することを、

吉田は重視する608。外郭秩序において被侵害利益が公共的性格を帯びるのは、このような

外郭秩序の公共的性格に規定されている。 

 ここで利益の公共的性格を語る場合に、吉田は、それを、国家を主体として上から押し

つけられる括弧付きの「公共性」として理解してはならないと注意を促す609。吉田による

と、それは、「市民社会を基礎に下から立ち上がる公共性」として、すなわち「市民的公共

性」と性格づけるべきものなのである。 

  

3 被侵害利益の公共化と損害賠償 

 それでは、外郭秩序違反がある場合に、民法はどのようにして利益享受を妨げられた個

人を救済することができるのか。この場合に個人にとって可能な第一の法的手段は、不法

                                                   
606 同上。 
607 広中俊雄『民法綱要第 1 巻総論（上）』（創文社、1989）3 頁以下。 
608 吉田・前掲注（602）145 頁。 
609 同上。 
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行為に基づく損害賠償請求である。しかし、既存の実定法の枠組みでは、この追及は容易

なことではない。吉田によると、競争秩序の問題においてその困難性を示したのは、石油

カルテルに関する下記の鶴岡灯油裁判であった。 

 鶴岡灯油最高裁判決（1989 年 12 月 8 日判決民集 43 巻 11 号 1259 頁）は、カルテル行

為による損害賠償を請求した市民の請求を棄却した。判旨によれば、消費者が石油元売り

に損害賠償を求めるためには、現実購入価格よりも想定購入価格（当該価格協定が実施さ

れなかったとすれば形成されていたであろう小売価格）が安いといえることを消費者が主

張・立証しなければならない。そして、事案においてはこの立証がないとして、消費者を

敗訴させたのである。これは要するに、「損害の立証がない」ということである。 

 この判旨に対しては、「消費者に不可能を強いる」という学説の批判が強いことを指摘し

ながら、しかし吉田は、原則論をいえば、損害の立証が困難である以上、提訴自体が無理

だともいえると指摘する610。ただしこれは「通常の訴訟であれば」の話であって、「本件に

おいては、にもかかわらず、学説の批判が正当」だと吉田は言う611。それはなぜなのか。

このような裁判で原告が求めているのは、直接的には損害賠償であったとしても、本当の

目的とするのは、「損害賠償を通じた価格カルテルという競争秩序違反行為の是正という公

共的利益の実現でもある」と言う事情がその背景にあるのではないかと、吉田は考える612。

つまり、被侵害利益が公共的性格を持ち、それを反映して原告の行動も公共的性格を帯び

ていることが、「損害立証の緩和の要請を基礎づけているのではないか」というのである613。 

 

4 被侵害利益の公共化と差止  

損害賠償による秩序違反行為の抑止は、しかしながら、被侵害利益の公共への対応とし

て十分に適合的なものとは言い難いと吉田は言う614。なぜなら、損害賠償は、外郭秩序の

領域における違反行為の二面性のうち、個人の利益侵害にまず持って着目した救済である

が、当然のことながら賠償されたものは個人に私的に帰属することになってしまう。その

意味で、それは「効果の点で公共的性格を失う」のである。そこで吉田は、「被侵害利益の

公共化をより直裁に反映する救済手段は、当該行為の差止である」とする615。そして、「被

侵害利益の公共化への対応は、ここでは狭義の不法行為制度を離れる」という616。 

 この観点から吉田が注目するのは、国立景観訴訟に関するいわゆる宮岡判決（東京地判

2002 年 12 月 18 日判時 1829 号 36 頁）である。この判決は、景観利益侵害を理由として、

完成したマンションの高さ 20 メートルを超える部分の撤去を命じた。判旨は、「住民の土

                                                   
610 同上、146 頁。 
611 同上。 
612 同上。 
613 同上。 
614 同上。 
615 同上、146-147 頁。 
616 同上、147 頁。 
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地利用に関する相互拘束によって土地所有権から派生する『景観利益』が形成されたこと」

を認める。完成建物の撤去は、この「景観利益」侵害を根拠とする不法行為の効果として

命じられたものであった。 

 しかし、「土地所有権」を媒介とするこの論理には、「景観の人格的利益の側面を切り落

としているのではないか」、「景観の公共的性格を切り落としてもっぱら私的利益に換言し

ているのではないか」、という問題点を指摘しうる。吉田によると、宮岡判決は、既存の法

理との接合を図りつつ画期的な結論を導いたが、公私峻別の発想に立つ既存の法理の枠内

で解決を図ったというその点において、限界を抱え込むことになったのである617。 

そこで、宮岡判決の問題意識を受け止めつつ、公私峻別論を乗り越えた新たな法理の開

拓が要請されるとして、以下のような方向性を提示する618。 

 吉田の提示する新たな法理の方向は、①秩序違反行為に対する「帰責要件を必要としな

い」差止、②秩序違反行為の結果（建物建築）が実現している場合には、「帰責要件を場合

によって伴った」その除去という 2 点に集約できる。 

①の方向性は、競争秩序においては競業者の営業上の利益侵害があるケースについて立

法上すでに承認されている（不正競争防止法 4 条）。②は、不法行為の効果として宮岡判決

が認めたものであるが、ここでの除去は、侵害された法益の回復ではなく、法益侵害の原

因除去であるから、①の差止に連なるものである。その根拠としては、吉田によると、土

地所有権ではなく、生活利益秩序（国立ケースではこれを住民自身が形成している）侵害

を前面に出すことが望ましいという。 

  

 このような吉田の方向性と、前述の山本龍彦の問題意識を接合することは可能だろうか。

この点の示唆を得るために、以下では、吉田の理論に対する批判を検討する。 

 

第二款 「被侵害利益の公共化」構想に対する批判的検討 

以上のような「被侵害利益の公共化」ないし権利ではない「秩序」を構想する見解に対

し、権理論を擁護する立場から批判を行うのが、山本敬三である619。 

山本はまず、「『権利』論の限界に対して、『権利』による保護とは別に――あるいはそれ

もふくめて――『秩序』による保護を認める場合、どうしても問題とならざるを得ないの

が、そこでいう『秩序』がなぜ認められ、どのようにして基礎づけられるか」であると問

                                                   
617 同上。 
618 同上。 
619 山本敬三「基本権の保護と不法行為法の役割」民法研究 5 号（2008）77 頁以下。その

他にも、例えば環境訴訟ないし差止に限定して吉田の見解を批判するものとして、水野謙

「『環境』をめぐる法的諸相――市場の論理・共同体の利益・個人の自律」北大法学論集 56

巻 4 号（2005）1769 頁以下、大塚直「環境訴訟と差止の法理――差止に関する環境共同利

用権説・集団利益訴訟論・環境秩序説をめぐって――」能見善久、瀬川信久、佐藤岩昭、

森田修（編）『民法学における法と政策』（有斐閣、2007）703 頁以下等。 
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題提起する620。 

 山本によると、吉田が依拠する「広中は、『市民社会に成立する諸秩序』にしても、それ

を基礎とした法体系論にしても、『認識』の結果ないしは『認識』のための理論枠組みとし

て位置づけているため、競争秩序と生活利益秩序について、その規範的な正当化ないしは

構成原理を積極的に提示することはしていない」621。 

 しかし、このままでは、「支配権的な『権利』が認められないところで、個人は『秩序』

によっていかなる理由からどのようなあつかいを受けることになるか分からず、不安定な

いし危険な状態に晒される可能性が残る」こととなってしまう622。 

 かりに「権利」による保護とは別に――あるいはそれもふくめて――「秩序」による保

護を認めるとするならば、そうした「秩序」はどのような考え方によって基礎づけられる

か。 

この点、吉田は、「市民的公共性の民主主義モデル」によって、「権利」と対比される「秩

序」を「民主的なプロセス」としてとらえるところに特徴がある。しかし山本は、そのよ

うな「秩序」を基礎づける「構成原理がどのようなものか」、必ずしも定かではないという

623。ここでもし、「共同体が形成する規範を重視する」と言うのであれば624、「権利」保護

と区別される「秩序」保護の領域では、「実体的な共同体秩序の目的にしたがった規制が広

く認められることになる」625。そうすると、このような考え方は、「個人の権利を保障する

ことに他の社会的な目標の実現に優先する価値を認める立場」とは異なると言わざるを得

ず、問題がある626。 

 山本によると、むしろ国家による強制的な秩序づけに対して警戒感をもち、個人の権利

や自由をできるかぎり尊重するという基本姿勢をとるといえる吉田が、なぜことさら「秩

序」というものを持ち出すのか、疑問を禁じえないのである。 

 ただ、このように批判を展開する山本も、ことプライバシーの問題については、既述の

ように、社会の利益との衡量を否定するわけではないことには留意すべきである。 

 

第四節 本章のまとめ 

以上、本章では、プライバシー侵害の問題を契約責任の問題であるとするアプローチと、

プライバシーを「表現の自由」のような社会公共的利益と構想する見解を検討した。 

 前章の情報プライバシーの財産権説の問題意識をも考え合わせると、これらの見解が事

業者の責任や情報システムの堅牢さという観点から問題にアプローチするのは正当であろ

                                                   
620 山本・前掲注（619）106 頁。 
621 同上、107 頁。 
622 同上。 
623 同上、111 頁。 
624 同上。 
625 同上、110 頁。 
626 同上。 
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う。不法行為構成と比べた場合、前者はとくに主張立証内容の簡便性という点で優れ、後

者は必ずしも個人に帰属しない利益や、損害が軽微であった場合にも場合によってはプラ

イバシー侵害を主張しうる点で優れている。しかし一方で、それぞれについてその課題を

指摘することもたやすい。 

まず、両者に共通することは、事業者やシステムに求められる責任や安全性などの具体

的内容はなお空白であるといえる点である。 

次に、とくに前者の課題としては、結局のところこの見解は情報主体と契約関係にある

事業者を主たる対象としているため、情報が激しく流通しうる現代社会においては対処に

限界があるということである。 

そして、とくに後者の課題としては、プライバシーの社会公共的利益化について、これ

を民法の議論に吸収するには、いくつかの問題があるということである。第一に、プライ

バシーの社会公共的利益を、私法上においてどのように構成するか、という点である。ま

た第二は、構成は構成として、それをいかなる根拠でもって理論付けするのか、という点

である。 

第一の問題について、本稿で論じた限りでいうと、プライバシーを完全に公共化させる

方向性、個人の権益の保護と公共的利益の保護の二段構えをとる方向性、公共的な利益も

あえて権利に一元化して救済することを狙う方向性がありうると評価できる。これらの方

向性のいずれを採用し、いかなる形で構成するかは残された課題であろう。 

また、第二の問題について、上記のようなプライバシーの利益の公共化をいかなる根拠

で肯定するか。 

この点、山本（龍）は、プライバシーの社会公共的利益化を論ずる際、アメリカのコミ

ュニタリアンの見解に依拠することを提案したのであった。また、民法学において被侵害

利益の公共化を論ずる吉田も、基本的にはコミュニタリアン的発想に立っていると言える。 

このような見解に対し、山本（敬）は、共同体が形成する規範を重視すると言うのであ

れば、「権利」保護と区別される「秩序」保護の領域では、実体的な共同体秩序の目的にし

たがった規制が広く認められることになると警戒感をあらわにする。 

 無論、山本（龍）もその点に気づいていないわけではない。しかしそれ以上に、プライ

バシーを公共的利益として考えることに大きな利点があると考えているのである。 

 山本（龍）の問題意識を民法レベルに移行して、かりに吉田のように考えれば、今日的

なプライバシー侵害について、現状では個人の権利の侵害とはいえないものであっても、

その賠償なり差止なりを勝ち取ることができるかもしれない。この点、本稿の問題関心か

らすると、彼らの議論において、コミュニティという観点が前面に出てきていることは積

極的評価に値する点である。しかし、山本（龍）はなお「まちづくり」という観点は重視

しておらず、そのゆえに彼の想定する公共的な「情報システム」が一体どのような主体の

管理するどのような情報の蓄積されるシステムなのか、具体性にかけるきらいがある。ま

た、地域住民による「まちづくり」の方向性を積極的に打ち出す吉田も、あくまでそれは
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景観利益についてであって、プライバシーにおいては多くを語っていない点には留意すべ

きだろう。 

 

第三章 脱アトム的個人主義の試み 

前述のように山本龍彦は、プライバシーの権利を専ら個人主義的観点から捉える今日の

支配的解釈に含まれる実践的課題に触れたうえ、プライバシー解釈における「他者」、すな

わち、近代個人主義の下で忘却されてきた、あるいは忘却されがちな、その社会的な文脈

を救済することを主張する。そして、プライバシーを単なる個人の権利ではなく例えば「表

現の自由」のような「社会公共的なもの」ととらえることによって、今日的な課題に対応

することができるのではないかとする。 

このような彼の問題意識に必ずしも呼応するものではないが、プライバシーについて脱

アトム的個人主義の観点から再構築しようとする動きが近時みられる。ここではこれらの

見解について検討することで、示唆を得ることを目的とする。 

 この見解には、少なくとも管見の限りでは、二つの方向性がある627。一つ目は、マクロ

の視点から、国家に対するプライバシーと社会に対するプライバシーという二つのプライ

バシーを析出し、それらに別個の機能を見出すものである。またもう一つは、ミクロの視

点から、個々人の多様な人間関係におけるやりとりに社会的要素があることを認め、その

社会関係を維持するために一定の制約をうけなければならないことを前提に、プライバシ

ーの保護について論ずるものである。 

 

第一節 対国家、対社会のプライバシーを分けた上で、脱アトム的個人主義の方向性を検

討するもの 

 このような検討を行うものとして、浅野有紀の見解があげられる628。浅野は、アメリカ

の（コミュニタリアンの見解として山本にも言及されている）ロバート・C・ポスト（Robert 

C. Post）とサンデルのプライバシーに関する議論を比較検討することで、プライバシーの

対象別の機能を明らかにする。 

 

第一款 ポストとサンデルの議論の比較 

1 ポストの見解 

1989 年に書かれた論文において、ポストは、プライバシーの権利を、個人の主観的利益

や内的な感情・人格を外部社会からの攻撃から守るものとする考え方に対して反対を唱え、

これを、「人々に一定のマナーで行動することを義務付ける社会的行為規範」であると論じ

                                                   
627 そのほかに、千葉邦史「日本国憲法における個人主義とプライバシー」法律時報 84 巻 3

号（2011）106 頁等も、プライバシーと個人主義の関係について取り扱っている。 
628 浅野有紀「プライヴァシーの権利における公法と私法の区分の意義」初宿正典ほか（編）

『国民主権と法の支配（下巻）』（成文堂、2008）179 頁以下。 
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ている629。プライバシーの権利を個人的な利益の保護と考える立場は、個人とその外部社

会としての共同体の対立関係を前提とするが、ポストによれば、プライバシーの権利はそ

の内容において、「個人と共同体の両者を構成するシヴィリティのルールの維持」であり、

「個人と社会生活の対立に基礎をおくのではなく、むしろその相互依存に基礎を置く」も

のである630。 

 浅野は、ポストの提示するプライバシーの権利を、「現実の損害とはかかわらず、社会的

な行為のマナーに相手が従うことを要求するものであり、従来の個人の主観的保護範囲と

しての権利の理解とは全く異なったものである」と評価する631。プライバシーの権利はこ

こでは、一般的に権利のコロラリーと考えられている自由の観念とは切り離されている。

個人の人格が他者との共同によってのみ形成され、意味づけられるという認識は、プライ

バシーを他者との愛、友情、信頼関係の形成の条件として捉えたフリードの理解をよりつ

きつめたものであるといえる。 

現代社会においては、特に都市部においては、伝統的な共同体の紐帯は失われてしまっ

ている。それにもかかわらず、人間は集団的協働においてしか生きることができず、した

がって意識的に人為的な共同体の形成の努力を不断に続けていかなければならない宿命を

負っている。このような努力における個人主義的な権利観の限界というものを考えるとき、

「共同体を継続的に形成・維持するための社会的コミュニケーションのルールそのもの」

としてのプライバシーの権利の理解を、浅野は積極的に評価する632。 

 しかしながら、ウォレンとブランダイスのいう「一人でほうっておいてもらう権利」と

比べた場合、またフリードの「情報コントロール権」と比べた場合の、このシヴィリティ・

ルールとしてのプライバシーの権利の脆弱さと相対性もまた顕著である。権利が個人の主

観的自由と切り離され、むしろ相手方の義務遵守違反を要求するものとなり、完全に外部

化・社会化されてしまった場合には、「社会の支配的道徳や国家政策が恣意に流れる場合に

どのように個人はこれに抵抗することができるのであろうか」と浅野は危惧するのである

633。 

 

2 サンデルの見解 

 ポストによって示されたプライバシー権論の到達点の意義を認識しつつ、浅野は、この

権利の現況認識に関するポストの理解とは対立すると思われる主張を展開するサンデルに

ついて検討を加える。 

 サンデルは、プライバシーの権利が本来は共同体の共通善としての道徳を前提にしたも

のであったにもかかわらず、今日においては個人主義的リベラリズムの影響の下、個人の

                                                   
629 Post, supra note 592, at 957. 
630 Id. at 959. 
631 浅野・前掲注（628）192 頁。 
632 同上、192-193 頁。 
633 同上、193 頁。 
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自律を尊重する自己決定権の保護として理解されるようになったと論じ、道徳と法との不

可分性の観点から今日的状況を批判する634。 

サンデルは、プライバシーの権利によって守られる対象が、当初は道徳的に価値あるも

のと評価される私的な関係の神聖さであったのが、次第に、個人の自律的決定の自由に変

化し、その自由に対する干渉を避けるために、自己決定の内容に対する社会的評価を問う

べきではないと主張されるようになったことを指摘し、その理由として、個人主義的リベ

ラリズムとそれを支える国家の道徳的中立性の思想の普及を挙げている。 

 しかしながら、サンデルは、このような国家の中立性に基づく、正義と善の分離、即ち

法と道徳の分離の不可能性と不適切性を指摘する。第一に、国家は道徳的に中立ではあり

えない。また、中立性を保つ方法についても論争がありうる。 

 以上のようにサンデルは、プライバシーの権利が共同体の道徳を保護するものから、個

人主義的な自己決定権を保護するものに変わったと論じている。このような現状認識は、

現代におけるプライバシーの意義の社会的規範を強調するポストの立場とは対立するもの

であると、浅野は指摘する635。 

 

3 両見解の相違とその原因 

 しかし、この両者の立場には共通点も存在することを浅野は見逃さない。サンデルもポ

ストも、プライバシーの権利が社会道徳と本質的に関連すべきものであることを認めてい

るからである。ただ、サンデルは、それにもかかわらず個人をその社会的ポジションから

切り離して捉えるリベラリズムの影響の下で、今日ではプライバシーの権利と社会道徳と

の関係が不適切に切り離されて論じられていることを批判しているのである。しかしなが

ら、「サンデルのように、権利は一定の社会道徳に支えられるべきだと主張するときには、

中絶や同性愛を犯罪とする法、あるいは場合によっては避妊具の販売を禁じる法に対して、

個人の自由の側から抵抗する根拠が薄弱になることは否めないものと思われる」と、浅野

は留保する636。 

 そこで、浅野は、「なぜ両者ではこのような現状認識の違いが生じているのか」、また両

者における共通点として、「権利の本質的社会性や相対性を認めるとしても、そこでどのよ

うにして個人の自由を擁護していくことができるのか」、という二つの問題を検討していく。 

浅野は、ポストが明示的に述べてはいないことを留保しつつも、プライバシーの権利の

今日的実態についてのポストとサンデルにおける現状認識が異なっているにもかかわらず、

ポストがそれを特に問題として論じていないのは、「両者が想定しているプライバシーの権

利の妥当領域が異なっているせいではないだろうか」と仮定する637。すなわち、ポストは

                                                   
634 Sandel, supra note 592, at 526. 
635 浅野・前掲注（628）198 頁。 
636 同上、198-199 頁。 
637 同上、204 頁。 
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プライバシーの権利の社会性を、主に隣人やマスコミなどの私人間における不法行為の文

脈で論じているのに対して、サンデルは中絶や避妊具使用の刑法的禁止という国家と個人

の文脈で論じているのである。このように考えれば、ポストの主張を整合的に理解するこ

とが可能となる。 

浅野はこのようにして、プライバシーの権利の内実は、確かに私人間では社会行為規範

として理解されるべきであるが、国家と個人の間では自己決定権をその内実とするものと

して、より個人主義的に理解されるべきであると、あるいはされてもよいとポストが主張

していると考える。そして、国家との関係においては、プライバシーの権利をその個人主

義的道徳の含蓄に忠実に、時には既存の実定道徳や社会的多数者の行為のマナーに抗って

でも自己の生き方を実現するための強固な権利として主張できることが、国家の恣意的な

危険を免れる方途だと認めていると考えるのである。 

このようにプライバシーの権利は不法行為法上と憲法上とでは異なる意義を有するとす

る理論を主張するとすれば、確かにこの権利を統一的に理解しようとする試みからは遠ざ

かってしまうことになる。しかしその反面、このようなプライバシー権論は、対国家と対

社会というわれわれの存在のありようの変化に伴って現れる、法の多元的な態様を説明す

るのに適したものとなると、浅野は言う638。 

 

第二款 「対国家のプライバシー」と「対社会のプライバシー」 

 さらに、この解釈は、「プライバシーの権利の重要性が社会道徳の維持や国家政策の遂行

という、法に帰せられ得る他の目的との関係で際限なく相対化されてしまうのではないか」

という懸念に対して、一定の歯止めをかけることができると、浅野はいう639。 

 憲法上のプライバシーの権利と不法行為法上のプライバシーの権利を区別して論じるこ

とは、公法と私法の区別を論じることにつながる。すなわち、個人の私生活における自由

は一定の範囲で権利として保護されるべきであるが、それが国家に対して主張される場合

と、他の私人に対して主張される場合とでは具体的な内容を異にするという意味で、公法

上のプライバシー権と私法上のそれとが区別されるのである。 

そうすると、一方で国家に対するプライバシーの権利は、「私生活の重要な側面に関する

自己決定権」として理解され、その領域に対する国家の介入は厳しく制限されることにな

る640。また他方で、私人相互の社会関係においては、そこにおける社会的協働を促進する

ために、より柔軟な、「社会的行為規範の側面を備えたプライバシーの権利」を考えること

ができる641。 

 

                                                   
638 同上、204-205 頁。 
639 同上、205 頁。 
640 同上。 
641 同上。 
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1 国家に対するプライバシー 

 そこで浅野は、国家に対するプライバシー権を、「一定の個人的領域におけるその内容に

関わらない自己決定の自由」と構成する642。 

ここで注意しておきたいのは、この権利と、フリードによって唱えられたような「自己

に関する情報のコントロールとしての権利」としてのプライバシーの権利との関係である。 

浅野はまず、情報コントロール権を、「情報に関する自己決定権」として理解する643。 

この情報コントロール権が唱えられた文脈は、国家による盗聴や撮影などの技術的手段

による監視の強化の傾向に対抗するということであったが、それに加えた独特の意義は、

これが単に個人が自己の情報を他人から秘匿できるだけではなく、他人との関係如何によ

っては自己の情報をあえて開示することにより、そのような関係の形成や維持に影響を及

ぼすことができるという点にあった。この権利は、主張するだけではなくて放棄すること

もできる点に特徴がある。 

だが、このような「情報の質と量をコントロールすることにより愛情・友情・信頼関係

を築く権利」という考え方は、「国家との関係に関していわれるときには若干の違和感を禁

じ得ない」と浅野は言う644。なぜなら、人は親しい間柄において自己の秘密や信条をうち

あけたいと思うであろうが、国家に対してこれとまったく同様の感情を抱くことはないか

らである。そこで、これを自己決定権と解する場合に、同意によるその放棄の可能性を文

字通りに捉えるべきではなく、その意味でウォレンとブランダイス流の古典的・画一的な

保護領域としての権利のエッセンスを、この自己決定権の中に残しておくべきではないか

と浅野は考える645。 

 

2 社会に対するプライバシー 

 そして情報コントロール権説の言う「コントロール」の積極的な意義を、浅野はむしろ、

社会関係におけるプライバシーにおいて認める。しかし、フリードの論じるコントロール

権は、相手方との関係が、情報開示者である権利者の側からのみ一方的に見られていると

いう点において、「なお社会的な柔軟性と有意性が不十分である」と浅野は考える646。ここ

では、権利者が相手に自己情報を与えるか否かが決定できるとされるのみで、相手の方か

らどのようなアクセスが可能であるかについては不明だからである。 

この点、情報化された社会においては、相手が自ら情報を開示するまで待つのみではな

く、必要に応じて情報を獲得し、使用できることが自由な活動を保障するために必要とな

る。自己情報のみではなく、より広い範囲で「社会に存在する情報をコントロールする」

権利を実現するためには、このような、情報へのアクセスと利用に際して許容される方法

                                                   
642 同上、206 頁。 
643 同上。 
644 同上。 
645 同上。 
646 同上、206-207 頁。 
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が定まっていなければならない。すなわち、情報コントロール権を、「自己情報を開示する

自由とともに、相手方の情報を獲得し利用する自由をも含むものとして情報の保持者と利

用者との間で双方化すること」が必要だというのである647。ポストの論じるコミュニケー

ションにおけるシヴィリティ・ルールとしてのプライバシー権を、「相互の情報獲得と利用

に関する行為規範」と考えれば、これが、その必要とされる双方化された「情報コントロ

ール権」の内実を示すものであるということができると浅野はいうのである648。 

 

第三款 小括 

 結論として、浅野は、プライバシーの権利を、国家に対しては「私的領域における行動

や思想や情報の開示に関する放棄できない自己決定の自由」を意味し、また国家と区別さ

れる社会に対しては「情報の相互の獲得と利用に関する行為規範の遵守を要求できること」

を意味するものとして理解する。このことによって、有益な社会協働を阻害することにつ

ながりかねない権利の個人主義的、硬直的な理解を避けることができると同時に、国家の

恣意に対しては明確な抵抗の基礎を個人に提供することができ、さらに全般的な社会的礼

節ではなく、現代情報化社会の実情に応じた「情報の獲得と利用に関する」社会的行為基

準の維持と継続的な改善を図ることができるというのである。 

 

第二節 人間関係という観点からプライバシーの脱アトム的個人主義化について論ずるも

の 

 以上のような浅野のマクロな検討とは多少異なる、よりミクロな、細やかな人間関係の

網の目を重視するような観点からこの問題を論ずるものとして、ここでは、石川健治のも

のと、水野謙のものを検討する649。この点、彼らはともに、棟居の見解（「自己イメージコ

ントロール権」としてのプライバシー）を積極的に評価しつつ、その課題を明らかにする

ことを目論んだものであると評価できる。 

 

第一款 石川健治の見解 

 石川は、イェリネックと尾高朝雄について検討することを通じて、「私」性をこれまでの

憲法学がどのように定位してきたのかを反省することを通じて、その陰画像として憲法学

における「公共性」を浮き彫りにすることを狙った論考において、プライバシーについて

も論じている650。 

                                                   
647 同上、207 頁。 
648 同上。 
649 また、少し観点が異なるが、名誉やプライバシーを「自己像の同一性に対する権利」と

して統一的に把握しようとする試みとして、曽我部真裕「『自己像の同一性に対する権利』

について」法学論叢 167 巻 6 号（2010）1 頁以下。 

650 石川健治「イン・エゴイストス」長谷部恭男、金泰昌（編）『公共哲学 12 法律から考

える公共性』（東京大学出版会、2004）181 頁以下。 
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1 従来の学説への批判 

 石川は、従来の学説を以下のように略述し、これに批判を加える。 

元来、プライバシーは、〈私〉人間の社会関係における、不法行為法上の保護法益であり、

ひとりで放っておいてもらう権利として観念されてきた。その後、国家と〈私〉人との関

係においても、〈公共〉的関心の対象とならない、あるいはなるべきでない〈私〉の領域を

法的に保護するために、プライバシー権が主張されるようになる。 

 そうしたプライバシー権を構成したのは、「人工妊娠中絶のような私的な自己決定の自由」

と、「ひとに知られたくない私事の保護」であると、石川は整理する651。日本では、前者は、

自己決定権という別個のコンセプトとして括りだされてしまう一方、残された私事の保護

は、「情報」コンセプトによって再編成され、より積極的に個人情報コントロール権として

の情報プライバシー権として観念されてきた。国家との関係で〈私〉事の領域を保護する

ためには、国家が関心をもってしまった結果として収集された個人情報を、放置しておく

わけにはゆかないからである。 

 しかし、たとえば差別や偏見を発生させる個人情報にみられるように、「他者のまなざし

から隠蔽しておきたいプライバシー」は、他者と隔離された領域において発生するのでは

なく、他者との関係性のゆえに生ずるものであることに、石川は注意を向ける652。また他

方で、他者のまなざしを意識せざるをえない〈私〉は、〈私〉人の間でも、それぞれ社会関

係に応じた演技を余儀なくされ、自己イメージを造形してゆかなくてはならない。かくし

て、「〈公共〉から剥離した〈私〉的領域は、衆人環視の演劇空間と化し、そのなかで人は

積極的に rôle を演ずる必要があることになる」653。 

 この点、シンボリック相互作用論を導入して、このプライバシー領域の変容を正面から

主題化しようとする学説に、棟居快行のプライバシー権論がある。彼の定義によれば、前

述のように、プライバシーとは「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」である。この見解は、石川によれば、重要

な問題提起を含んでいる。 

 この点を解明するために、石川はまず、ひとが多元的な社会関係のなかを生きているこ

とを指摘する。演技する〈私〉の名誉の毀損も、また、いいわれなき〈意味〉剥奪として

の侮辱も、本来、他者のまなざしが交差する社会関係において発生するのであり、名誉毀

損や侮辱による「痛み」の質は、そうした「関係性への着目」なしには、解明され得ない

のである654。 

 ただし、その場合、〈私〉的な親密圏である「家庭」までもが、もはや役割演技の劇場と

                                                   
651 同上、200 頁。 
652 同上。 
653 同上。 
654 同上。また、石川健治「前衛への衝迫と正統からの離脱」憲法問題 8（1997）105 頁以

下。 
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なる。〈公〉人としても〈私〉人としても、24 時間演技し続けて、休まるところがない。そ

の意味では、「憲法学がくり返し再現してきた〈公共〉は、新たな水準で拡大してきている

のかもしれない」とし、「伝統的な意味での剥離された〈私〉的空間は、もう存在しな」く

なったのかもしれない、「けれども、果たしてこれがプライバシーの領域といえるのであろ

うか」と疑問を投げかける655。そこで、「こうした不自然さは、おそらく定義の誤りに由来

する」のだろうと仮定し、棟居が主題化したのは、結論から言えば、「本来の〈私〉事では

なく、自己決定権の圏域、とりわけ『情報』コンセプトを用いていえば、情報自己決定権

の圏域であったように思われる」というのである656。 

 

2 関係そのものからの自由 

 これまでの（とりわけ日本の）学説は、プライバシー権から自己決定権を控除して、し

かも残された本来の〈私〉事＝個人情報を、情報プライバシー権として定式化し、これが

実際の個人情報保護法制にも影響を与えてきた。けれども、個人情報保護の領域において

も、政府が収集してしまった、ただ単に消極的に知られたくない情報を、外に漏らすこと

を防止することだけが、問題になっているわけではない。むしろ、「多様な社会関係のなか

で、それぞれ自分の役柄を積極的に造形する自己決定権の一環として、政府が保有する個

人情報についても、それが自らの役柄に反する情報である場合には、積極的に訂正・利用

停止を求める権利を、〈私〉人は有しているはずである」と石川は言う657。そうであるなら

ば、これは、プライバシーの方から消極的に情報プライバシーとして定義するよりも、自

己決定権の一環として、憲法 13 条の幸福請求権に基づく、情報自己決定権として再定義し

たほうが、実態に適していることになる。そこで石川は、棟居の学説を、「従来の個人情報

保護の対象領域の大半が、実は狭義のプライバシーの問題ではなく、自己情報についての

自己決定権の問題であり、とりわけ――それがたとえ、厳密には〈公共〉ではなく、〈私〉

的領域に属する圏域での出来事だとしても――自己の役柄を自ら造形するために、それは

重要な権利であることを、明らかにしたのだ」とする658。 

 しかし、そうだとしても、「ひとは、家庭内でも強要される演技の果てに、そうした役柄

を脱ぎ捨てて本来の自己に戻る、純粋に〈私〉的空間なしに、生きられるのだろうか」と、

石川は不安をもらす659。石川は、われわれは「既存の倫理的な空間――市民的〈公共〉で

あれ、「世間」であれ――から遮断された〈私〉的空間において、真に実存的な決断を下す

ことができるのではないだろうか」と問いかけるのである660。 

 そうであるとすれば、伝統的なプライバシー領域から、自己イメージを造形する権利ま

                                                   
655 石川・前掲注（650）201 頁。 
656 同上。また、石川健治「人格と権利」ジュリスト 1244 号（2003）24 頁以下。 
657 石川・前掲注（650）201 頁。 
658 同上。 
659 同上、202 頁。 
660 同上。 
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で含めた自己決定の圏域を控除したあとにも、おそらく何か純粋に〈私〉的な圏域が残さ

れるはずであり、「関係そのものからの自由こそが、真にプライバシーと呼ぶに値するもの

である」と石川は結論付ける661。 

  

第二款 水野謙の見解 

石川とほぼ同様の問題意識を持ちつつ、これを私法上の問題として論じたものとして、

水野謙の見解がある。水野は、不法行為帰責論の文脈では、「情報」について一方当事者の

排他的な支配を認めることは不適切であるという立場を前提としたうえで、プライバシー

の問題について、以下のように論じている662。 

 

1 自己情報コントロール権としてのプライバシーへの懐疑 

水野は、「情報コントロール権としてのプライバシー」という考え方については、その射

程及び論拠をめぐって、次の大きく 2 つの問題点が内在しているという。 

 

1.1 「情報コントロール権としてのプライバシー」を民事問題に応用することへの疑問 

第一に、「情報コントロール権としてのプライバシー」という考え方は、現代社会におい

て、「公権力に対する、いわば対抗原理として、一定の意義を有するのかもしれない」とし

つつ、しかし、「この考え方を対公権力ではなく、私人間の紛争に当然に適用することには

慎重でなければならない」と水野は主張する663。なぜなら、私人間の紛争においてプライ

バシー侵害が問題になりうる場面は多様であり、例えば、代表的な紛争事例として、①一

定の団体――会社、病院、労働組合、大学など――が個人情報を収集し利用しようとする

場面と、②一定のメディア――小説・新聞・テレビ・ラジオなど――が個々人の私生活に

何らかの形で介入してくるような場面を考えることができようが、このとき、「両場面にお

ける加害者の被害者に対するアプローチの仕方はそれぞれ異なっており、民事責任のあり

方もおのずから違ってくることが予想される」からである664。 

そして、このうち前者の、一定の団体による個人情報の収集の場面（①）にあっても、「『情

報コントロール権』なるものを、ア・プリオリに措定する実益があるのかは疑わしい」と

水野は主張する665。なぜなら、個々人に関する情報にはある種の公共財的な側面があるこ

とは否定できないのであり、これを当然に、個人の排他的な支配下におくことに十分な合

理性があるとはいえないからである。個人情報保護法制定後のわが国における過剰ともい

える反応からも明らかなように、行き過ぎた情報のコントロール権を個人に認めることは、

                                                   
661 同上。 

662 水野・前掲注（430）1 頁以下。 

663 同上、2 頁。 
664 同上、2-3 頁。 
665 同上、3 頁。 
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かえって自由な社会・経済活動を制約する危険を伴っている。また、個人情報の収集や蓄

積が問題となる場面では、当該収集や蓄積それ自体がプライバシー侵害となるのではなく

――むしろ今日では、それぞれの市民が他者による情報管理を積極的に求める場合もある

――、不適切な情報の流用や情報管理の不備こそがプライバシー侵害になるという見方も

可能であるとして、阪本俊生の見解を引用する666。したがって、上記①の場面における課

題は、「ある人の個人情報に対する自由なアクセスを好ましいと考える他者の利益を尊重す

る一方で、当該個人が、自己の情報についてどのような文脈で、どのような利益を有して

いるのかに着目して、両者の調整や、情報の望ましい管理のあり方について、事例ごとに

検討していくこと」であるとする667。 

 

1.2 「情報コントロール権としてのプライバシー」の正当化根拠に対する疑問 

「情報コントロール権としてのプライバシー」という考え方について、水野は第二に、「そ

もそも、人が、自己の情報をコントロールしうるという発想がどこから生まれ、それはど

のように正当化できるのか」と疑問を投げかける668。 

前述のように、憲法学説上の通説たる情報コントロール権説は、「道徳的自律の存在とし

ての個人」ないし「個人の尊厳」という考え方を、その出発点に据えている。これは、プ

ライバシーを自己決定権との関係で捉えようとする立場にも、おそらく共通していえるこ

とである。なお、平穏生活権としてのプライバシーという考え方については、個々人をど

のように捉えているのかは必ずしも明確ではない。しかし、個人の自律や尊厳という考え

方と少なくとも排斥し合う関係にはないものと考えられる。 

これに対し、水野は、このような「個人の自律や尊厳」という理念を当然の前提として、

現実の社会で日々生起しているプライバシー侵害の問題を議論するというアプローチ自体

に限界があるのではないかと問う669。パーソナルな自律性を確保するものとしてプライバ

シーを捉える考え方は、社会的な役割や規範への拘束から自由な個人、あるいは他者に依

存しない強い自己を観念し、それを前提としているように見える。しかし、問題は、「この

ような想定が、現実の社会認識として、またはプライバシー侵害という社会的問題に規範

的にアプローチする際に、果たして適切か」ということなのである670。 

 

2 自己イメージコントロール権としてのプライバシー 

一方で、「棟居の説く、社会関係のコンテクストごとに多様な自己イメージを使い分ける

自由としてのプライバシーという考え方は、プライバシー侵害の一事例（「逆転」事件のよ

うなケース）を鮮やかに説明することができ、その意味で極めて魅力的である」と水野は

                                                   
666 同上、3-4 頁。 
667 同上、4 頁。 
668 同上。 
669 同上、5 頁。 
670 同上。 
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言う671。 

しかし他方で、果たして、このような考え方だけでプライバシー侵害の事例のすべてを

説明できるのかは、次の大きく二つの点で疑問であるとする。 

第一に、社会関係の多様性に応じて、自己イメージを能動的に「使い分ける」ことが、

どこまで可能なのかという問題である。第二に、個人が諸個人の相互作用に先立つ存在で

はないという考え方が、常に承認されるべきなのかという問題である。 

そこで水野は、自己意識心理学の知見672やシンボリック相互行為論研究の第一人者の見

解673をひきつつ、以下のように自説を展開する。 

 まず、プライバシーの意義について、「情報コントロール権」なるものをア・プリオリに

措定する必然性は乏しいとする674。むしろ、原告となっている個人が、「紛争が生じるまで

の間に、社会の人々と、どのように相互行為を行って、どのような自己の『役割』を社会

の中で獲得し、どのような自己の『印象』を社会の人々に呈示していたのか」をまず認定

したうえで、「そのような役割や印象が、被告によって異なる文脈の中で解釈されることに

よって、意図しない『フレーム』化がなされ、それが社会に流布したために、原告がどの

ような精神的苦痛を被ったのか」ということを検討する必要があるとする675。 

この場面では、「他者に依存しない自己」という観念は後ろに退き、個々人のアイデンテ

ィティは、他者との相互行為の中で揺れ動く存在として把握される。そしてこのような、

解釈・フレーム化・流布を行う主体としては、個人情報を収集・利用しようとする団体と

いうよりも、小説、新聞・ラジオなどのメディアの存在を第一に想定することができる。

この意味で水野は、「社会の評価からの自由な領域」こそがプライバシーの「本来の」領域

と捉える立場にも、〈我々の世界〉には面子や名誉という価値はあるがプライバシーという

価値はないと割り切る立場にも、組するものではないということになる676。 

しかし、他方で、個人の尊厳を重視した、もう一つの意味のプライバシーも、法的な保

護の対象となることを率直に認めるべきであると水野はいう677。いいかえると、「社会に向

けた自己の役割取得とはさしあたり切り離された次元で、原告が自己の内面をどのように

見つめ、自分の世界観を作り上げようとしていたのか」ということを認定し、「それが、被

告によってどう侵害されたのか」について、事例ごとに検討することもまた、水野は重要

だと考えるのである678。 

 以上より、水野は、この 2 つのプライバシー概念を意識した形で、実際に起こりうる紛

                                                   
671 同上、10 頁。 
672 梶田叡一『自己を生きるという意識 〈我の世界〉と実存的自己意識』（金子書房、2008）。 
673 船津衛『シンボリック相互作用論』（恒星社厚生閣、1976）。 
674 水野・前掲注（430）14 頁。 
675 同上。 
676 同上、14-15 頁。 
677 同上、15 頁。 
678 同上。 
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争に対して複眼的なアプローチを採るのが、最も無理の少ない解釈態度であると主張する。

この点、この 2 つの理念型としてのプライバシーは、現象面にとどまらず、理論的にも、

密接な関係に立っていることに彼は注意を促す。すなわち、一方で、社会の人々との相互

行為の中で、自己の役割をどのように獲得していくのか（外側を向くベクトル）というレ

ベルにおいても、自己が自分自身をどのようにみつめ（内側を向くベクトル）、それぞれの

アイデンティティを形成する「自己物語」を紡ぎあげる際に、他者の存在をまったく切り

離すこともまた、できないはずなのである679。 

 

3 小括 

 以上のように、水野は、「社会的生活におけるプライバシー」と、「個人の尊厳を重視し

た、もう一つの意味のプライバシー」の複眼的保護をする必要があるとする。具体的には、

原告である被害者が社会に対する関係で取得した「役割」を、一定のメディアが、異なる

コンテクストの下で「フレーム」化した場合に問題となりうる「社会生活におけるプライ

バシー」侵害においては、原告の被侵害利益は、従来の判例が説いていたような名誉、名

誉感情、またはプライバシーのいずれとも、少しずつずれている側面があること680、ある

いは、自己が内面をどのように見つめ、固有の世界観を作り上げようとしていたのかとい

う場合に問題となりうる、もう 1 つのプライバシー侵害事例にあっては、（モデル小説事案

などで求められる）原告の同定可能性は、被告の責任の発生要件とはなりえないのではな

いか、という問題提起を行うのである。 

 

第三款 残された課題 

以上の試みの残された課題として、浅野は自身の見解のそれについて、以下のようなも

のをあげている681。 

このような「情報獲得と利用に関する行為規範」は、社会相対的な側面の強いものとな

る。そのため、自己情報の秘匿されるべき権利は、従来の所有権などと異なり、明確に範

囲を確定しにくいものであるとともに、情報の氾濫の中でそれを獲得利用する行為におい

て「故意・過失」が何を意味するのかも、従来の権利侵害よりも一層判断が難しいものと

なる。また、権利の認められる対象も、過失の有無の判断基準も、その具体的内容は、個々

の訴訟を通じて発展的に確認されていくしかない。 

「シヴィリティ・ルールとしてのプライバシーの権利」が、権利といわれつつも加害者

の行為基準遵守の義務と区別できないことは、過失があっても権利侵害が生じるとは限ら

                                                   
679 同上。 
680 水野は、プライバシーの内容を明らかにすることに力点を置いている本稿では直接の検

討課題とする余裕はないが、と断りながら、個々の小説の意義を全否定するに等しい差止

請求は、少なくとも石に泳ぐ魚事件の小説については認めるべきではなかったとする。同

上、28 頁。 
681 浅野・前掲注（628）207 頁。 
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ない通常の不法行為とは異なり、権利と義務違反としての過失が必然的な結びつきを有す

るというこの権利の構造的特徴を表しているのである。  

 また、川岸令和は以下のように述べる682。 

「プライバシーへの相矛盾する傾向は、その基盤がそれほど強固なものではないことを示

している。そのことをわれわれは直視するべきであ」る683。「結局、プライバシー権の構想

は、「われわれ自身がどのように生きたいのか」、また、「どのような社会を構成したいのか

という問い」に直結しているのである684。そしてその解答は、「論争を通じて社会的に構成

される合意に必然的に依拠する」はずである685。 

 マクロの視点にせよ、ミクロの視点にせよ、社会というものを強く意識するこれらの見

解にとって、この、「どのような社会を構成したいのか」という問いが、最も重要な課題と

なるだろう。 

 

第四節 本章のまとめ 

 以上、本章では、社会化された個人像ないし自己像に依拠したうえでプライバシーの権

利を再構成する議論を見てきた。この見解には、マクロの観点から対国家と対社会のプラ

イバシーを別個のものと捉え、それらの機能を別のものとして析出する見解と、よりミク

ロの人間関係に着目した観点から、情報の公共的性質に配慮した社会化した個人像を前提

に、プライバシーを再構成する見解があった。 

 前者の見解が言うには、対国家のプライバシーは「私的領域における行動や思想や情報

の開示に関する放棄できない自己決定の自由」を意味し、対社会のプライバシーは「情報

の相互の獲得と利用に関する行為規範の遵守を要求できること」と理解する。この見解は、

プライバシーの問題を行為規範の遵守と捉えることによって、前章で検討した脱権利論の

うちの後者の見解（社会公共的利益としてのプライバシー）に一定の示唆があると思われ

る。この見解は必ずしも「ICT 街づくり」のような事案を想定しているわけではないだろ

うが、コミュニティにおける規範というものがクローズアップされている点で積極的に評

価されるべきものである。 

しかし一方で、本稿が主として念頭に置く「ICT 街づくり」の場面では、既述のように

国家と企業と地方公共団体さらには地域社会が外面上は一致協力して事業を展開している。

そこではおそらく、様々な情報の共有も行われうるにちがいない。従ってこのような問題

において、対国家と対社会のプライバシーを分けて論ずることに、具体的にどのような意

義があるかは、なお検討すべき課題であると言えるだろう。この点、本稿はこの方向性を

積極的に評価し、対事業者へのある種の切り札として使うことを目論むものである。 

                                                   
682 川岸令和「プライバシー権とは何のための権利なのか」阪口正二郎（編）『自由への問

い 3 公共性』（岩波書店、2010）79 頁以下。 
683 同上、106 頁。 
684 同上。 
685 同上。 
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 また後者は、現実社会の人間個人は決して原子論的な「個人」ではなく、相互に依存し

ていると考える立場を前提に、一方で外向きの「社会生活におけるプライバシー」なるも

のを自己決定権の一種に類似したかたちで構想し、社会における役割や印象といった、「自

己のイメージをコントロールする権利」として構成する。しかし他方で、そのような社会

化した個人にあっても、内向きの「関係性からの自由」ないし「個人の尊厳を重視したプ

ライバシー」というものを想定するべきであり、これらふたつのプライバシーを複眼的に

保護する必要があるとする。 

この見解は、現代のような情報の多角的利活用が活発化した世の中にあっても、やはり

個人の私的な領域はどこかに残されるべきであると主張するものであると理解することが

でき、その意味で一定の意義がある。しかしながら、従来ならば私的空間であったといえ

る領域における多くの行動が、デジタルデータとして収集・統合・分析されつつある昨今

において、この想定がどこまで有効であるのか、そのような領域をどのように決定するの

かは、残された課題といえるだろう。具体的にいえば、われわれは今日においては様々な

情報技術を介して人間関係を構築したり、心情を密かに吐露したりしており、必然的に各

種民間企業と関わってしまっているのである。そしてそれらの情報は今日においては、い

わゆるクラウド上に保管されており、われわれの手元には端から存在しないのだ。 

このことは、次章で検討する「監視社会」論に依拠する立場からすれば、そのような私

的空間の行動であってもわれわれは何者かに見られていることを意識させられることによ

って、あるいは一定のコントロールをうけていることになる。そのような社会にあって、

われわれは本当に、石川の信じるように「既存の倫理的な空間」「から遮断された〈私〉的

空間において、真に実存的な決断を下すことができる」、のだろうか。そうであるとして、

われわれはその利益をどう保護すればよいのだろうか。 

 

第四章 「監視社会」と自由、プライバシー 

 前章では、プライバシーの脱アトム的個人主義化を試みる見解を見た。そこでは、端的

に言えば、「社会」と個人の関係、あるいは個人と個人の「人間関係」が問題になっていた

といえる。 

 しかし、彼らのいう社会や人間関係とは、現代においては具体的にいかなるものとして

あらわれているのだろうか。近時、この「現代社会とプライバシー」という観点からの研

究で強い影響力をもっているのが、いわゆる「監視社会」論である。この「監視社会」論

とは、簡単に言えば、情報メディアの進展によって、一般の人々の情報が権力を持つ者に

よって収集され、監視され、自由が奪われるとするものである。これは、情報社会の負の

側面を強調する研究であるといえ、その主唱者は、デイビッド・ライアン（David Lyon）

である686。 

                                                   
686 DAVID LYON, SURVEILLANCE SOCIETY: MONITORING EVERYDAY LIFE (Open 

University Press, 2001). 邦訳として、デイヴィッド＝ライアン（著）、河村一郎（訳）『監
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現代日本がこのような社会であるとしたら、われわれは「関係性からの自由」や「個人

の尊厳」を重視した内向きのプライバシーなるものをもつことはできるのだろうか。 

たとえば、メディア法学者である田島泰彦は、このように「国民の安全を守る」という

目的でセキュリティが強化されていくことを「市民的法理の構造転換」と呼び、強く批判

している687。彼によれば、本来「人権」などの法理は国家権力を制約しその乱用を防止す

るためのものであるはずなのに、最近ではその「人権」を守るために国家の市民社会への

介入が強化されている。それによって市民的法理は換骨奪胎され、官による民の支配手段

になってしまったというのである。 

 このような「監視社会」とプライバシーという観点からこの問題について論じているも

ののうち、ここでは、民法学者である山田卓生の見解と、法哲学者である大屋雄裕の見解

を検討する。 

 

第一節 監視社会とプライバシーの問題に関する私法上の争点 

 山田は、スケッチ的にではあるが、監視社会とプライバシーの問題に関する私法上の争

点を網羅的に述べている688。彼は「安全は貴重な価値であり、安全がなければ自由も権利

も意味を持たないともいえる」としつつも、「だからといって安全の名による個人の自由の

制限がすべて許されるべきではない」と断言する689。 

そして、「こうした時代においてこそ、decent な社会または、right to be let alone（干渉

されず放っておいてほしいという自由）が尊重される社会をめざすべきであ」るという690。 

ここでは、以上のような立場に立つ山田によって提示された争点を確認したうえで、彼

の具体的検討について見ていくことにする。 

 

第一款 監視社会とプライバシーの問題に関する私法上の争点 

 国家のために、あるいは公的利益のために、国民個人に犠牲を強いることはどこまで許

されるのか。「これは古くから論じられてきた問題で一義的な答えはない」としつつ、山田

は以下の諸点をあげる691。 

 第一に、国民に制約を課すことができる、安全を脅かすような「脅威」または国家が目

的とする公的な利益、権利を制限できる根拠とされる公共の利益（public interest, the good 

of nation）とは何か。第二に、国家安全のための制約と国家社会の便宜のための制約は別

                                                                                                                                                     

視社会』（青土社、2002）。 
687 田島泰彦「監視社会と言論統制」田島、斎藤、山本（編）・前掲注（35）所収。この点、

監視社会には一定の利益があることを彼も認めないわけではない。 

688 山田卓生「サーベイランス社会とプライバシー――私法的考察――」森島昭夫、塩野宏

（編）『変動する日本社会と法』（有斐閣、2011）97 頁以下。 

689 同上、117 頁。 
690 同上、118 頁。 
691 同上、98-100 頁。 
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の事柄であるが、いずれも公益による制限に当たり、国民のいかなる権利ないし「利益」

が問題になるか。この点につき、山田は、「『権利』の直接的侵害でないからといって、構

わないとはいえない。いくら安全を目指す監視社会においても、個人の私的な利益ないし

プライバシーへの侵害は許されるわけではなく、個人の生活への配慮は忘れてはならない」

と注意を促す692。 

第三に、公共的な目的のために国民の権利、利益の制限が許されるか否かの判断にあた

り、その正当性を判断する「基準」ないし「手法」をどう考えるべきかという問題がある。

無論、その判断については、プライバシーのような利益を基礎とすることになる。さらに

第四に、このような問題に置ける個人の利益が、そもそもプライバシーの権利として保護

されるかという問題がある。そして第五に、かりに保護すべき利益であるとすれば、いか

なる救済が認められるべきかも問題になる。 

 この点、山田は、こうした制約には国家によるものだけではなく、企業、学校、マスコ

ミ、諸団体など国家以外によるものもあることに注意を促す。「ここでは国家によるものを

中心とするが、情報に関しては、むしろ民間による制限及び侵害が問題になる」というの

である693。本問題においてはむしろ民間による制限、侵害が問題となるという指摘は、本

稿の問題意識と同旨であるといえよう。 

 

第二款 具体的検討 

山田はつぎに、本問題の具体的場面として、空港における出発保安検査、監視カメラ、

列車内の撮影、交通取締りサービス、ストリートビュー、盗聴、電話傍受、メールチェッ

ク、非公的データの収集蓄積の問題について検討しつつ、①その制約根拠、②保護利益、

③制約の正当性判断、④救済方法について、以下のように論ずる。 

 

1 制約根拠 

制約根拠となるものは、「一口に公共の利益のためとはいえ種々ある」694。確かに危険防

止は、公的機関の責任で、自己責任というわけにはいかない。そこで、山田は、問題にな

る利益ごとに考えることにする。具体的に検討するのは、航空保安検査、肖像、聞かれな

い権利、情報収集の四場面である。 

 

1.1 航空保安検査 

航空保安検査について、山田は、「ハイジャックの危険がなくならない以上、慎重になさ

れるべきでありその限度で、国民の権利が制約を受けるのはやむをえないというほかない」

                                                   
692 同上、99 頁。 
693 同上、100 頁。 
694 同上、112 頁。 
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とする695。 

 

1.2 肖像 

つぎに、肖像については、「犯罪防止という目的のためで、悪用でなければ撮影そのもの

はやむをえない」という696。この点、「覗き見または望遠レンズによる隠し撮りされない権

利もある、また一般人のためではないがパパラッチ的な攻撃的な取材に対してはパパラッ

チの不当な行為から守られるべきである」としている一方で、「立ち入りができない場所で

なく、公の場所である限り、カメラによる撮影は、監視カメラをふくめて、許されないと

はいいにくい」としている点697については、留意すべきである。 

 

1.3 聞かれない権利――「通信の秘密」 

 聞かれない権利については、「考えにくい」698とする。ただし、「通信（電話・メール）

はやはり相手との関係でも秘匿性が前提になっている以上盗聴は許されない」、「相手との

関係でも秘匿性があると考えるべきである」と留保を付す699。 

 

1.4 情報収集 

 情報に関しては、知られない・公にされない、または、知られたことに他人がアクセス

できないとする必要はあるが、集積そのものを把捉し制限することはきわめて困難である

ことを指摘する700。また、何かを知られることは、「身体的な拘束や傷害と異なり、侵害で

はないが、私事への干渉である」として、知られたくないことを知られて、辱めたり

（embarrassing）、ハラスメントしたり（harassing）する目的に使われるという派生的損

害が生じる恐れに言及している701。 

 

2 保護利益 

 こうした安全策のために何が侵害されるのか。 

これは、写されない、聞かれないといったことのように、「……されないこと」を権利と

いえるかという問題と関連するとして、被害者の主観について以下のように論ずる。 

「見られたくない、聞かれたくない、写されたくないと思うのに、見られたり、聞かれた

り、写されたりすることは、自分に対する侵害・侵犯のように感ずる。この被害感は神経

質なものに過ぎないのか、一定の保護がなされるべきものといってよいのか。たとえ目に

                                                   
695 同上。 
696 同上。 
697 同上。 
698 同上。 
699 同上、112-113 頁。 
700 同上、113 頁。 
701 同上。 
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見える被害はなくとも、感ずる不愉快さは、はっきり原因があってのことである」702。 

山田はこの点については、前述「囚われの聴衆」事件における、伊藤正己裁判官の補足

意見が先駆的かつ示唆的であるとする703。 

 

3 制約の正当性の判断――どこまで許容されるか 

安全と自由のように比較できない利益の比較をどうするか。この点につき、山田は、比

較できる価値か否かが問題になる判断の方法の一つとして、費用便益分析をあげる704。こ

こでは、問題になる制約について費用に見合った便益が得られるかが問題となる。この点

につき、山田は、具体例として、住基ネットでは、コスト計算が実にあいまいで、システ

ムの利益の評価に問題があると批判されていること、国民番号制もいくつかあげられるメ

リットが、そのために払う不便、不利益を上回る物か否かが疑問視されていることに言及

する705。 

  

4 救済方法 

 被害者の救済が考えられるとすればその方法をいかに考えるか。事後救済、つまり不法

行為に基づく損害賠償でよいのか。それとも被害を与える恐れがあれば、事前差止請求ま

でが認められるのか。 

 この点について、山田は金銭による賠償と言っても、単に公になった、人に知られるよ

うになったというだけで損害が生じるといってよいかは問題であるという。具体的には、

「コンピュータ・データ漏えいは極めて大きな規模（百万人、千万人の単位）であり、も

し一律に賠償するとすれば原因者（加害者）の負担は破滅的」であるして、これに否定的

であるような言辞をとる706。 

 

第二節 監視社会と「個人の消滅」 

 以上のような実定法的なアプローチとはまた異なる観点からの検討を、本節では扱う。

すなわち、より基礎法的な観点から監視社会と個人の自由やプライバシーの問題について

論じた、大屋雄裕の見解707である。 

 大屋は、本節の表題にも示したように、現在進行している情報通信技術による監視社会

化によって、近代に創造された「個人」というフィクションが必要とされなくなるかもし

れないという、大きな問題提起を行う。かりにそうであるとするならば、われわれのプラ

イバシーはどこへ行ってしまうのだろうか。 

                                                   
702 同上、114 頁。 
703 同上、114-115 頁。 
704 同上、115-116 頁。 
705 同上、116 頁。 
706 同上、116-117 頁。 
707 大屋雄裕『自由とは何か――監視社会と「個人の消滅」』（ちくま新書、2007）。 
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第一款 誰による監視なのか 

1 監視の欲望の源泉 

現代社会の多くの局面において国家による監視が強化されていることは事実である。し

かもそれは「治安の維持・向上」という、それ自体には異論の唱えにくい価値によって正

当化されている。だが、正当化の口実であるはずの、その恩恵をわれわれが実感すること

も珍しくない。 

それは例えば、監視カメラ等により何らかの犯罪者が捉えられ、それがきっかけで事件

解決に至るような場合である。そのような場面では、カメラを設置したのは国家ではない

ことは多い。そこで、「他者を監視すること、それによって自らの安全その他を確保しよう

という欲望」はむしろ国民のものであり、国家の独占物ではないと、大屋は言う708。 

つまり、前述の田島のような「国家と市民という二項対立」でしか社会を見ていない論

者は、「共同体の危険性、あるいは個人が別の個人に対して危険を及ぼし得るということを

完全に無視している」のである709。大屋によれば、営業の自由をもたらすためには国家が

ギルド社会に介入せざるを得なかったように、個人の自由は国家によって侵害される側面

と国家によって守られる面とを、最初から持っており、そこには何の転換もありはしない710。

そもそも国家が設立された動機は、「他者のもたらす危険性から我々を守ること」にあるの

である711。 

 

2 国家の役割、その二面性 

近代国家の存在意義は、ある領域の中で犯罪や不正な権利侵害を抑制し、人びとの生命・

安全・自由といったものを守る点にあるのだから、そのためには国家が合法的な暴力を独

占している必要がある。そうであるがゆえに、国家が不当にわれわれの自由を侵害する決

意を固めたとすると、われわれがそれを物理的に阻止することに成功する見込みはなくな

る。しかし同時に、それがわれわれ一人ひとりの自由を守るために作り出された暴力だと

いうことも事実なのである。 

国家は個人の自由の守り手であると同時に、最大の潜在的脅威でもある。このような国

家の二面性を、大屋は「近代法の逆説」という言葉で呼んでいる712。が、しかしそれはわ

れわれが近代国家という国民全員の代理人に正義の実現を委ねる限り逃れがたい逆説でも

あるのだという。 

国家権力を過度に強化すれば市民の自由が侵害されるかもしれないが、一方でそれを過

                                                   
708 同上、90 頁。 
709 同上。 
710 同上。 
711 同上、93 頁。 
712 同上、95 頁。 
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度に弱めれば、他の市民による侵害を国家により排除することができなくなる713。 

自由を確保する方策は、過剰と過少という二重の危険の間の隘路を探し出すことにある

というのである714。 

 

第二款 「超記録」、「超監視」と個人の類別化・確率的支配 

1 監視の連結と「超記録」  

もちろん大屋は、強化される監視がさらに別の次元の問題へと展開する可能性について

の注意を怠るわけではない715。 

さまざまな監視手段が相互に連結され総合的なものになるとき、単なる部分部分の監視

を超えた「超記録」が可能になる716。そして、集計され統合された記録はわれわれの生活

すべてを監視の対象にし、そこからは単なる情報の集積にとどまらない新たな分析の可能

性が開かれてくることになる。結合された情報は、単独の状態では持ちえない新たな意味

を持ってしまう可能性があるのだ。 

 だがわれわれはやはり、国家だけがそのような野望を秘めているわけではないことに注

意しなくてはならないと、大屋は注意を喚起する717。なぜなら、さまざまな企業が消費者

の行動や消費履歴を蓄積しようとしているし、その分析結果をもとにさらに効率的な消費

者への働きかけを行おうとしているからである。また、われわれ消費者がそれらのシステ

ムを利用したくなるようなインセンティブも多く提供されている。 

 

2 個人の類別化・確率的支配 

 例えば、購入履歴という過去のデータによって、「望ましい顧客」と「そうでない客」が

「選別」される718。優遇される層は、それを通じて新たな購入履歴を積み重ね、更に望ま

しい顧客へと成長していく。その一方、優遇からはじきだされ、従って購入しなかった層

には何らかの「差別的な待遇」が待っている。注意しなくてはならないのは、このような

自己強化的な差別的プロセス（「お得意様」という考え方等）は従来からあったという点で

ある。ここではこのプロセス自体ではなく、「それが自動化され、集積され結合された超監

視のシステムと結合されること」が問題の核心なのだと、大屋は指摘する719。 

消費者の行動を通じて生み出された情報は、人びとの気づかないうちに集計され、総合

され、そして個々の消費者に対する対応が生み出される。われわれの気づかないうちに、

われわれの見る商品リスト、われわれの行為可能な空間が形作られる。そこにあるのは「電

                                                   
713 同上、96 頁。 
714 同上。 
715 同上、99 頁。 
716 同上、100 頁。 
717 同上、101 頁。 
718 同上、104 頁。 
719 同上、105 頁。 
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子的な監視の権力」である720。 

だとすれば、情報技術の発展によって顧客が個別化され、個々人の消費履歴・購入傾向

を分析することが可能になったとき、顧客への対応もまた効率化を求めて個別化されるこ

とになる721。つまり、そこで目指されているマーケティングは、過去の事実に基づいて未

来の行為を予測するというシミュレーションの欲望に基づいている。  

 そしてわれわれはそこで、「顧客一人ひとりの行動が、監視可能な事実・属性の束として

把握されていること」に気付かなくてはならない722。いわばわれわれはそこで、「自己決定

し判断する主体」としてではなく、「一定の確率や法則性に基づいてその行動を予測するこ

とのできる対象」として把握されているのである723。 

ここに「監視社会を生み出した欲望が隠されている」と、大屋はいう724。監視の目的は

単にすべてを見ることではない。「対象の行動を先取りして予測し、それにあらかじめ対処

しておくこと」が、その本質的な特徴なのだという725。国家の場合はこの「対処」が犯罪

の予防だったりするだろうし、企業なら商品を用意したり宣伝したりすることであるかも

しれない。共通しているのはしかし、そのときわれわれ一人ひとりの個人が「観測・分類・

統計処理の可能な確率的存在へと還元されていること」である726。 

 

3 効率的な「やわらかい支配」 

大屋はここで、ライアンの議論を参照しながら、以下のように論じる。 

 

「伝統的社会においては人々が互いに生身の身体でフェイス・トゥ・フェイスに接触し、

たとえばそこで時間や空間を共有した経験をもとに信頼が生まれ育まれていった。しかし

流動化した近代社会において人々の関係が交通や通信によって媒介されるようになったと

き、信頼の基礎は書名や個人識別番号のようなデータへと置き換えられていく。伝統的な

社会統合の様式が「非身体的で抽象化された関係」によって置き換えられていくことによ

って、『人間的な』接触は失われていく。われわれはむき出しの人間や個々人の身体を相手

にするのではなく、抽象化されデータ化された個人情報を通じて自己の行動を決定してい

くようになるのだ」727。 

 

                                                   
720 同上、108 頁。 
721 同上、109 頁。もちろんそのようなテクノロジーは単なる空想の産物ではなく、序論で

もふれたように、既に実在している。例えば Amazon.com の「おすすめ」機能があげられ

る。 
722 同上。 
723 同上、109-110 頁。 
724 同上、110 頁。 
725 同上。 
726 同上。 
727 同上、111 頁。 
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ここでは、個々の顧客は「個別化して把握されること」によって逆に、「あるグループの

中の一員としてのみ認識されるようになっていく」という皮肉な状況が生まれている728。

「おすすめ」のシステムは、人びとの消費の仕方が互いに似通っていること、少なくとも

過去の消費実績によって似ていると判定された小グループの間では共通性が非常に高いと

いう判断に基づいている。そこにおいて個々人は、「監視可能な属性によって分類される集

団」に基づいて把握されているのである729。 

そしてもう一つ注目すべきだと大屋が言うのは、「そこで目指されている支配が確率的な

ものであること」である730。その意味でそれは、「何らかの属性に該当するもの全員をもれ

なく対象とする法とは異なっている」のである731。 

だが一方で、それが従来よりはるかに効率よく「対象の行動を操ること」も事実である

と、大屋はいう732。たとえば社会全体を対象に広告を流すのではなく、効果の高い集団だ

けを選んで集中的にアピールすることによって、はるかに安いコストで購入者の数を増や

すことができる。対象とされた集団の一部にだけその効果が生じるとしても、コストとの

比較・従来のシステムとの比較において優れているのであれば、効率的な支配が可能にな

る。そこに表れているのは、「確率的な支配」、「やわらかい支配」なのである733。 

 

第三款 アーキテクチャによる支配 

1 アーキテクチャとは 

アメリカの憲法学者ローレンス・レッシグは、情報化社会における権力のあり方を論じ

た著書『CODE』において、われわれを規制する手段に法・市場・社会規範・アーキテク

チャという四つのモードがあると分析した734。レッシグは、ここで、「コンピュータ・ネッ

トワーク上で可能となる振る舞いがさまざまなプログラムによって決定されていること」、

つまり、そのプログラムによって実現される「アーキテクチャ」は、そのプログラムを作

り出した「誰か」によって決められているということを主要な問題として考えている735。 

このようなレッシグの考え方を継承しつつ、大屋は、具体例を検討しながら、これを現

                                                   
728 同上、111-112 頁。 
729 同上、112 頁。 
730 同上。 
731 同上。 
732 同上。 
733 同上、112-113 頁。 
734 レッシグ（著）、山形、柏木（訳）・前掲注（467）。 
735 一方で、このようなアーキテクチャによって排他的支配可能性が付与されているインタ

ーネット上の無体財については、現実の有体物と同様に所有権ないし財産権によって保護

すべきであるとする議論もある。そのような米中の学説の展開につき、拙稿「いわゆる“仮

想財産”の民法的保護に関する一考察（1）～（3・完）」北大法学論集 65 巻 3 号（2014）

77 頁以下、同 65 巻 4 号（2014）39 頁以下、同 65 巻 5 号（2015）287 頁以下。 
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実の物理的空間の問題に応用する736。 

たとえば今、ホームレスが地下街の通路で寝るのをやめさせたいとしよう。われわれは

もちろん法によってそれを禁じたり、それはよくないことだと社会規範に訴えて説得する

ことができる。また、代替財である安アパートや簡易宿泊所の価格を引き下げることがで

きれば、結果的に地下街で寝る人は減ることだろう。なぜなら、財の価格や供給水準を決

める市場のあり方によって、人びとの行動は左右されるからである。 

これに対し、たとえば「妙な突起物を設置していくことによって、寝転ぶことのできる

隙間を物理的になくしていく」とすれば、それが「アーキテクチャによる支配」であると、

大屋はいう737。われわれがその内部で行為を行う「空間のあり方それ自体に操作を加える

こと」によって、われわれの行動をコントロールすることが可能になるのだという738。 

この点、以上のような権力を駆使しようとする主体は、決して国家や地方自治体に限定

されるわけではないことに留意が必要である739。 

 

2 アーキテクチャによる支配と人格 

このアーキテクチャの権力は、われわれがそれに気づくことなく、われわれの行為に先

立って事前に、われわれの行為を制約する740。法律や規範に対して何の知識も持たない存

在も、アーキテクチャに従わせることはできる。いやそれどころか、「人格なき存在であっ

ても支配の対象にできることは、鍵のかかったドアの内側には誰も――人間だけでなく犬

や猫も入れなくなることを考えればわかるだろう」と大屋は言う741。「アーキテクチャの権

力は、『個人』を必要とはしない」のである742。 

われわれは知らないうちに、ある一定の行為可能性の枠の内側に閉じ込められているの

かもしれない。その枠の内側ではわれわれの行為選択に制約を加えるものはなく、われわ

れは安全な消極的自由を享受できるとしよう。「だがこれは本当に自由なのだろうか？」と

大屋は問う743。もしわれわれがその制約の存在を知っていたとして、それでもなおわれわ

れの選択はそのような制約がない場合と同じだと知ることができるのだろうか。 

 

                                                   
736 大屋・前掲注（707）113 頁以下。例えば、新宿西口から都庁に向う地下通路の目立た

ない部分、周囲から引っ込んで人々の通行しにくい部分、つまりホームレスたちが通行人

に邪魔されることなく寝転がれるような部分には、1996 年に、オブジェと称する奇態な出

っ張りが設置された。 
737 同上、114 頁。 
738 このようなアーキテクチャによる規制について憲法の観点から検討したものとして、松

尾陽「アーキテクチャによる規制と立憲主義の課題」法時 87 巻 4 号（2015）84 頁以下等。 
739 大屋・前掲注（706）115 頁。 
740 同上、118 頁。 
741 同上。 
742 同上。 
743 同上。 
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3 アーキテクチャを定めるのは誰か 

 アーキテクチャがわれわれの生活を制約するのならば、法や規範に制約されるわれわれ

がその善悪良否を論じ、何を受け入れ何を拒絶するかを決定しなくてはならないように、

アーキテクチャの是非についても「我々が決定しなくてはならないのではないだろうか」

と大屋は問題提起をする744。しかし一方で、その先行きは暗い。なぜなら、何が「社会規

範」であるかは、その社会を形作っているわれわれ自身が決めていくことができる。また、

政府がそれを通じてわれわれを支配する「法」は、人民が選挙を通じてその政府を支配す

ることによって、われわれ自身のコントロール下にあると想定されている。だが、空間の

あり方それ自体に操作を加えるアーキテクチャの権力にたいして、それを形作るコードに

対して、われわれ自身に何かできることがあるのだろうか、というのである。 

アーキテクチャを通じて、「我々の意識しない仕方」で「行為可能性を制約されていると

き」に、われわれには「その権力のあり方を検討したり、それに対して抵抗するというこ

と」ができるのだろうか745。ここで大屋は以下のような不吉なことを述べる。すなわち、

「我々はアーキテクチャによって自己合理化へと追い込まれながら、そのことに気付かな

いまま口元に微笑を浮かべているのではないだろうか」746。 

 

4 アーキテクチャによる支配と個人の自由 

しかし一方で、闇雲にアーキテクチャの恐怖を言い立ててみても仕方がなく、われわれ

は「監視が親切であることを認めることから始めなくてはならない」と、大屋は言う747。 

監視カメラや航空機のセキュリティ・チェックにしても同様である。確かにわれわれは

そこで監視の対象になるが、それが目的としているのはわれわれ自身の安全であり、それ

によって可能になる将来のわれわれ自身の自由である。だからこそそれらの技術はわれわ

れに快適な結果をもたらすし、われわれ自身もそれを受け入れることができる。監視の背

後に人々を幸福にしたいという信念や善意があることは、多くの場合に事実なのだ748。 

だが他方で、「監視とシミュレーションの欲望に、副作用はないのだろうか」と、大屋は

疑うことを忘れない749。彼は、それがわれわれ自身の望んだことだったとしても、徹底し

た監視の下でわれわれが完全に配慮された幸福な生を生きることができるとは考えない。

なぜなら、「正しい規則を守ること、そこからはみ出さないこと」だけが重要であって、「そ

こから逸脱する自由などいらないのだ」と言い切るわけには、どうやらないかないだろう

と考えるからである750。 

                                                   
744 同上、119 頁。 
745 同上、123 頁。 
746 同上。 
747 同上、124 頁。 
748 同上、125 頁。 
749 同上、128 頁。 
750 同上。 
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第四款 アーキテクチャによる支配の問題点 

1 事後規制と事前規制 

アーキテクチャによる親切な支配に問題があるとしたらそれはどこにあるのか。 

法や社会規範は、それに違反した者に対して制裁を加えることによって機能する。その

ため、基本的には事後規制だということになる。もちろん知性のある人間は行為の前に自

己の選択が引き起こす結果を予想するから、将来の制裁を恐れて行為を思いとどまるとい

うことも当然あるだろう。だがそれは、「その選択肢があらかじめ奪われているというのと

は相当に異なる」事態である751。 

これに対してアーキテクチャは、「行為の可能性自体を奪うこと」によって機能する752。

ある望ましくない行為が行われ得る可能性それ自体を、「その行為が実際に選択されるかど

うかということとは無関係に、あらかじめリスクの段階で除去してしまう」のである753。

そのとき、「そのような問題行動を実際に選択するか」、あるいは「そもそも企てる人間が

いるのかどうか」、「選択された行動が本当に問題なのか、正当化され得ないものなのか」

といったようなことは、問題とされない。 

事前規制は、適切に設計すれば非常に安価で効率的な統治の道具になり得るだろう。だ

が同時に、その限界と危険性として、大屋は、「設計の適切性と正当性を如何に担保するか」

という問題が付きまとうこと、そしてすでに指摘してきたように、「服従しているという

我々の意識自体を失わせる」という懸念があることをあげる754。 

その一方で、事後規制には、「我々の正当化への可能性を開き、自由を確保することがで

きる」と言う利点がある755。だが、事後規制にも大きな問題がある。それは、問題は最初

の一人を止められない、最初の一人の犠牲者は、事後規制によっては防ぎ得ないことであ

ると、大屋は言う756。 

 

2 行為とその価値 

この点、自由はリスクを必然的に伴う。だがここでわれわれが確認しておくべきなのは、

現代において自由と相克するのは、「リスク自体を事前に消去しようとするアーキテクチャ

の権力」であり、「事後に責任を追及する法・社会規範の権力」ではないということである

と、大屋はいう757。 

彼によると、ある行為の善悪や規則との合致を、事前に、行為の前に確実なものとする

                                                   
751 同上、136 頁。 
752 同上、137 頁。 
753 同上。 
754 同上、144 頁。 
755 同上。 
756 同上。 
757 同上、147 頁。 
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ことはできない758。だから、規則からの逸脱を事前に感知し、コントロールしようとする

強化された監視のシステムは、「我々の行為可能性を過度に抑制し、自由を殺す」ことにな

る759。なぜなら、行為の価値は、事後的に、遡及的に知られるしかないからである。 

われわれが実際に行為するそのとき、その行為が本当に社会に受け入れられるかはわか

らない。が、それがわからなくとも、われわれには行為するしかない。だがそのように、

われわれが行為と言う決断を引き受けなくてはならないという事態は、決して苛酷なもの

ではないと、大屋はいう760。なぜならそれは、「それを引き受けることによって我々を『自

由な個人』として生み出すようなものだから」である761。 

 

3 自由と責任との因果関係の逆転 

しかし、われわれは自分自身の行為すら完全に意識して自己決定下に置いているわけで

はないし、ましてその帰結ともなれば予想外の事態が多く生じることになる。だがそれで

も、発生してしまった帰結を自分の選択の結果として引き受けるとき、行為者は「偶然的・

確率的にその行為に追いやられた客体」としてではなく、「積極的に自由な選択をした主体」

として立ち現れる762。 

「自由な個人」だから帰結の責任を負わなくてはならないのではなく、責任を負うときに、

そのことによって私は「自由な個人」になる763。ここでは、「自由と責任のあいだの因果関

係が逆転している」と大屋は言うのである764。 

 だから、たとえ自己決定なるものが事実として存在しないとしても、だからその帰結に

対する責任を負わなくていいという結論がただちに導かれるわけではない。大屋によれば、

そうではなく、責任を負うときに、そのことによって私が「自由な個人」だと言うのかど

うか、私が「自由な個人」であるという擬制を作り出すのか、それが社会において認めら

れるのかどうかが問題なのである765。 

 私の行為だと決めるのは、そのように事後に、自分が決めたこと、自分が責任を負うこ

ととして引き受けられるかどうかという点にかかっているのだ766。 

 

第五款 「個人」、「人格」、「自由」の消滅？ 

1 功利主義と個人の人格 

功利主義に立脚する法哲学者・安藤馨は、個々人の快楽ないし欲求充足として理解され

                                                   
758 同上、175 頁。 
759 同上。 
760 同上。 
761 同上。 
762 同上、191-192 頁。 
763 同上、199 頁。 
764 同上。 
765 同上、198-199 頁。 
766 同上、198 頁。 
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る「効用」の総和を最大化することを目的とする功利主義が、「自由のみならず自律に対し

てもなんら内在的な関心を有していない」ことを指摘する767。 

大屋はこれに加えて、功利主義者の一典型であるベンサムにおいて、「そもそも快楽や欲

求の主体なのはあくまでも現在において存在する意識であり、人格とは未来における私も

この私の意識と一体のものであるに違いないという予期によって現在の意識とつなぎあわ

される意識の集合であるに過ぎない」ことを指摘する768。そしてここでのポイントは、「（予

期の安定とその副産物である）人格が、あくまで各時点での意識が享受する功利性を高か

らしめることに奉仕する手段として捉えられているところにある」769と大屋は言う770。 

個人の人格は、そこに天然自然のうちに存在しているものではなく、「それがあると考え

た方が人々の効用が増大する」から設定されたもの、あると考えられるようになったもの

であるに過ぎないと大屋は指摘する771。となれば、「個人の人格を基礎とする自律」という

観念も、単にそう考えることによってもっとも社会全体における功利が増大するという理

由によって正当化し得るものに過ぎないということになる。さらにいえば、もし別の考え

方を取ることによってより功利性が増大するのであれば、功利主義はそちらを採用するこ

とになるのではないだろうか。 

 

2 アーキテクチャと個人の人格 

そこで問題となるのがアーキテクチャである。いま、「アーキテクチャの権力の発達によ

って人格抜きの支配が成り立つようになり、しかもその方が効率が良」いならば、「なぜ、

人格とその自由などという古臭いフィクションにこだわらなくてはならないのか」と、大

屋は問う772。 

そもそも自由かつ自律的な個人という考え方自体が事実としては幻想にすぎない。この

点、一方では、かつて民法が想定したような「平等な権利能力を持ち、自らの意思に基づ

いて、自由かつ合理的に行動できる、財産のある人」だけでなく社会を構成するあらゆる

人に（基本的には）個人としての主体性をも認めることによって、「個人の持つ平均的な判

断力・知性・意志の強さ」といったものも、おそらくは弱体化している773。しかし他方で、

「逆に科学技術の発展を通じて個々人が世界に対して及ぼし得る影響が拡大していること

については、ウルリッヒ・ベックの『リスク社会』論が指摘しているところであ」ると、

大屋は言う774。 

                                                   
767 安藤馨「統治と功利――人格亡きあとのリベラリズム」創文 494 巻（2007）33 頁。 
768 大屋・前掲注（707）199 頁。 
769 安藤・前掲注（767）34 頁。 
770 大屋・前掲注（707）199-200 頁。 
771 同上、200 頁。 
772 同上、201 頁。 
773 同上、202 頁。 
774 同上。 



                                                                         

169 

 

近代のリスク社会が生まれた理由の一つを、大屋は、「弱い個人が強い力を持ってしまっ

たこと」に求めるのである775。 

だとすれば、その弱い個人の行動をコントロールし、想定外の大被害が世界に対して生

じないようにアーキテクチャ的な規制を加えていくことが、むしろその個人を守るために

こそ必要になるのではないか776。このような大屋の問いは本稿にとって非常に重要なもの

となる。 

だが、それでもなお、人びとが自分のことを自律的な個人であると信じていることには

相当の意味があるのではないかと、大屋自身は考えているという777。 

 

「完全なアーキテクチャはまだ存在しないし、行為の価値を事前に決定しきれないことを

考えれば、成立する見込みもない。食わず嫌いが治るときのように、事前の予測と異なっ

た快楽ないし効用が生まれることもあるだろう。だとすれば、個々人が自己の行為の結果

を引き受けるという前提において様々な思考が放任される社会、個々人が自由な主体であ

り、自らの運命を選択しているという信念を中核に置いた社会の方が、まだ機能する可能

性が高いのではないだろうか」778。 

 

第六節 本章のまとめ 

 以上、本章では、いわゆる「監視社会」論の観点からプライバシーの問題について論ず

る二つの見解を検討した。 

第一の見解は、基本的にはこの問題を「国家による監視」と「その被害者たる個人」の

間のそれであると捉えつつ、その中にも私法上の問題がありうるとして、これを検討する

ものであった。ここでは、「国家による安全」という公共的な利益と、自由・プライバシー

という個人の利益をいかに衡量するかということが問題とされ、具体的検討を絡めつつ、

様々な情報技術の利用の是非やその際の保護利益、救済方法に関する私法上の争点が提示

された。 

そこで提示された課題は、より詳しく言えば、次のようなものである。第一に、国民に

制約を課すことができる、安全を脅かすような「脅威」または国家が目的とする公的な利

益、権利を制限できる根拠とされる公共の利益とは何か。第二に、国家安全のための制約

と国家社会の便宜といった公共の利益のための制約の場面で、国民のいかなる権利ないし

「利益」が問題になるか。第三に、最後に公共的な目的のために国民の権利、利益の制限

が許されるか否かの判断にあたり、その正当性を判断する「基準」ないし「手法」をどう

考えるべきか。さらに第四に、このような問題における個人の利益が、そもそもプライバ

                                                   
775 同上。 
776 同上。 
777 同上、204 頁。 
778 同上。 
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シーの権利として保護されるかという問題がある。そして第五に、かりに保護すべき利益

であるとすれば、いかなる救済が認められるべきかも問題になる。 

この見解はこれらの課題に必ずしも回答を与えているわけではないが、本問題における

主要な争点を抽出したという点で、意義あるものである。 

また第二の見解は、この問題を、むしろ監視を望んでいるのはわれわれ自身でもあるた

め、「加害者としての国家」と「被害者としての個人」を対置すべきではないとする観点か

ら、基礎法的な検討を行うものであった。この見解は、昨今の監視技術の発達の結果、わ

れわれはもはや「自己決定し判断する主体」ではなく、情報分析の結果なんらかのグルー

プに類別化された、「一定の確率や法則性に基づいてその行動を予測することのできる対象」

として把握されていると主張する。そして、このような電子的な監視に基づく確率的な支

配と、物理的空間的に人びとの行動を事前的にコントロールする「アーキテクチャ」が有

機的に機能すれば、われわれはもはや「個人」とか「自律」とか「自由」というフィクシ

ョンを利用する必要がなくなるかもしれないと指摘する。 

だがそれでもなお、この論者は、人びとが自分のことを自律的な個人であると信じてい

ることには相当の意味があるのではないかと考えているという。なぜなら、行為の価値を

事前に決定しきれないことを考えれば、個々人が自己の行為の結果を引き受けるという前

提において様々な思考が放任される社会、つまり、個々人が自由な主体であり、自らの運

命を選択しているという信念を中核に置いた社会の方が、まだ機能する可能性が高いので

はないかと思われるからであるという。 

 この点、前者の見解については、後者の見解も指摘するように、国家などを悪し様に捉

えすぎる嫌いがあることは否めない。この見解も自ら認めるところではあるが、われわれ

は技術の発展を一定程度受容し、その利益を享受しながらも、改善すべき問題点があるな

らば、その問題を論じていかなければならない。また、今日においては国家のみならず私

企業の行為をも含めて検討することが求められていることもまた、この見解が認めるとこ

ろである。 

その一方で、後者の見解について注目すべきなのは、現代社会においてはもはや個人と

か自律とか自己決定、あるいはプライバシーといったものがもしかしたら必要なくなる可

能性があるということ、そしてそれを牽引するのが「アーキテクチャ」であると主張して

いる点である。なぜなら、本稿の主たる検討対象としている「ICT 街づくり」こそ、この

ようなアーキテクチャを創造する準備段階なのだということもできるからである。 

この点、この論者自身はこのような方向性を無条件に採用することについて一定の警戒

感を示す。それをふまえたうえで、本稿は国家、コミュニティ、個人、科学技術（アーキ

テクチャ）の間のバランスをいかにとるかという観点から問題を検討していきたい。 

 

第五章 日本法におけるプライバシーの権益論の到達点とその課題 

 以上、第二部では近時の学説を中心に検討してきた。ここではそのまとめを行いたい。
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まず第一節でこれまでの研究の傾向をまとめ、第二節で本稿の問題意識に対するこれらの

議論からの示唆を抽出し、第三節でなお残された課題と言える争点を確認する。 

 

第一節 これまでのプライバシー研究の傾向 

第一款 侵害態様の多層化・多元化 

私生活への侵入に対するプライバシー保護は今も昔も問題となりうるといえる一方で、

情報の利用にまつわる問題において主として検討されてきた侵害態様のメインストリーム

は、三種類ある。それは、マスコミによる報道・小説などの出版やインターネット上の書

き込み等の表現行為、国家や私企業による情報収集、そして近時盛んに議論されているも

のとして、情報の多角的利活用である。ここでは、国民の知る権利の要請ないし「覗き見

趣味」欲求の充足のための表現行為から、国家運営ないし企業の営業の円滑化のための情

報管理へと議論の中心が変遷し、さらに近時では「ICT 街づくり」を含む新たな知見の発

見ないし革新的な技術の開発のための利活用と、その情報利用行為の趣旨は大きく変わっ

てきている。 

ただ、これらは時代の変化によって完全に切り替わっているわけではなく、それぞれが

重要な問題領域として残りながら、多層化、多元化している。たとえばインターネット上

の個人による曝露行為は技術の発展の結果最近問題となってきた類型で、インターネット

というメディアの特質上様々な新しい問題を抱えているのは事実だが、その本質は嫌がら

せ目的のビラ配り等と変わりはなく、もはや古典的なものでもある。ただ一方で、このよ

うなインターネット上の書き込みを収集して解析し、何らかの知見を得るという研究もあ

りえ、これがまた何らかの権益侵害に繋がる危険性もあるのである。このようにこれらの

類型の相互の区別は必ずしも明確ではないといえ、プライバシーの侵害態様は多層化・多

元化してきていることがわかる。 

 

第二款 権益の内実 

権利の内実を表す概念は、非常に多様化している。ほうっておいてもらう権利、自己情

報コントロール権、自己情報チェック権、私的事柄保持権、生活平穏権、自己決定権、社

会の評価からの自由、社会の関心からの自由、自己イメージコントロール権、ある種の財

産権、契約に基づく債権、そして社会公共的な利益などである。 

さらに、前述の侵害行為の多層化・多元化のゆえに、学説のあいだではこれらの権益が

複合的に組み合わされて主張されている。そのうちで民法学説において多数を占めるのは、

ほうっておいてもらう権利と自己情報コントロール権を組み合わせるものであるといえる。

しかしそれ以外にも有力なものはみられるのであり、少なくとも統一的な理解があるわけ

ではないのは確かである。 

 

第三款 プライバシーの対象となるもの、情報 
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プライバシーの対象となるものは、私生活、私的事実、道徳的自律の存在としての個人

の実存にかかわる情報（センシティブ情報、プライバシー固有情報）、自己に関する情報全

般、誰が考えてもプライバシーであると思われる情報、一般的にプライバシーと思われる

情報、個人情報、個人データ、自己のイメージ等などである。以上のように、やはりプラ

イバシーの対象となるのは、およそ個人に関するものであるといえる。しかし、近時、そ

の構造転換を主張し、個人の情報というよりもむしろ、情報システムの安全性と構成する

ものもある。 

 

第四款 プライバシーの基礎の変容 

プライバシーは、かつては、近代社会が一定の成熟度に達するときに求められることに

なる、個人主義に根ざす人格的な権利とされてきた。これに対し、近時は脱個人主義化の

傾向が見られる。「社会関係のコンテクストごとに多様な自己イメージを使い分ける自由」

としてのプライバシーや、社会において人々が「相互の情報獲得と利用に関する行為規範

の遵守を求めるもの」としてのプライバシーは、純粋な個人主義に立脚しているとはいえ

なくなっているように思われる。また、個人主義的方向を維持しつつ、これを人格権では

なく財産権を基礎として構成し直す見解もあらわれている。 

 

第二節 情報の多角的利活用とプライバシーの問題に対する示唆の検討 

以上のような様々な学説の問題意識を、多角的利活用とプライバシーの問題に的を絞っ

てまとめると次のようになろう。 

まず、情報の利活用を行う事業者等にいかなる責任を負担させるかが問題となる。次に、

情報の利活用に関するイニシアチブをどの程度「情報主体」に持たせるかも議論されてい

る。そして、利活用による公共的利益と個人の権益のバランスをどのようにとるかという

観点も検討されている。さらに、アーキテクチャによる事前的コントロールと法による事

後的コントロール、どちらを重視するかという問題も議論されている。 

 

第一款 情報の利活用を行う事業者等にいかなる責任を負担させるか 

表現行為においては、個人の秘密を暴かない、個人の私的領域に侵入しない、という規

範の遵守が求められる。情報の取扱いの場面においては、例えば、プライバシー固有情報

に関する厳重な管理を求めるものが主流である。 

これに対し、情報の利活用において求められる事業者の責任は、様々な構成があるもの

の、どうも明確ではない。例えば契約責任構成は、どんな情報であれ、契約を取り結んだ

相手に対しては、善管注意義務を負わせることができるとする。また、信託構成は、情報

管理に関する忠実義務を負う事業者が、情報主体のかわりに何らかの研究や事業等に彼の

情報を提供し、又はこれを拒否することを可能とする制度を構想する。 

しかし、このような新しい技術の問題においては、善管注意義務とか忠実義務といった
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用語を用いればおのずと責任の程度が明らかになるわけでもない。結局、これらの見解で

主張される責任の具体的内容や程度はなお検討すべき課題として残っているといってよい

ように思われる。 

また、プライバシーの社会公共的利益化を目論む見解も、プライバシーの問題を個人の

それとするのではなくシステムの問題であると捉えるのはよいとしても、その具体的な責

任内容については、なお残された課題としているように思われる。 

さらに、財産権構成は、情報取引を自由化することによって事業者に社会的費用を負担

させ、情報の適切な管理をするようなインセンティブを与えることを志向するが、このよ

うな市場はうまく機能する可能性が低いことが指摘されていたり、個人の選好を重視する

システムに頼りすぎると、かえって監視社会の問題（アーキテクチャによる支配）が起き

る危険性が指摘されている点で問題がある。 

一方で、情報コントロール権説を認めない脱アトム的個人主義の議論は、では具体的に

事業者にどのような責任を認めるのか、という点は空白であるといえる。 

このように、事業者にどのような責任を負わせるべきなのかという点については、プラ

イバシーの基礎理論上は不明確な状態にある。 

このことは、改正個人情報保護法のレベルにおいても、利用目的制限や安全管理措置の

内容については、今後の運用に委ねられている部分が多いため、同様である。 

そのため、より具体的に、情報の利活用の実態に即した形で事業者の責任のあり方を追

及する必要があることになろう。 

 

第二款 情報の利活用に関するイニシアチブをどの程度「情報主体」に持たせるか 

伝統的通説である「ほうっておいてもらう権利」構成は、あくまで「……されない」と

いう消極的権利であるため、情報主体に持たせるイニシアチブは最低限のものとなる。こ

れに対し「自己情報コントロール権」構成（佐藤説）は「プライバシー固有情報」につい

ては強いコントロール権能を認める。が、そうであるがゆえに情報の利活用の場面では融

通が利かないこともある。また、この構成は「プライバシー外延情報」については必ずし

も強く保護しないため、情報技術が発展している今日においては、潜脱される危険性があ

る。 

以上の「自己情報コントロール権」構成を突き詰めた「情報プライバシーの財産権」構

成は、自身に関するあらゆる情報についてその選好に即して自由な取引をする権限を情報

主体に帰属させることを目論む。そのため、プライバシー固有情報であっても自由に譲渡

可能であり、プライバシー外延情報であっても強く保護することができるので、「自己情報

コントロール権」構成の問題点を克服しうる。が、結局のところ市場が機能しない可能性

があり、下流取引が統御できないうえ、情報の公共財的性質を配慮できないのでは、妥当

ではない。 

 この点、そもそも個人に情報の取扱いに関する強力なイニシアチブをもたせるのは、後
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述の公共の利益との兼ね合いの観点からも、あまり得策とはいえないのではないだろうか。

そこで「情報主体」にイニシアチブを持たせるとしても、これを地域ないし集団単位で考

えることを考慮すべきなのかもしれない。このような志向を持つのが、「規範の遵守を要求

するもの」としてのプライバシー構成を採るものや、プライバシーの社会公共的利益化の

構想を打ち出す見解なのだろう。 

 他方で、改正個人情報保護法では、事業者に対する開示等請求権が、単なる行政的な請

求権であるに止まらず、司法上の請求権でもあることが明確化された。そのため、この点

に関するイニシアチブが情報主体にあることがあきらかになったが、事業者の責任と同様、

その具体的なあり方はなお不鮮明であり、議論を詰めていく必要がある。 

 

第三款 利活用による公共的利益と個人の権益のバランスをどのようにとるか 

この点について、表現行為によるプライバシー侵害の事案では、表現の自由との衡量が

なされている。また、国家や企業による情報収集・管理の場面では、それが知る権利や情

報公開と衡量されることになる。これらは情報の多角的利活用の場面で問題となる公共的

利益とはまた別物のように思われる。 

 かりにこの場面において財産権構成を採用するならば、これは主として法と経済学の立

場からの検討であるため、富の最大化が公共的な利益の筆頭にあげられることになる。そ

してその副作用として、表現の自由に対する萎縮効果などが問題となる。 

ほかには、情報の公共財的性質に着目して、ミクロの人間関係レベルでのプライバシー

の過剰な保護に批判的な見解があった。しかし、これらの見解は情報の利活用に関してど

のように考えるかは必ずしも明らかではない。 

また、「公共の安全」という公共の利益について批判的に検討するものもある。しかし一

方で、監視社会について論じる者のなかにも、このような公益に警戒しつつも、現にわれ

われに利益があるのだから、甘受する必要もあるとする者も多い。 

この点、「公共の安全」といった利益を、本問題でプライバシーと比較衡量する公共的な

利益と措定することは、とかく否定的にみられる嫌いがある。しかし、以下の少なくとも

三つの利点があるということは、意識しておいてよいのではないかと思われる。 

 第一に、この立場は、個人の人格的利益と企業の経済的利益の衡量を認めるわけではな

い、ということである。本問題の主戦場である情報産業分野は、情報が公共財的性質を有

しているがゆえに、企業は少ない支出で時に大きな利益を上げることができる。その一方

で、この公共財的性質のゆえに、情報主たる個々人の財産的損害・精神的損害は少なく見

積もられがちである。このような状況で経済的利益と人格的利益とを比較衡量すると、プ

ライバシー保護はそれこそ灰燼に帰してしまうのではないだろうか。 

 第二に、一方で、この立場には、「個人情報保護ファシズム」とも揶揄される過剰な情報

利用規制を抑制する効果もあるように思われる。前述のように、情報は公共財的性質を有

している。そのため、過度のプライバシー保護は社会のさまざまなレベルで支障をうむこ
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ととなる。しかしその情報提供の要請が過度になると元の木阿弥なので、「公共の安全」、「公

衆衛生」に寄与するものに限って、プライバシー保護を抑制するのであると考えるのであ

る。 

 第三に、第二の点と密接に関連するが、「公共の安全」、「公衆衛生」の達成を妨害する過

度の情報保護を認めないと考えることは、ときにわれわれ市民の大きな武器となりうるこ

とに思いを致すべきである。具体的には、この立場に立てば、例えば何らかの工場から化

学物質が漏れたとか、それがとうとう近隣住民の暮らす土地に浸潤したとかいった場合に、

企業などがその情報自体を隠蔽したり、あるいは情報の重要部分を隠匿したりすることを

「公共の安全」を害するものとして許さないという、毅然とした態度をとることができる

のである。 

 以上のように、「公共の利益」や「公共の安全」ないし「公衆衛生」といった価値をプラ

イバシーと比較衡量する際には、多面的な検討が求められるように思われる。しかし一方

で、このような公共の利益を理由に不当に個人の権益が侵害されないよう配慮しなければ

ならないことは言うまでもない。 

 

第四款 アーキテクチャによる事前的コントロールと法による事後的コントロール 

プライバシー侵害の一般的な構成である不法行為構成には、損害賠償額が小額であるこ

と、訴訟に時間や費用がかかること等の問題があることが、かねてより指摘されている。 

この問題を解決するために、一方で、損害賠償額を高める工夫を凝らしたり、訴訟にか

かる時間や費用を減らす制度作りをしたりと、法制度の改善をする方向性が考えられる。

この点、損害賠償額を上げる努力としては、例えばこれを集団的な利益であると考えたり、

取引額の設定を自由化することで高額化したりといった手段が構想されている。 

また他方で、消費者の選好に細やかに対応する情報取引システムをつくることで、そも

そも不法行為責任に基づいて訴訟を行う必要がなくなるとする主張もある。しかしそのよ

うな傾向が行過ぎると、情報システムによる「監視」が加速し、人びとの類別化が進む結

果、あるいは差別に繋がる危険性があるという批判もある。 

このような議論については、情報を利活用した事前の「監視」と、何か実際に問題が起

こったときに事後的に発動する法の執行力とをいかにバランスよく使い分けるかが問われ

ているように思われる。 

 

第三節 本稿の課題への従来の議論の応答性 

 以上の議論は、本稿が序論で設定した課題に応答しているだろうか。 

まず、「ICT 街づくり」のような事案において、情報の利活用を行う事業者等にいかなる

行為規範の遵守が要求されるかを明らかにする必要があるとの課題についてはどうだろう

か。前述のとおり、この問題については、いくつかの方向性が示されているのはたしかだ

が、どのような行為をしてはいけないのか、情報のどのような要素に注意しなければなら
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ないのか、といった具体的な方向性は、プライバシーの基礎理論のレベルでは示されてい

ない。そのため、この点は残された課題だということが言える。 

次に、情報の利活用に関するイニシアチブを、①どのような「情報主体」に、②どの程

度持たせるかという問題についても、一定の方向性は示されているものの、「行為規範の遵

守」を要求するとするのみでなお具体的でなかったり、財産権を付与することで個人に絶

対的なイニシアチブをあたえてしまうために現実的でなかったりといった、残された課題

の多いものとなっている。この点についても、本稿の課題に即したより具体的な検討が求

められているだろう。 

そして、利活用による公共的利益と情報主体の権益のバランスを、われわれはどのよう

にとるべきかという問題については、近時は情報の公共財的性質への配慮から、個人主義

的傾向への反省が多く見られる。この点、とくに情報の利活用の場面で重要なもののうち、

公共の安全については論じるものが見られる一方で、公衆衛生という公共の利益を持ち出

す見解は本稿で検討した限りではみられなかったように思う。しかし、例えばビッグデー

タ分析は、インフルエンザの流行予測や、より状況の悪化したパンデミックの予測に利用

されることもあり、公衆衛生も考慮されるべき重要な公共の利益であるといえる。そのた

め、この点についても射程に入れた上で検討する必要がなお残されているのではないだろ

うか。 

 以上より、やはり本稿は何らかの手段でこれまでに検討されていない知見を参照する必

要があるということが明らかとなったであろう。 

 

第三部 アメリカにおける「スマートシティ構想」とエツィオーニのプライバシー理論 

第三部では、日本同様 ICT を活かしたまちづくりを行うアメリカの動きを紹介し、そこ

におけるプライバシー保護のあり方を見たうえで、アメリカにおけるプライバシー保護の

現状を批判的に分析するアミタイ・エツィオーニ（Amitai Etzioni）の見解を検討する。 

この点、エツィオーニの基本的な思想的立場は、リベラル・コミュニタリアニズム（liberal 

communitarianism）779と呼ばれるものである780。かつてコミュニタリアニズムは、今日

                                                   
779 かつてこの語は、応答的コミュニタリアニズム（responsive communitarianis）と表現

されていた。しかし近時の論考ではむしろ liberal communitarianism の語のほうが利用さ

れているため、ここではこちらに統一する。そのため、かつて明示的に responsive 

communitarianis と論じられていた部分も「リベラル・コミュニタリアニズム」と訳出し

ていることが多いことを述べておく。 
780 エツィオーニの基本的な思想が表れている著作として、AMITAI ETZIONI, THE SPIRIT 

OF COMMUNITY RIGHT, RESPONSIBILITIES AND THE COMMUNITARIAN AGENDA, 

(Crown Publishers Inc., 1993). 本書の巻末には、コミュニタリアニズムを基調とした政治

運動の声明文である「コミュニタリアン綱領（1991）」が掲載されている。同綱領の翻訳と

して、宮平望「アメリカの『コミュニタリアン綱領（1991）』の全訳」西南学院大学国際文

化論集第 12 巻第 2 号（1998）203 頁以下。同綱領及びエツィオーニの同著作に表れた、エ

ツィオーニの思想とユダヤ・キリスト教との関連を重視する解説として、同「アメリカの

『コミュニタリアン綱領（1991）』の解説」西南学院大学国際文化論集第 13巻第 1号（1998）
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の政治哲学で主流たるリベラリズムの（公的領域における）非倫理性や、個人主義という

名の下における原子論的な孤立を批判し、その対抗思想として登場した。これに対して、

リベラルな論者は、抑圧的・権威主義的な共同体の復興を企てる前近代的ないし復古的な

危険な思想として反批判する781。 

これにエツィオーニは再反論して、コミュニタリアニズムが考える今日のコミュニティ

は伝統性と現代性
．．．

とを融合させたものであり、「多重コミュニティ」であって「重層的忠誠

心」が存在するとする。彼によると、コミュニティには、求心的な力と遠心的な力とが働

いており、コミュニティの「秩序」と個々人の「自律」とがそれらにあたるとする。この

両者は、エツィオーニによると、「逆転共生（inverting symbiosis）」の関係にある。すな

わち、この二つの力は、ある点までは双方を強化し高めあい共生関係を築くが、しかし、

ある点を越えて一方の力が強くなりすぎるとバランスが崩れ、敵対的な関係となるのであ

る。そのバランスをとる
．．．．．．．．．

のが、コミュニタリアニズムの基本的発想であると主張する782。 

エツィオーニが近時におけるアメリカのプライバシー保護について有している問題意識

は、以下のとおりである。第一に、かつては社会の抑圧から個人を守るために必要だった

この権利も、1980 年代以降は共通善（common good）――公共の安全と公衆衛生――との

衡量が不十分となり、個人の権利の擁護が過剰になっている。第二に、その結果として「情

報の一次的収集の是非」に議論の焦点を置きすぎたがゆえに、二次的利活用が多角化した

近時の技術発展に理論が対応できていない。第三に、近時の立法や学説における議論では、

プライバシー保護において検討すべき三つの要素、「センシティブさ」（sensitivity）、「ボリ

ューム」（volume）、「サイバーネーション」（cybernation）の要素のうち、一つしか見てい

なかったり、あるいは複数を見ていても、サイバーネーションの形態――人工知能等のプ

ログラムによる蓄積、対照、分析、流通――については検討が不十分であったりする。つ

まり、サイバープライバシーの体系的な理論を提供していないというのである。 

 この点、プライバシー理論に関するこれまでの日本における研究は、彼をプライバシー

権の終焉を説く学説の一端を担うものとして消極的に捉え、つぶさに検討することはほぼ

                                                                                                                                                     

187 頁以下。また、エツィオーニの思想の到達点が示された著作として、AMITAI ETZIONI, 

THE NEW GOLDEN RULE: COMMUNITY AND MORALITY IN A DEMOCRATIC SOCIETY 

(Basic Books, 1997). 邦訳として、永安幸正（監訳）『新しい黄金律――善き社会を実現す

るためのコミュニタリアン宣言』（麗澤大学出版会、2001）。 
781 コミュニタリアニズムをリベラリズムの立場から批判的に検討する日本の論考として、

例えば、井上達夫の一連の著作、同「共同体の要求と法の限界」千葉大学法学論集 4 巻 1

号 121 頁以下、同「共同体論――その諸相と射程」法哲学年報 1989〔現代における〈個人

――共同体――国家〉〕（1990）6 頁以下、同「自由をめぐる知的状況――法哲学の側から」

ジュリスト 978 号（1991）21 頁以下、同「共同体と責任――棚瀬理論への法哲学的応答」

棚瀬孝雄（編）『現代の不法行為法』（有斐閣、1994）269 頁以下等、また、森村進「リベ

ラリズムと共同体主義」矢崎光圀、長尾龍一（監修）桂木隆夫、森村進（編）『法哲学的思

考』（平凡社、1989）7 頁以下。 
782 エツィオーニ（著）、永安（監訳）・前掲書注（780）64 頁以下。 
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なかったと言える783。しかし、そのような捉え方は必ずしも正確ではなく、後に検討する

ように、彼の主張にはむしろ現行の保護法制では抜け落ちている個人の権益の保護を訴え

る側面もある。 

より効率のよい省エネ、ヘルスケア、防犯等の公共政策の達成を目的に、個人に関する

様々な情報を多角的に利活用することでまちづくりを行う昨今においては、個人の権利と

公共の利益との衡量を慎重に行い続けているエツィオーニの検討が、むしろ示唆にあふれ

るのではないのだろうか。 

 

第一章 アメリカにおける「スマートシティ構想」とプライバシー 

序論で検討した日本の「ICT 街づくり」同様、アメリカにおいても「スマートシティ構

想」として、ICT の都市機能への取り込みが積極的に展開されている784。そこでは、「スマ

ートグリッド」（smart grid）785を応用したサービスである「スマートエネルギー」や「ス

マートビル」、あるいはヘルスケア、交通システム、行政サービス、防犯や災害対策への ICT

の活用が期待されている。 

そこで本章では、第一節でまずこれらのアメリカにおけるプロジェクトの実例や連邦政

府・業界団体の動きについて紹介したうえで、プライバシー保護における現行法制の問題

点を確認し、第二節以降でエツィオーニの問題意識について検討していくことにする。 

 

第一節 プロジェクトの実例、連邦政府・業界団体の動きとその問題点 

第一款 各地域のスマートシティ構想 

アメリカでスマートシティに関するプロジェクトを立案・実施している都市ないし地域

はいくつかあるが、本稿ではこれらのうち、ニューヨーク（ニューヨーク州）、サンフラン

シスコ（カリフォルニア州）、ボストン（マサチューセッツ州）、レイクノナ（フロリダ州）

のそれを紹介する。 

 

1 ニューヨーク市（ニューヨーク州） 

まず、ニューヨークでは、ロックフェラーセンター以来の大規模開発ハドソン・ヤード

再開発プロジェクトにおいて、スマートシティ機能の導入が進められる予定となっている。

同プロジェクトは、マンハッタン西側の地下鉄操車場に 16 の高層ビルを建設して再開発す

                                                   
783 例えば、宮下紘『プライバシー権の復権』（中央大学出版部、2015）309 頁。 
784 アメリカのスマートシティ構想を紹介する近時の論考として、和田恭「米国におけるス

マートシティを巡る最近の動向」ニューヨークだより 2011 年 2 月号（情報処理推進機構）

＜http://www.jif.org/column/pdf2011/201102.pdf＞（最終アクセス 2015 年 12 月 9 日）、 

八山幸司「「：米国におけるスマートシティに関する取り組みの現状」ニューヨークだより

2015 年 10 号（情報処理推進機構）＜https://www.ipa.go.jp/files/000048357.pdf＞（最終

アクセス 2015 年 12 月 9 日）。 
785 電力系統を最適に制御することで効率的なエネルギー利用を図るシステム。 
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る予定となっており、そこにはオフィス、商業スペース、公立学校、5,000 戸の住宅が備え

られる786。この地域の各ビルと施設は光ファイバーのネットワークでつながれ、各所に設

置されたセンサーからデータを集めて地域の動向をリアルタイムで分析することが可能と

なるという。本プロジェクトでは、データの分析により、以下のような様々なスマートシ

ティの機能の実現が目指されている787。 

・データの分析やモニタリングにより歩行者の流れを予測し、交通渋滞や交通機関のサー

ビス向上につなげる。 

・屋内外の大気状態のモニタリング。 

・モバイルアプリを通して地域住民の健康状態や行動レベルをモニタリング（オプト・イ

ンした住民のみ）。 

・ゴミのリサイクルが正しく行われているか評価。 

・熱電供給システム（コジェネレーション）やマイクログリッドの使用状況をモデル化。 

  

2 サンフランシスコ（カリフォルニア州） 

 つぎに、カリフォルニア州サンフランシスコでは、都市部のデータをスマートシティへ

つなげる試みとして、データの可視化とオープン化を進めている。同市では公共サービス

の向上を目的として、行政情報のデータを無償で提供する「DataSF」と呼ばれるオープン

データサービスを提供しているが、同サービスではデータを直接利用できる API

（Application Programming Interface）788も提供されるなど利便性の高いものとなってい

るため、様々な企業がデータを活用して交通機関、地域環境、リサイクル、犯罪情報に関

するサービスの提供を始めている789。近年ではさらに、都市部のデータを省エネに活用し

スマートシティへつなげる試みとして、都市環境のデータを一元的に提供する 5D Smart 

San Francisco 2030 District プロジェクトが勧められている790。 

                                                   
786 Katherine Clarke, Real estate giant the Related Companies breaks ground on first 
residential tower at Hudson Yards (Dec. 4, 2014), http://www.nydailynews.com/life- 

style/real-estate/ground-breaks-residential-tower-hudson-yards-article-1.2032195 (last 

visited Dec. 9, 2015). 
787 Heather Clancy, Hudson Yards: A connected neighborhood grows in Manhattan (Jun. 

11, 2014), http://www.greenbiz.com/blog/2014/06/11/along-new-york-urban-analytics 

(last visited Dec. 9, 2015). 
788 アプリケーション・プログラミング・インターフェイスとは、プログラミングの際に使

用できる命令や規約、関数等の集合のことを指す。ソフトウェア開発の際、いちから全て

を作ることは困難だが、API を利用すれば元々あるプログラムをもとにして、自分でプロ

グラミングすることなくその機能を利用したソフトウェアを作成することができるのであ

る。参照、IT トレンド「IT 用語集 API とは」＜http://it-trend.jp/words/api＞（最終アク

セス 2015 年 12 月 12 日）。 
789 Nick Wallace, Top 10 Cities for Big Data (Aug. 6, 2015), https://smartasset.com/ 

insights/top-10-cities-for-big-data (last visited Dec. 9 2015). 
790 Patrick Marshall, San Francisco focuses IoT platform on energy data streams (Mar. 

3, 2015), https://gcn.com/Articles/2015/03/03/San-Francisco-CityZenith.aspx (last 
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3 ボストン（マサチューセッツ州） 

そして、マサチューセッツ州ボストンでは、交通と道路環境を中心としたスマートシテ

ィの取り組みを進めている791。2013 年 12 月、ボストン市から交通渋滞緩和を目的とした

スマートパーキングと渋滞回避情報提供サービスを開始することが発表された。スマート

パーキングは、道路に埋め込まれたセンサーで路上の駐車スペースの使用状況がわかるよ

うになっており、ドライバーはスマートフォン用のアプリを使って駐車スペースを確認す

ることができるというものである。都市部では路上駐車できるスペースを探して自動車が

特定の地域を集会するケースが多く、これが渋滞を悪化させることが多いため、アプリを

使ってドライバーに速やかに駐車してもらい、不要な交通量を削減させようという取り組

みである。 

一方の渋滞回避情報提供サービスは、交通情報を扱う All Traffic Solutions 社の製品を導

入したもので、目的地まで最短時間のルートを電光掲示板で通知してくれるものである。

このシステムは、人工衛星を使った渋滞状況の分析により目的地までの所要時間を毎分更

新することができ、地上のセンサーに頼らないため都市のあらゆる場所の渋滞情報を提供

できる点が特徴である。 

 

4 レイクノナ（フロリダ州） 

最後に、フロリダ州オーランドの郊外にある計画都市レイクノナ（Lake Nona）では、

ヘルスケアにフォーカスしたスマートシティの構築が進められている。その取り組みの大

きな特徴として、住民の健康を配慮したスマートハウスの導入がある。同地域に建設され

ているスマートホームには住民の健康状態を管理する機能が備えられており、家族の体重、

血圧、薬の処方歴、血糖値、水の消費量（飲んだ量）に加え、ウェアラブル端末を用いて

運動量などを管理できるようになっている。これらの情報は住宅に備え付けられたスマー

トミラーと呼ばれる液晶表示が可能な鏡で確認できることができ、さらに、データを医療

機関と共有することで健康維持や病気の治療にも役立てることが可能となっている792。 

 

5 小括 

 以上のように、アメリカの各都市においても、ICT を複合的に利活用して（あるいはそ

れを予定して）新たなまちづくりがなされてきていることがわかる。つまり、そこにおい

ては、より統合的・包括的観点からの個人情報保護・プライバシー保護が求められている

                                                                                                                                                     

visited Dec. 9 2015). 
791 City of Boston, Boston Taking a New Approach to Traffic and Parking Challenges 

(Dec. 11, 2013), http://www.cityofboston.gov/news/Default.aspx?id=6436 (last visited 

Dec. 9, 2015). 
792 Anjelica Partridge, Students Lead “Smart House” Tours For Heath IT Conference 

(Mar. 3, 2014), https://med.ucf.edu/news/2014/03/students-lead-smart-house-tours-for- 

heath-it-conference/ (last visited Dec. 9, 2015). 
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のである。 

 

第二款 プロジェクトを牽引する民間企業 

 つぎに第二款では、以上のアメリカ各地におけるスマートシティプロジェクトを牽引す

る民間企業のいくつかについて、その特徴を紹介していく。 

 

1 Cisco 社 

Cisco 社は、米国のみならず海外の様々なスマートシティの構築を手がけており、スマー

トシティ業界の牽引的な企業となっている。同社は IoT をあらゆる分野へ導入する

「 Internet of Everything（ IoE）」という方針を掲げており、「Smart＋Connected 

Communications」というスマートシティ構築のソリューションを提供している793。 

このソリューションの具体例としては、スマートパーキングでは地面のセンサーと監視

カメラの二つを使うことで自動車の認識率を高め、駐車場の収益増加と管理費の削減につ

なげている。スマート街灯もセンサーとカメラの両方を使うことで人通りや交通量を細か

く認識し、天候や状況にあわせた明るさの自動調節ができるようになっている。交通シス

テムでは、バス停にカメラ、音声センサー、環境センサー、Wi-Fi ホットスポット、携帯電

話の充電ステーション、大型タッチスクリーンを装備した設備（スマートバス停）を配置

している。Wi-Fi 機能は利用者向けのサービスだけでなく乗客数のカウントなどにも活用さ

れ、大型タッチスクリーンは情報キオスクやデジタルサイネージに利用される形となって

いる。また、複数のセンサーとカメラによって事件や事故を検地してバス停周辺の治安の

監視なども行っているという。 

 

2 General Electric（GE）社 

General Electric（GE）社はこれまで環境に配慮した産業機器の開発に取り組んできた

が、近年では IT と組み合わせてスマートシティへの応用を進めている。GE 社は 2005 年

から経済効果が高く環境への影響が少ない産業機器を開発する取り組み「Ecomagination」

を進め794、これにより再生可能エネルギー、水のろ過技術、下水処理技術、スマートビル、

産業機器のセンサーネットワーク、交通システムなどスマートシティへと繋がる技術を育

ててきた795。同社はスマートグリッド用のスマートメーターを製造し様々な企業へ提供し

                                                   
793 Jared Danaraj, The Internet of Everything for Cities: Towards new models for 
Smart+Connected Communities (May 7, 2014),  http://www.cisco.com/web/AP/IoE 

WebinarSeries/docs/smart_connected_communties.pdf (last visited Dec. 9, 2015). 
794 Alexander Haldemann, GE's Ecomagination Turns 10: How a Brand Can Be a 
Driver for Change (Sept. 16, 2015),  http://www.huffingtonpost.com/dr-alexander- 

haldemann/startup-slideshow-test_b_7181672.html (last visited Dec. 9, 2015). 
795 Felicia Jackson, Companies in Smart Cities (2011), http://www.cleantechinvestor. 

com/portal/citiesofthefuture/9444-companies-in-the-smart-cities-space.html (last visited 

Dec. 9, 2015). 
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てきたが、2010 年に「Ecomagination」のラインナップにスマートグリッドを加え796、近

年はスマートグリッドの制御用ソフトウェアの開発に力を入れるなど、スマートグリッド

事業へ本格的に乗り出そうとしている797。 

具体的なサービスとしては、例えば、スマート街灯があげられる。これは、交通状況に

あわせて照明を変えるだけでなく、センサーやカメラを通して路上駐車スペースの監視や、

環境モニタリングをすることができ、通行人のスマートフォンにメッセージを送ることも

できるというものである798。 

なお、同プロジェクトの特徴として、GE 社の IoT 向けクラウド「Predix」を使用してい

るという点がある。「Predix」はクラウド上で機械同士の通信やデータ分析を行うことで、

様々な都市機能と IoT デバイスを追加することが可能なプラットフォームとしての役割を

果たすものである799。 

 

3 IBM 社 

IBM 社は様々なスマートシティの構築を進めてきたが、近年では IoT や人工知能を活用

した都市機能の導入を進めている。同社は 2008 年から「Smart Planet、Smart Cities」を

提唱し、環境や都市機能を中心とした取り組みを進めてきた800。近年では IoT、クラウド、

アナリティクスを活用した戦略に重点を置き始めており、2015 年 3 月に新しいビジネス部

隊として IoT 部門の設立を発表した。IBM 社はこれまでの実績から高いセキュリティと多

様なデータ分析が可能な IoT システムがスマートシティに不可欠と認識し、この新しい部

門の設立によってスマートシティの基盤となる IoT の開発を目指す。具体的には IoT 向け

のクラウドの構築であり、クラウド上で IoT の実績としてスマートシティの取り組みが取

り上げられている。また、同社は自動車やスマートフォンといった多くの機器から生み出

されるデータの 90%が活用されていないと述べ、多くのデータを使ったアナリティクスの

活用によるサービスの向上を目指している801。 

                                                   
796 GE Grid Solutions News & Events, GE Smart Grid Solution Expands Portfolio of 
ecomagination Products (Apr. 22, 2010), http://www.gegridsolutions.com/press/2010/ 

042210_ecomagination.htm (last visited Dec. 9, 2015). 
797 David Groarke, Profile of GE Energy From The Networked Grid 150 (Apr. 19, 2013), 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/Profile-Of-GE-Energy-From-The-Network

ed-Grid-150 (last visited Dec. 9, 2015). 
798 Katherine Ling, Next-generation LEDs -- bright in more ways than one (Oct. 1, 

2015), http://www.eenews.net/stories/1060025667 (last visited Dec. 9, 2015). 
799 GE Lighting Press Releases, GE Announces Programs for Intelligent Cities on Both 
U.S. Coasts as it Pilots New Connected LED Solution (Apr. 16, 2015),  http://press 

room.gelighting.com/news/ge-announces-programs-for-intelligent-cities-on-both-u-s-coa

sts-as-it-pilots-new-connected-led-solution#.Vmx1g6_UiCp (last visited Dec. 9, 2015). 
800 IBM 100 Icons of Progress, Smart Planet, http://www-03.ibm.com/ibm/history/ 

ibm100/us/en/icons/smarterplanet/ (last visited Dec. 9, 2015). 
801 IBM News releases, IBM Connects “Internet of Things” to the Enterprise (Mar. 31, 

2015), http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/46453.wss (last visited Dec. 9, 
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さらに同社は、2011 年から「Smart Cities Challenge」プロジェクトをはじめている802。

これは具体的には、人工知能「Watson」を使用したクラウドベースのアナリティクスサー

ビス「Watson Analytics Profession Edition」によって、データの分析から人の交通の移動

パターン、公衆衛生、事故や事件、災害の影響などの調査を行うものである。 

 

4 小括 

 以上の紹介からも明らかなように、スマートシティ構想の技術的側面を支えているのは

国家ではなく、情報産業界の民間企業であるといえる。そのため、そのシステムの不備や

悪意のある設計・利用について責任を問う場合には、対民間企業の問題でもあるというこ

とを念頭に置かなければならないといえる。 

 

第三款 連邦政府・業界団体の取り組み 

 ここでは、以上のような都市や民間企業の取り組みに対して、連邦政府がどのように対

応し、また、どのように業界団体が形成されつつあるかを略述する。 

 

1 連邦政府 

連邦政府では従来から超高速ブロードバンドや IoT 研究、スマートシティの基盤作りを

進めてきており、近年では、ブロードバンドを活用した本格的なスマートシティの構築へ

と乗り出している。2012 年 6 月バラク・オバマ（Barack Obama）大統領は、超高速ブロ

ードバンドの整備と活用を支援する組織の立ち上げを支持する大統領令を発表した803。こ

の大統領令では連邦政府機関におけるブロードバンド整備手続きを統一させることと、超

高速ブロードバンドの整備と活用を支援する官民連携パートナーシップ「US Ignite」を設

立することが盛り込まれている。「US Ignite」はアメリカ国立科学財団（NIST）が研究開

発を主導し、商務省などの連邦省庁が様々なプロジェクトを進める形となっており、IBM

社など大手企業や大学研究機関も参加している。 

2013 年 12 月には、IoT 政策の一つとして国立標準技術研究所主導によるスマートシティ

構築の官民連携パートナーシップ SmartAmerica Challenge が発表され804、2014 年 6 月に

                                                                                                                                                     

2015). 
802 Rutrell Yasin, IBM taps 33 cities worldwide for "smarter cities" grants (Mar. 16, 

2012), https://gcn.com/articles/2012/03/16/ibm-awards-33-smart-cities-grants.aspx (last 

visited Dec. 9, 2015). 
803 The White House Statements & Releases, We Can’t Wait: President Obama Signs 
Executive Order to Make Broadband Construction Faster and Cheaper (Jun. 13, 2012), 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/06/13/we-can-t-wait-president-obama

-signs-executive-order-make-broadband-const (last visited Dec. 9, 2015). 
804 Richard Voyles, SmartAmerica Challenge: Harnessing the Power of the Internet of 
Things (Jun. 10, 2014), https://www.whitehouse.gov/blog/2014/06/10/smartamerica- 

challenge-harnessing-power-internet-things (last visited Dec. 9, 2015). 
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は 24 チームによる 6 ヶ月間の取り組みの成果が発表された805。この成功を受けて 2014 年

8 月には SmartAmerica Challenge の第二ラウンドとなる Global City Team Challenge の

立ち上げが発表された。スマートシティは行政サービスや生活の質の向上など、各都市で

目的が共通しているものの、多くのプロジェクトが個別に行われているのが現状となって

いる。このため、Global City Teams Challenge では、アメリカを中心に世界のスマートシ

ティと共同でモデル事業を構築し、標準化や基準の策定を目指すものである806。NIST は

Global City Teams Challenge の取り組みを加速させるために「US Ignite」と提携してお

り、多くの州政府や企業、大学研究機関が参加していくこととなる。 

また、2015 年 9 月、オバマ大統領はスマートシティへの取り組みに一億六千万ドルを投

入する Smart Cities イニシアチブを発表した807。このイニシアチブはこれまでの取り組み

を更に進めるもので、整備されたブロードバンドを活用して交通渋滞の解消、犯罪対策、

経済成長の促進、気候変動への対応、行政サービスの向上を目指した研究開発が行われる。

アメリカ内の 20 以上の都市が同イニシアチブに参加することとなっており、企業、大学、

研究機関が各自治体のスマートシティ構築に協力していくこととなる。 

 

2 業界団体 

アメリカで最も大きなスマートシティ業界団体の一つであるSmart Cities Councilでは、

スマートシティ構築のためのフレームワークつくりを進めている808。この団体は 2013 年 5

月に設立され、生活、雇用、持続性の高いスマートシティの構築を目的としており、GE 社、

IBM 社、アメリカ通信大手 AT&T 社など様々な分野の大手企業に加え国内外の大学や研究

機関が参加するなど、横断的な取り組みを進める組織となっている。 

また、セキュリティ業界もスマートシティのセキュリティ対策に動き出しており、2015

年 6 月に Securing Smart Cities が設立された809。同団体はロシアのセキュリティ会社

Kaspersky Lab 社等複数のセキュリティ企業で構成され、スマートシティの構築で直面す

る様々なセキュリティ面の情報共有や共同研究を行い、スマートシティの構築を進める地

                                                   
805 NIST, Global City Teams Challenge, http://www.nist.gov/cps/sagc.cfm (last visited 

Dec. 9, 2015). 
806 Kathleen Hickey, NIST kicks off round 2 of SmartAmerica Challenge (Aug. 29, 2014), 

https://gcn.com/articles/2014/08/29/nist-smartamerica-challenge.aspx (last visited Dec. 

9, 2015). 
807 The White House Statements & Releases, FACT SHEET: Administration Announces 

New “Smart Cities” Initiative to Help Communities Tackle Local Challenges and 
Improve City Services (Sept. 14, 2015), https://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 

2015/09/14/fact-sheet-administration-announces-new-smart-cities-initiative-help (last 

visited Dec. 9, 2015). 
808 Smart Cities Council HP, http://smartcitiescouncil.com/category-membership (last 

visited Dec. 9, 2015). 
809 Jaclyn Brandt, Cybersecurity experts launch smart city research center (Jun. 2, 

2015), http://www.smartgridnews.com/story/cybersecurity-experts-launch-smart-city- 

research-center/2015-06-02, (last visited Dec. 9, 2015). 
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方自治体のサポートを目的に活動している。 

 

3 小括 

 以上の検討で明らかになったように、スマートシティ構想は単に地方都市や民間企業に

よってのみ企画が進められているのではない。一方で連邦政府が経済面での支援を行い、

他方で情報交換や技術提携を見込んだ業界団体も形成されてきているのである。 

 

第四款 アメリカにおけるプライバシー保護のあり方とその問題点 

以上のような状況において、利活用の対象となる個人の情報・プライバシーはいかなる

形で保護されうるのだろうか。この点、アメリカは日本のような包括的な個人情報保護に

関する法律を持たないが、業種別（セクトラル方式）に各種連邦法が整備されており、な

おかつそれぞれの州において個別の立法がなされるという形になっている。現状、連邦法

レベルではスマートシティのような問題に特化した法律は存在しないが、その中核技術と

もいえるスマートグリッドに関するワーキンググループの検討では、以下に示すような法

律を個別に適用するか、あるいは改正することで問題に対応することが考えられるとされ

ている810。 

  

政府 

  1974 年プライバシー法（the Privacy Act of 1974） 

1987 年コンピュータ・セキュリティ法（the Computer Security Act of 1987） 

  電子政府法（the E-Government Act of 2002） 

宅内のプライバシー 

  憲法第四修正、第十四修正（the protections provided by the Fourth and Fourteenth 

Amendments to the U.S. Constitution） 

ヘルスケア 

 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（the Health Insurance Portability and 

Accountability Act, HIPAA） 

これに関連するものとして、経済的及び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法

律（Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, HITECH） 

金融 

 1999 年金融サービス近代化法（Financial Services Modernization Act of 1999）通称、

グラム・リーチ・ブライリー法（the Gramm-Leach-Bliley Act, GLBA） 

  公正信用報告法（the Fair and Accurate Credit Transactions Act, FATCA） 

                                                   
810 The Smart Grid Interoperability Panel – Cyber Security Working Group, NISTIR 
7628 Guidelines for Smart Grid Cyber Security: Vol. 2, Privacy and the Smart Grid 

(Sept. 2010), http://www.nist.gov/smartgrid/upload/nistir-7628_total.pdf (last visited 

Dec. 9, 2015) at 8. 
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  レッド・フラッグ・ルール（the Red Flags Rule） 

教育 

  家族の教育権およびプライバシー法（the Family Educational Rights and Privacy Act, 

FERPA） 

  児童インターネット保護法（the Children’s Internet Protection Act, CIPA） 

通信 

  憲法第一修正（the First Amendment to the U.S. Constitution） 

電気通信におけるプライバシー保護法（the Electronic Communications Privacy Act, 

ECPA） 

  電話加入者保護法（the Telephone Consumer Protection Act, TCPA） 

オンライン 

  CAN-SPAM 法（ the Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and 

Marketing Act,  CAN-SPAM） 

  米国愛国者法（the Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, USA PATRIOT Act） 

労働 

  障害を持つアメリカ人法（the Americans with Disabilities Act, ADA） 

雇用機会均等法（the Equal Employment Opportunity Act, EEO） 

  

このように、スマートグリッドの規律に関連しうる法律ですら多岐にわたっていること

からもわかるように、その技術を応用し、さらに数多の技術と複合させるスマートシティ

においては、多分野に亘る複合的な規制が必要になってくることは必至である。しかし、

繰り返し言うように、これに包括的に対応する法律はアメリカにはなお存在しないのであ

る。 

このような状況について、エツィオーニはいくつかの批判を行ってきている。本章の次

節以下では、これらの批判に関する検討を行っていく。すなわち第一に、本問題において

は公（政府）と私（主として市場）の領域が曖昧化しているという問題、第二に、宅内の

プライバシー保護を担う判例による法形成（主として第四修正の事案）の問題点、第三に

情報のセンシティブさを基軸としたセクトラル方式の立法によるプライバシー保護の問題

点である。 

 

第二節 公私の領域の曖昧化という問題点 

前述のように、スマートシティに関するプロジェクトでは、都市、民間企業（及び業界

団体）、政府がそれぞれ重要な役割を担っている。そのため、もし仮にスマートシティのシ

ステムに何らかの問題が起きた場合、いったいいかなる主体がいかなる責任を負うのかに

ついては、現状では明らかでないように思われる。 
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この点について、エツィオーニは、「公私の領域の間の区別は、なおプライバシーに関す

るわれわれの熟慮や政策を系統立てる主要な方法となりうるだろうか」と問う811。彼によ

ると、サイバースペース（cyberspace）の出現によって、「公」（public）――「政府」

（governmental）と同義――と、「私」（private）――「政府以外のもの」（all the rest）

――の領域の曖昧化が起こっており、これはプライバシー、社会保障番号（social security 

number, SSN）、サイバーセキュリティ（cybersecurity）の三分野で顕著であるという812。 

そこで鍵となる問題は、「このトピックについて、たとえどうアプローチしようが、公私

の区別に注意を払う必要は低減しており、かわりに双方の領域が絡み合っていると扱うア

プローチを求める必要がある」ということである。 

 

第一款 プライバシー ビッグブラザーとその法人組織の同業者 

 インターネットの発展につれて、プライバシーの主要な侵害主体はまた、国家から私人、

主として民間企業へと移ってきている。彼等によるプライバシーの侵害の程度を、エツィ

オーニは「政府によるそれと大差ない」と評価する813。そして、インターネットユーザが

何を買い、読み、どこを訪れ、そして彼らの誰が電話をし、E メールを送り、デートなどを

しているかの情報を集めている企業には二種類あるとエツィオーニは整理し、これらにつ

いて検討していく。 

まず、第一の分類に入るのは、単に「彼らのサイトを訪れるユーザの行動をビジネスの

一環として追跡する」企業である814。彼等は、購入履歴や商品ページの閲覧記録がセール

スの助けとなるために、このような行動をとる。これはほぼすべてのオンラインの小売業

者に当てはまることである。次に、第二の分類に入るのは、「インターネットユーザの投影

を作成し、彼らに関する詳細な情報のファイルを保持すること」を主としたビジネスをす

る企業である。彼らは、誰であれ対価を支払うものに対して情報を売る。 

 クリストファー・スロボギン（Christopher Slobogin）によれば、このような企業は「わ

れわれ全員」についての情報をクライアントに提供し、そこには「基本的な人口統計情報

（basic demographic information） 、収入、自己資本（net worth）、 不動産、社会保障

番号、現在そして過去の住所、電話番号、ファックス番号、近隣の住民の名前、運転に関

する情報、自動車のナンバー、車検番号、破産や金銭貸借の履歴、雇用歴、職歴、前科、

銀行の口座や取引、株式の購入歴、クレジットカードの取引」が含まれる815。 

 このような企業の習慣を、クッキー（cookies）等の様々な新しい技術がまた、拡大させ

ている。その一方で、個人は自身のプライバシーを尊重してくれる企業とのみ取引するこ

                                                   
811 Amitai Etzioni, The Bankruptcy of Liberalism and Conservatism, 128 POLITICAL 

SCIENCE QUARTERLY 52 (2013). 
812 Id. at 45. 
813 Id. at 48. 
814 Ibid. 
815 Christopher Slobogin, Government Data Mining and Fourth Amendment, 75 

UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 320 (2008). 
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とで彼等自身を守るという手段に訴えることはできないことに、エツィオーニは注意を喚

起する816。なぜなら、企業のプライバシーポリシーは難しい法律用語で書かれていたり、

個人にとっては現実的ではないものばかりで、透明性が十分ではないからだ。 

 以上のような状況を観察して、エツィオーニは、「民間企業は、政府が行ってきたプライ

バシー侵害行為のほとんど全てを現状では法の制限もなく行うことができる」と主張する

817。ただ、このような彼の理解に対して、民間部門はこの手の情報を単に商業的な目的に

のみ利用する一方で、政府は人々を投獄したり、自由な言論を抑圧したり、彼らの権利を

侵害するために情報を利用するという違いがあると思う向きもあるかもしれない。しかし

ながら、民間企業によるプライバシーの侵害は、政府によるそれとある種同様の効果を有

していると、エツィオーニは主張する。つまり、銀行が癌となった人々のローンを回収し

たり、企業が社員を雇うときに政治思想や宗教観を理由にこれを拒否したり、結果として

政府の機関が実行するのと同じような形でプライバシーが侵害されうるのである818。 

さらに重要なのが、企業が収集した情報を政府が利用できることにも留意しなければな

らないことであると、エツィオーニはいう819。 

 たとえば、チョイスポイント（Choicepoint）社はほぼすべてのアメリカ人の情報を収集

している企業だが、彼等は司法省（を通じて FBI）、麻薬取締局（DEA）、内国歳入庁（IRS）、

市民権入国管理局（BCIS）を含む政府機関と、少なくとも 35 回は取引していることが判

明している820。チョイスポイントだけではない。商業的データ・バンクは日常的に金融情

報等の個人に関する背景知識を当局に提供している821。連邦政府は、個人の「犯罪歴、写

真、財産の所有、社会保障番号、住所、破産歴、家族、クレジットカードの情報」を含む

データベースの開発のために、民間のデータ・マイナーに 1 千 2 百万ドルの出資をしてい

る822。政府が民間企業と取引した正確な回数は、これらの情報が機密扱いになっているた

め不明だが、ひとつの研究によると、2004 年から 2006 年の間に、民間セクターのデータ

を使った 199 のデータ・マイニング･プロジェクトが、政府によって実施ないし計画されて

いる823。 

                                                   
816 Etzioni, supra note 811, at 49-50. 
817 Id. at 50. 
818 Ibid. 
819 Ibid. 
820 Jay Stanley, The Surveillance-Industrial Complex: How the American Government 
is Conscripting Businesses and Individuals in the Construction of a Surveillance, ACLU 

(Aug. 2004), http://www.aclu.org/FilesPDFs/surveillance_report.pdf (last visited Dec. 25, 

2015) at 26. 
821 Christopher Hoofnagle, Big Brother’s Little Helpers: How Choice Point and Other 
Commercial Data Brokers Collect, Process, and Package Your Data for Law 
Enforcement, 29 N.C. ILJ (Summer 2003) 595. 
822 SOLOVE, supra note 575, at 170. 
823 Arshad Mohammed & Sara Kehaulani Goo, Government Increasingly Turning to 
Data Mining, THE WASHINGTON POST (Jul. 5 2006), http://www.washingtonpost.com/ 

wp-dyn/content/article/2006/06/14/AR2006061402063.html (last visited Dec. 9 2015). 
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 つまり、人びとに関する情報の過度の「収集」行為自体は、政府に為されようと、民間

になされようと、現在では大きな違いはなくなっているのである824。 

 

第二款 全国的な（公私にわたる）個人の識別子 

 社会保障番号はサイバー時代のずっと以前から、公と私双方の領域において、広く使用

されており、効率性や一層高まるプライバシーの問題にその発端から寄与してきたといえ

る。ここでは簡潔に、社会保障番号がデジタル化の後、双方の領域においてさらに重要性

が増したことを見ていく。 

 社会保障番号の創設は、1936 年に施行された、1935 年社会保障法（Social Security Act 

of 1935）に由来する。これは、被用者の収入や社会保障の受益の適格性を追跡する記録保

存システムを社会保障局（Social Security Administration）が構築することを合法化する

ものである。まもなく、社会保障番号はおおよそ全てのアメリカ人と居留者（regal residents）

に割り当てられた825。 

その当初から、公的機関はプライバシーと秘密性の問題に関心を抱いていた。社会保障

番号は、はじめは公の領域においてのみ――さらにいうならばこの領域の中だけで――、

そして非常に限定され綿密に統制された目的のためだけに使用される追跡装置として意図

されていたのである826。 

 その後、公的領域における社会保障番号の使用の拡大が明らかになったのは、1943 年で

ある827。このとき、すべての連邦機関が個人のための新しい身元確認システムを設立する

ために社会保障番号を排他的に利用することを、行政命令が正式に許可したのであった。

さらに、社会保障番号はさまざまなシステムに利用されていく。しかし、それはあくまで

その目的の範囲内についての許可であった。つまり、社会保障番号は公的部門において偏

在するようになったが、一方でこれを利用する特定の職務に無関係な目的のために連邦の

機関が社会保障番号を開示することを連邦法が限定し続けていた。 

 その後、民間部門が、マネジメント目的の身元確認や記録との照合、顧客の履歴の保管、

そしてその他の組織とのデータの交換に、社会保障番号を利用することが非常に便利であ

ることに気がついた828。そして実際に、クレジット会社や銀行、ヘルスケアの事業者が、

これを利用するようになったのである。 

 また、情報のデジタル化が、その収集、処理、分析をより効率的かつ生産的なものにし

                                                   
824 Etzioni, supra note 811, at 51. 
825 Carolyn Puckett, The Story of the Social Security Number, 69 SOCIAL SECURITY 

BULLETIN 55-75 (2009) at 56. 
826 Id. at 60. 
827 Kathleen S. Swendiman, The Social Security Number: Legal Development Affecting 
Its Collection, Disclosure, and Confidentiality, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE 

(Feb. 21, 2008), http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL30318.pdf (last visited Dec. 25, 2015) 

at 2. 
828 Etzioni, supra ntoe 811, at 42. 
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た829。法の執行や安全保障、医療、研究、そして通商は、それらが紙の記録に頼らなけれ

ばならない限り、非常に妨害される。例えば医療に関する情報は、しばしば医者のオフィ

スで紙媒体のなかにとどまっており、患者やオフィスをまたがる分析は非常に困難となっ

ている。 

 これらについては、周知のように、公私の両部門におけるデータベース、会計システム、

個人に関する記録をまたがった個人確認のどれもが、デジタル化の効率性と生産性の大幅

な増進がなされなければ達成されえなかったことには留意すべきである。社会保障番号は

こうして公私両部門において実行される身元確認の主要な方法となったのである。 

 以上より、公と私の領域の違いは、しばしば想定されるものよりもずっと小さく、サイ

バースペースの出現により、その違いはさらに減退していることが示されたのではないだ

ろうか。ふたつの領域はともに、人々の身元を確認し、彼らについて記録を保持し、彼ら

の位置を特定し、彼らの他者との生活の一側面についての情報を関連付ける、ほぼ普遍的

といえる追跡装置に頼るようになっている。この追跡装置は二つの領域でひとつか、ある

いは同様のものである。そのためエツィオーニは、二つの領域が「絡みあう」（intertwine）

という語を、このような転換と二つの領域の間の結果的なつながりを指すために使ってい

る。 

 このように、双方の領域が同じ方向へ共同して変動していくに連れて、社会保障番号の

過度の使用に繋がった。そして、新しい問題である IDの乗っ取り（identity theft）や古典

的な問題であるプライバシーへの反応を引き起こした。このような関心は、限定的ながら

も、社会保障番号の使用の制限に繋がったこともある（自動車のライセンスなど）。この点、

社会保障番号の使用により出現するプライバシーや匿名性（anonymity）の侵害について関

心がある人びとは、歴史的には、主として「ビッグ・ブラザー」としての政府に焦点を当

ててきた。しかし、二つの領域の「絡み合い」が、その再考の必要性を強調する。なぜな

ら、かなり多くの営利企業が、人びとに関する詳細で内密なファイルを保持することを含

めて、様々な方法で社会保障番号を使用して、アメリカ人を目下追跡しているからである。 

そこで、この行程を転換するためには、双方の領域において社会保障番号の利用を同時

に制限すること以外に方法がないように思われると、エツィオーニは言う830。 

 

第三款 サイバーセキュリティ――領域横断的な課題 

 安全保障は国家の役割であるということは、広く共有された理解であるものの、しかし

合衆国では、安全保障に対して、民間部門も長らく重要な役割を果たしてきた831。セキュ

リティに関する業務の民間部門への依存は、ジョージ・W・ブッシュ（George W. Bush）

政権のあいだに非常に進展し、オバマ政権の間にも、限られた程度しか規模が縮小されて

                                                   
829 Id. at 43. 
830 Id. at, 44. 
831 Id. at, 52. 
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いない。 

 その結果、民間のセキュリティ産業の様々な性質が、公的なセキュリティ事業に深甚な

影響を与えている。同時に、ここ十年で急速にその重要性を増している部門であるサイバ

ーセキュリティのすべての問題において、公私の領域の「絡み合い」が非常に高まってい

ることを、エツィオーニは指摘する832。公的なセキュリティそれ自体が安全であるかの程

度は、かなりのレベルでもって、民間で生産された部品や民間部門によって実行された作

業に基づくセキュリティに依存しているのである。 

 一見したところ、民間部門はサイバーセキュリティを高める新しい手段を強力にサポー

トしていると思う者もいるかもしれない。しかし実際のところ、アメリカの企業はより高

度なサイバーセキュリティのためのサポートをしていないことが明らかとなっている。こ

れは、民間のコンピュータシステムを安全にするインセンティブが、民間部門に必要なア

クションをするよう動機付ける手法とうまく連携していないからであると考えることもで

きよう833。例えば、インターネット上の銀行強盗の被害が急速に大きくなっているにもか

かわらず、追加的な保護のコストがサイバー窃盗による損失よりも高額なのである――そ

のため、追加的なセキュリティは金融機関にとっては魅力的なビジネスの提案ではないの

である834。 

 政府主導の、民間部門におけるサイバーセキュリティを高めるという手法は、既述の公

私の高度な「絡み合い」からすると、本質的な手段であるといえるとエツィオーニは評価

する835。しかし、サイバーセキュリティの規制に企業を従わせることは、その利益や融通

性、そしてイノベーションの能力に害を加えるとする、民間部門からの抵抗に遭っている。

さらに財界は、彼らが公的機関の責任であると考えるセキュリティの要求を政府が民間事

業に押し付けることは、不正かつ不適当であると看做している836。 

 最終的な結果は、サイバーセキュリティは、脆弱であるということである。さらにいえ

ば、多くの重大な設備のセキュリティを維持する責任が誰に帰属するのかも明確ではない

837。このことは、スマートシティ構想の問題においても同様である。 

 以上より、コンピュータ・ネットワークの実体であるインターネットとサイバースペー

スのその他の要素を所与のものとすると、私の領域におけるサイバーセキュリティをも強

めない限り、公の領域のサイバーセキュリティを高めることはできないとエツィオーニは

                                                   
832 Id. at, 53. 
833 Bruce Sshneier, Eliminating Externalities in Financial Security, SCHNIER ON 

SECURITY (Sept. 23, 2009), http://www.schneier.com/blog/archives/2009/09/eliminating_ 

the.html (last visited Dec. 9, 2015). 
834 See, Jeremy Kirk, IBM Looks to Secure Internet Banking with USB Stick, PC 

WORLD (Mar. 3, 2009), http://www.computerworld.com.au/article/278738/ibm_looks_ 

secure_internet_banking_usb_stick (last visited Dec. 9, 2015). 
835 Etzioni, supra note 811, at 55. 
836 RICHARD CLARKE & ROBERT K. KNAKE, CYBER WAR: THE NEXT THREAT TO 

NATIONAL SECURITY AND WHAT TO DO ABOUT IT 144 (Harper Collins, 2010). 
837 Etzioni, supra note 811, at 56. 
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主張する838。この点、エツィオーニはこれら二つの領域が新しいひとつの領域であるとい

うことを主張したいのではない。単にこれらが深刻なまでに絡み合っており、あたかもひ

とつのシステムであるようになっていると言いたいのである。 

 

第四款 公私の区別に関する他の意見 

以上のように、三つの問題領域で公私の曖昧化が進んでいることを主張するエツィオー

ニであるが、一方で、このような問題設定に批判的な者もいる。ここではそのうち、五人

の見解について略述する。すなわち、グラント・マコーネル（Grant McConnell）、E・E・

シャットシュナイダー（E.E.Schattschneider）、C・ライト・ミルズ（C. Wright Mills）、

セオドア・ローウィ（Theodore Lowi）、マンサー・オルソン（Mancur Olson）らの見解で

ある。 

まずマコーネルは、徐々に絡まっていくものとしての私と公の領域の変化という観点を

そもそも採用しない。反対に、彼は、公の権力が弱くなり分散化していっている一方で、

私の権力が強くなり中央化していると考える839。 

つぎに、シャットシュナイダーは、私と公の衝突を並行的なものとみる。しかしながら、

彼はこの衝突が私の領域に起源を持つものであり、私が公となるような状況について研究

しているといえる840。 

そして、ミルズは、政治（公）と経済（私）の権力の収束、すなわち、ふたつのパワー

エリートが一つとなる過程を検討する841。このテーマは「軍産複合体」の語にも反映され

ている。 

 さらに、ローウィとオルソンは、これら二つの領域を利益団体が架橋しており、それが双

方の領域が絡まる影響力となっていると見なすことができると主張する842。 

 これらの見解では、とくにミルズのそれに顕著だが、なお公と私の領域が別のものであ

り、一方が他方に大きな影響力を与えているかのように措定していることを、エツィオー

ニは見逃さない843。 

 以上のような見解に対し、エツィオーニは、これらの事象で鮮明になっている「社会的

な変化を生じさせる力」が、「公」か「私」どちらかひとつの領域において生じ、その力が

他の領域へ影響を与えているという想定は間違っているとする844。そのため、「公」と「私」

                                                   
838 Id. at 57. 
839 GRANT MCCONNELL, PRIVATE POWER AND AMERICAN DEMOCRACY (Knopf, 1966). 
840 E.E.SCHATTSCHNEIDER, THE SEMI-SOVEREIGN PEOPLE: A REALIST’S VIEW OF 

AMERICA (Holt, Rinehart, and Winston, 1960). 
841 C. WRIGHT MILLS, THE POWER ELITE NEW EDITION (Oxford University Press, 

2000). 
842 THEODORE LOWI, THE END OF LIBERALISM (Norton, 2d ed. 1979); MANCUR OLSON, 

THE RISE AND DECLINE OF NATION (Yale University Press, 1982). 
843 Etzioni, supra note 811, at 46. 
844 Id. at 47. 
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の区別を超えた複眼的な視野からの議論が必要となるのである。 

 

第三節 宅内のプライバシー保護を担う判例による法形成の問題点 

以上のような、「公」と「私」の区別を超えた立論が必要であるとの観点を前提にしつつ

も、本節では、次の問題点として、憲法上のプライバシーについて検討する。 

スマートシティ（とくにスマートハウスのようなもの）において情報が収集・利活用さ

れ、それによって「宅内のプライバシー」の侵害を根拠に訴訟がなされた場合、どのよう

に保護が為され得、そこにどのような問題が伏在しているのであろうか。以下では、アメ

リカにおけるプライバシー保護の展開について略述し、これに対するエツィオーニの批判

を検討していく。この点、アメリカのプライバシー保護に関する通史的研究は、すでに日

本においてもいくつかの優れた研究が存在する845。そのため、本稿ではこれを、エツィオ

ーニの観点から再整理したものを見ていくことにする。 

具体的には、プライバシーの発展史を、①1890 年以前（プライバシーを保護するために

財産権の理論を利用していた時期）、②1890 年から 1965 年（不法行為法の領域においてプ

ライバシーが発展した時期）、③1965 年以後（プライバシーの権利の憲法的基礎に関する大

きな展開を迎えた時期）の三つの時期に区分して検討する。 

 

第一款 プライバシー保護の史的展開 

1 1890 年以前 

1890 年以前のアメリカ社会では、のちにプライバシーと呼ばれるなんらかの側面を守る

ための法的争訟はいくつか見られたが、それらは典型的には私有財産に関する権利に依拠

していた。たとえば、私的な事柄を曝露して人の評判を傷つけることは、ある人が有する

もの（つまりその人の評判）に損害を与えると考えられており、プライバシーの侵害とは

みなされていなかった。 

当時、私有財産の権利は、半ば神聖なものとして扱われていた。これは、自然法の反映

であり、奪うことのできない権利であり、軽減されない、あるいは少なくとも堅固に特権

が与えられた善であった。これはロックの思想に根ざすものである。 

 古典的なリベラルは、個人の権利はその行使が他人の自由を侵害しない限り主張するこ

とができるものであり、個人の権利はその意味で“制限されている”と認識していた。し

かし、この制限は概して、社会的に構想された善に奉仕することを考慮したものではなか

ったことを、エツィオーニは指摘する846。 

 

2 1890 年から 1965 年 

                                                   
845 例えば、アメリカにおける私法上及び憲法上の判例・学説を詳細に検討した論考として、

新保・前掲注（27）。 
846 AMITAI ETZIONI, THE LIMITS OF PRIVACY 189 (Basic Books, 1999). 
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 プライバシーの法制史の次なる記念碑は、やはり、何百もの法的争訟の基礎の役目を果

たしたウォレンとブランダイスの 1890 年のエッセーである。 

 この点は第一部にて既述だが、ウォレンとブランダイスは、彼らの主張を「ほうってお

いてもらう権利」（the right to be let alone）という、二つのことが自明のことと想定され

た権利として組み立てた。彼らは、個人及び家庭生活の範囲は、公共圏やコミュニティか

ら隔離される特性を含むものであり、尊重されるべき（sacred）ものであると言及している

847。 

彼らに主張されたように、ほうっておいてもらう権利はこの上のないそのほかの考慮か

ら隔絶された権利である。そこには、もしコミュニティのメンバー全員がこの自由を行使

したら、共通善が不当に扱われるという明示的な認識がないことを、エツィオーニは問題

視する848。 

 のちの政府当局も、プライバシーを「不可侵の権利」、つまり、強力な主張と切り札とし

ての地位を示すものであると言及している849。さらに、プライバシーを自律（ないし自由）

のきわめて重要な要素として扱ったり、あるいは、自律や自由という概念をあたかもプラ

イバシーと同義であると扱ったり、さらにはプライバシーへの敬意を拡張する強硬な傾向

がみられるようになった。フリードはさらにこれに、人は、プライバシー権の侵害は彼等

のまさに人間性を害するものであると感じるので、プライバシーなしには人びとが互いに

尊敬し、愛しあうことなど、想像できないとする意見を付け加えた850。 

 また、プライバシーはわれわれの最も重要な価値、つまりわれわれが自己省察や選択の

できる道徳的自律の存在であることと密接に結びついており、その侵害は個人主義の品位

を貶め、個人の尊厳を侮辱することになる、すなわち、プライバシーの侵害は西洋的価値

の核心を害するものであるとする者も現れた851。 

これらの議論はすべて、プライバシーの権利を軽減されない善、あるいは、少なくとも

堅固に特権を与えられた価値として描いている。彼等は、共通善がプライバシーに何らか

の制限を要求することが道義的に許される場面を認めない。 

 

3 1965 年以後 

プライバシーの法的基礎の発展の第三段階目は、一般に以下の事案によって始まったと

されており、エツィオーニもこれに倣う852。それは、Griswold v. Connecticut853, Eisenstadt 

                                                   
847 Warren & Brandeis, supra note 44, at 196. 
848 ETZIONI, supra note 846, at 190. 
849 U.S. Office of Science and Thecnology, Privacy and Behavioral Research, 3 U.S. 

GOVERNMENT PRINTING OFFICE (1967). 
850 Fried, supra note 211, at 475. 
851 Bloustein, supra note 225, at 973. 
852 ETZIONI, supra note 846, at 192. 
853 Griswold et al. v. Connecticut, 381 U.S. 479, 85 S. Ct. 1678, 14 L. Ed. 2d 510, 1965 

U.S. LEXIS 2282 (1965). 
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v. Baird854, Roe v. Wade855であり、これらはすべて、生殖に関する選択（reproductive choice）

を扱った事案である。 

 これらの事案以前の時期は、むしろ共通善の観念の方が個人のプライバシーや自律の保

護よりもずっと重視されていたため、避妊具の使用、配布、販売は、既婚のカップルにと

っても違法なこととされていた。さらに、妊娠中絶はほとんどの州で禁止されており、例

外的に母体の生命を救うときにのみ許可されていた。 

 この状況は、1960 年代から 70 年代にかけての一連の画期的な裁判所の判決によって劇

的に変化した。 

 Griswold 判決は、生殖に関する選択の事案の最初のものであるが、ここでは一般的な憲

法上のプライバシー権が確立されたと一般に考えられている。この事案で、連邦最高裁は、

コネチカット州法が避妊具の使用を禁止していることを夫婦のプライバシーの侵害である

と判示した。 

 この新しい権利はすぐに拡張した。Eisenstadt 判決では、裁判所は、避妊具の配布を禁

止することを、それが未婚のカップルに対するものであったとしても、無効とした。その

後の Carey v. Population Service International 856では、未成年者に対する避妊具販売の

制限が撤廃された。 

 これらの事案では、すべて、裁判所は問題となっている自由に関する条件や制限を提示

することも、明白に認めることもしなかった。プライバシーの保護はおおよそ絶対的なも

のとなったのである。裁判所は事実上、州が避妊を不法とすることが妥当となる目的や動

機に注意を払わなかった。そして、Griswold 判決では避妊具の使用は既婚のカップルに制

限されていたにもかかわらず、Eisenstadt 判決では、新しい、より広い、個人のプライバ

シーの概念が創出された。 

 また、その後の Roe 判決では、裁判所は中絶の禁止を無効とすることによって、プライ

バシーの権利をさらに拡張した。しかし、この事案は、議論の余地はあるにしても、おそ

らくそのほかの事案よりもいくらか包括的ではないように思われるとエツィオーニはいう

857。なぜなら、裁判所は妊娠中絶に関するいかなる制限も課してはいないが、際限のない

プライバシー権を認めるアプローチは採用せず、州が中絶を禁止することができるいくら

かの基準を定式化しているからである。 

 しかし、Roe 判決は、それまで州によって支配されて来た行為を個人の選択に従うものと

                                                   
854 Eisenstadt, Sheriff v. Baird, 405 U.S. 438, 92 S. Ct. 1029, 31 L. Ed. 2d 349, 1972 U.S. 

LEXIS 145 (1972). 
855 Roe et al. v. Wade, District Attorney of Dallas County, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705, 35 

L. Ed. 2d 147, 1973 U.S. LEXIS 159 (1973). 
856 Carey, Governor of New York, et al. v. Population Services International et al., 431 

U.S. 678, 97 S. Ct. 2010, 52 L. Ed. 2d 675, 1977 U.S. LEXIS 104, 2 Media L. Rep. 1935 

(1977). 
857 ETZIONI, supra note 846, at 193. 
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したという意味で、重要な事案である858。 

 

4 新しい時代において  

 以上のような歴史的展開を経て、現代のプライバシーの擁護者は今なお、プライバシー

を際限のない特権を与えられた善として扱う。 

彼らは権利一般、とくにプライバシーは、現代のアメリカでは 1890 年代やそれ以前と比

べてかなり十分に保護されていることを認識しているだろう。にもかかわらず、彼らはそ

の思想的な先達と同様の議論を行う。なぜなら、彼らは国家が個人に対して威圧的になる

かもしれないと恐れ続けており、さらに、新しい技術的社会的な発展がプライバシーの破

壊に繋がらないにしても、縮小に繋がるのではないかと考えてもいるからだ。 

 その一方で、プライバシーや他の個人の権利を不可侵のものと扱うことのネガティブな

結果は、初期に形成された法的概念を引用し続ける者たちによって、凡そ無視されて来た

ことを、エツィオーニは指摘する859。 

 そのため、権利、私的選択、私利私欲、社会福祉受給権（entitlement）の領域は膨張・

拡張し、その必然的結果として社会的責任やコミュニティへのコミットメントは無視され、

公共の安全や公衆衛生の悪化というネガティブな結果が生じてしまった860。このような方

向性を、公衆衛生や公共の安全を重視した公共政策推進策としてのスマートシティ構想に

おけるプライバシー保護の問題にそのまま採用するのは、はたして適切なのだろうか。 

 このような問いに対し、エツィオーニは、「新しい社会歴史学的文脈では、公共の安全や

公衆衛生という共通善への大きな献身と、個人の権利の拡張的特権化の抑制が求められて

いる」と答えるのである。 

 

第二款 第四修正説の問題点 

前述のように、アメリカにおけるプライバシー権は、判例上、古典的には主としてイエ

ロージャーナリズムに対抗する権利として議論されてきたが、その後、盗聴等の捜査機関

による違法収集証拠の問題や、あるいは避妊や妊娠中絶等の女性の性に関する決定にまつ

わる問題の解決へと応用されるようになった。 

この点、捜査機関によると盗聴等の事案でよく争点となる憲法第四修正861――これはス

マートグリッドを利用した際の宅内のプライバシーを守る根拠ともされている――は、少

なくとも 19 世紀後半まではコモン・ロー上の不法侵入（trespass）と結びつけて理解され

                                                   
858 Ibid. 
859 Id. at 195. 
860 Id. at 196. 
861 不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されると

いう人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けら

れた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、ま

たは押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。 
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てきた。そのため、かつて、捜査機関による盗聴は、「現実の物理的侵入」が存在しないこ

と、そして、盗聴された会話は、「有体物」の押収ではないことから、第四修正にいう「捜

索・押収」に含まれないとした判例法理が存在した。 

しかし、科学技術の発展に合わせて、その後の判決では所有権に依拠したアプローチか

らは離れるようになり、「有体物」が押収されなくても、第四修正の「捜索・押収」に含ま

れるとされた。ただし、憲法上保護された領域への「物理的侵入」が存在しなければ、「捜

索・押収」ではないとする「不法侵害法則」は、変更されずに維持されてきた。 

最高裁はその後の 1967 年、Katz v. United States において、第四修正ケースに対する家

を中心とするアプローチから離れた。本件はカッツが賭博に関する情報を電話で伝えたこ

とが犯罪とされたものであるが、捜査の過程で FBI の捜査官が公衆電話ボックスの外側に

電子的監視装置（盗聴・録音機）を取り付け、カッツの会話を盗聴し、これを証拠とした

ことが第四修正に違反するとして訴えられた事例である。 

この判決においては、公衆電話ボックスの外側に電子的監視装置を取り付けることは「捜

索」に当たり、政府は物理的な不法侵入を伴っていなくてもあらかじめ令状を得なければ

ならないと判示された。その理由として連邦最高裁は、第四修正は人民を保護するもので

あって場所を保護するものではないとし、個人のプライバシーに対する合理的な期待が侵

害されたときには物理的な侵害がなくても第四修正に違反するとしたのである862。そして、

その後の判決では、公務員が「プライバシーの合理的期待（プライバシーの客観的期待）」

を侵害した場合のみ第四修正違反となるという、Katz 判決におけるハーラン（Harlan）判

事の基準を適用してきた。 

その後同様の問題についてなされた判示としては、例えば、Terry v. Ohio863, United 

States v. White864, United States v. Knotts865, United States, v. Karo866, Kyllo v. United 

States867, United States v. Jones868, Florida v. Jardines869、などがあげられる。これらの

事案は、薬物検査や盗聴、空港での安全検査、DNA サンプリング、呼気検査、麻薬捜査犬

                                                   
862 Katz v. United States, 389 U.S. 347, 88 S. Ct. 507, 19 L. Ed. 2d 576, 1967 U.S. LEXIS 

2 (1967). 
863 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 88 S. Ct. 1868, 20 L. Ed. 2d 889, 1968 U.S. LEXIS 1345, 44 

Ohio Op. 2d 383 (1968). 
864 United States v. White, 401 U.S. 745, 91 S. Ct. 1122, 28 L. Ed. 2d 453, 1971 U.S. 

LEXIS 132 (1971). 
865 United States v. Knotts, 460 U.S. 276, 103 S. Ct. 1081, 75 L. Ed. 2d 55, 1983 U.S. 

LEXIS 135, 51 U.S.L.W. 4232 (1983). 
866 United States v. Karo, 468 U.S. 705, 104 S. Ct. 3296, 82 L. Ed. 2d 530, 1984 U.S. 

LEXIS 148, 52 U.S.L.W. 5102 (1984). 
867 Kyllo v. United States, 533 U.S. 27, 121 S. Ct. 2038, 150 L. Ed. 2d 94, 2001 U.S. 

LEXIS 4487 (2001). 
868 United States v. Jones, 132 S. Ct. 945, 181 L. Ed. 2d 911, 2012 U.S. LEXIS 1063 

(2012). 
869 Florida, Petitioner v. Joelis Jardines, 133 S. Ct. 1409, 185 L. Ed. 2d 495, 2013 U.S. 

LEXIS 2542 (2013). 
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が第四修正の「捜索」を構成するかどうかが問題となったものである。 

しかし、これらの判決には大きく分けて三点の問題があると、エツィオーニは言う。 

第一に、Katz 判決の「プライバシーの合理的な期待」の基準は、人や社会がどう期待す

るかについて、客観的な手法で決定することができず、裁判官がどう評価するかに高度に

依拠してしまっているため、問題がある870。端的にいえば、この「合理的期待」という基

準は、トートロジーなのである。なぜなら、もし判事が原告の主張するプライバシーの期

待が合理的であると思えば原告の訴えは認められるが、もし原告の主張が判事の考える「合

理的な」期待とかみ合わなければ、その訴えは認められなくなるからである。この点につ

いては多くの法学者が批判をしており、例えば、リチャード・A・ポズナー（Richard A. 

Posner）は、「プライバシー保護の合理的な期待のあるプライバシーを侵害された個人でな

い限り、プライバシーの侵害はないというのでは、循環論法である」とこれを批判する871。 

第二に、Katz 判決にもかかわらず、それぞれの家の中で起こった出来事について集めら

れた情報は、今なおしばしばア・プリオリにプライバシーの侵害と考えられる一方、公共

空間や商業空間における行為についての情報を集めるときは、多くの場合国家に収集の認

可が与えられるという問題がある872。 

 しかしながら、プライバシー法における家の不可侵性と公私の区別は、フェミニストの

研究者に盛んに批判されてきた。キャサリン・マッキノン（Catharine MacKinnon）は家

に特別の保護を認めることの問題について、「プライベートがある者にとって避難所になる

一方で、またある者にとってはしばしば同時に、地獄のようなところ（hellhole）となる」

873という。また、リンダ・マクレーン（Linda MaClain）は家における国家の影響からの

自由について、「プライベートでなされること――レイプ、暴力、その他の犠牲（exploitation）

――について、男性の免責を認めることになる」874と指摘する。 

 また一方で、監視カメラや GPS 等の技術の発展の結果、公私の区別がとりわけプライバ

                                                   
870 AMITAI ETZIONI, PRIVACY IN A CYBER AGE: POLICY AND PRACTICE 23-24 (Palgrave 

Macmillan, 2015). 
871 Richard A. Posner, The Uncertain Protection of Privacy by the Supreme Court, 1979 

SUP. CT. REV. 188 (1979). See also, Richard S. Julie, High-Tech Surveillance Tools and 
the Fourth Amendment: Reasonable Expectation of Privacy in the Technological Age, 37 

AM. CRIM. L. REV. 132 (2000); Anthony G. Amsterdam, Perspectives on the Fourth 
Amendment, 58 MINN. L. REV. 349, 384 (1974); Jed Rubenfeld, The End of Privacy, 61 

STAN. L. REV. 106 (2006); Richard H. Seamon, Kyllo v. United States and the Partial 
Ascendance of Justice Scalia’s Fourth Amendment, 79 WASH. U. L. Q. 1023-1024 (2001). 
872 例として、Kyllo, 533 U.S. 27, Payton v. New York, 445 U.S. 573, 100 S. Ct. 1371, 63 L. 

Ed. 2d 639, 1980 U.S. LEXIS 13 (1980), Dow Chemical Company v. United States, 749 

F.2d 307, 1984 U.S. App. LEXIS 16834 (6th Cir. 1984), aff ’d, 476 U.S. 227 (1986). 
873 Catharine A. MacKinnon, Reflections on Sex Equality under Law, 100 YALE L. J. 

1281, 1311 (1991). 
874 Linda C. MaClain, Inviolability and Privacy: The Castle, the Sanctuary, and the 
Body, 7 YALE JOURNAL OF LAW & HUMANITIES 195,209 (1995). 
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シーに関する領域において急速に重要性を減じていると想定する議論もある875。 

 そのため、家を特権化することは妥当ではないとエツィオーニは主張するのである。 

第三に、これらの判決で裁判所は、最初は合法的に収集された情報であっても、その後

個人のプライバシーが害されるように使われうるということに言及していない。これらの

判決では、一次的収集ばかりに目が行ってしまっているのである。しかし、情報がデジタ

ル化され、二次的利活用の多角化が進む今日においては、二次的利活用の危険性について

も配慮し、一次的収集については許容しつつも、二次的利用についてはその内容を制限し

たり、禁止したりする必要があるとエツィオーニは主張する876。 

この点について、二次的利活用の問題に言及している判例もある。最高裁は、United 

States v. Miller877と Smith v. Maryland878において、金融証書（financial documents）や

電話先の番号は、ある種の状況では当局による令状のない収集であっても保護されないと

したと考えることができるのである879。裁判所はこの事案で、人々は一般的に電話番号を

ダイヤルするという行為によって、通話記録に関するプライバシーの期待を放棄している

と主張したのだ。リチャード・A・エプステイン（Richard A. Epstein）は、この「第三者

原理」（Third Party Doctrine）を、「第三者に情報を明らかにした場合には、いかなる者で

あってもその情報に関する第四修正の保護を与えられないとする、一般に受け入れられた

司法の知恵」であると要約する880。 

この第三者原理は、サイバーネーションの時代においては、特に問題であるとエツィオ

ーニは主張する881。なぜなら、人びとに関する情報がより多くサイバースペースでやり取

りされ、より多くクラウドに保存されるようになればなるほど、情報はそれだけ第三者の

手中に収められていくことになるのは明らかだからである。よって、もし第三者原理をそ

のままこの問題に適用してしまうと、われわれのプライバシーはほぼなくなってしまうの

だ。 

このような問題について、ウィル・トーマス・デブリーズ（Will Thomas DeVries）は、

                                                   
875 Christopher Slobogin, Public Privacy: Camera Surveillance of Public Places and the 
Right to Anonymity, 72 MISS. L. J. 213 (2002); Scott E. Sundy, Everyman’s Fourth 
Amendment: Privacy or Mutual Trust between Government and Citizen?, 94 COL. L. 

REV. 1751, 1758-1789 (1994); Bethany L. Dickman, Untying Knotts: The Application of 
Mosaic Theory to GPS Surveillance in United States v. Maryland, 60 AM. U. L. REV. 

731 (2011). 
876 ETZIONI, supra note 870, at 21. 
877 United States v. Miller et al., 307 U.S. 174, 59 S. Ct. 816, 83 L. Ed. 1206, 1939 U.S. 

LEXIS 1162 (1939). 
878 Smith v. Maryland, 442 U.S. 735, 99 S. Ct. 2577, 61 L. Ed. 2d 220, 1979 U.S. LEXIS 

134 (1979). 
879 Stephen E. Henderson, After United States v. Jones, after the Fourth Amendment 
Third Party Doctrine, 14 NC JOURNAL OF L. & TECH. 434 (2013); Orin S. Kerr, The 
Case for the Third-Party Doctrine, 107 MICH. L. REV. 561-601 (2009). 
880 Richard A. Epstein, Privacy and the Third Hand: Lessons from the Common Law of 
Reasonable Expectations, 24:3 BERKELEY TECH. L. J. 2000 (2009). 
881 ETZIONI, supra note 870, at 21. 
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プライバシーにとってのデジタル革命の鍵となる特徴の一つは、われわれに関するあらゆ

る情報がデジタルで保存され、特定の個人にリンクされるために、「デジタル時代のインパ

クトは深刻かつ広汎であり、プライバシー法の一つの領域の拡張では問題を適切に処理で

きないように思われる。現行の枠組みのみではなく、プライバシーの概念上及び法律上の

地位をも進化させることが求められる」と指摘する882。 

 

第四節 セクトラル方式の立法によるプライバシー保護とその問題点 

また一方で、アメリカのプライバシー保護は、主として連邦法による個別的対応によっ

ても為されている。この点、前述のように、アメリカは日本のような包括的な個人情報保

護に関する法律を持たないが、業種別（セクトラル方式）に法律が整備されている。そこ

ではいったいどのような保護が為されえ、そしてどのような問題点があるのか。 

 

第一款 セクトラル方式の立法によるプライバシー保護 

前述のようなアメリカの連邦法や規制は、「その保護を消費者のクレジットカード、電子

的なコミュニケーション、連邦機関の記録、教育記録、銀行記録、ケーブルテレビの契約

者の記録、ビデオレンタルの記録、自動車の記録、健康情報、遠距離通信加入者記録

（telecommunication subscriber records）、子供のオンラインにおける情報、消費者の金

融情報と拡大してきた」883。 

 このような法律のパッチワークは、以下の三つの主たる領域を異なった形で扱うという

根拠に基づいているように思われる。第一に、公的記録から集められた私的情報（家の所

有など）、第二に、比較的センシティブさの程度の高い情報（医療、金融などに関する情報）、

第三に、事実上あまりセンシティブさの程度が高くないと思われる情報（消費者の選択）、

以上である。ここから、パッチワークは情報のセンシティブさの程度に基づいているとい

うことがわかる。 

よって、公的記録は、オンラインにおける伝播にたいしてオープンであるといえると、

エツィオーニは言う884。なぜなら、この種の情報はそもそも私的なものではないからであ

る。また、センシティブさの程度が低い情報は、第三者に利用されても害はないか、ある

いは、あっても少ないため、保護の必要があまりない。一方で、センシティブな情報は保

護する必要がある885。そこで、もしある領域がしっかりと保護されていないことが明らか

になったときは、議論をし、それを保護するために新たな規制のパッチを加えることにな

る。 

                                                   
882 Will Thomas DeVries, Protecting Privacy in the Digital Age, 18:1 BERKELEY TECH. 

L. J. 291-292, 293 (2003).  
883 Gina Stevens, Privacy Protections for Personal Information Online, 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE REPORT FOR CONGRESS (Apr. 6, 2011). 
884 ETZIONI, supra note 870, at 88. 
885 Ibid. 
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 しかし、この手法には二つの深刻な欠点があると、エツィオーニは言う886。このうちひ

とつはしばしば言及されるものであるが、もう一つはあまり気づかれていないものである。 

周知の事実である第一の欠点は、民間部門におけるテクノロジーの発展に対して、パッ

チワークはひどくタイムラグが発生するということである。つまり、保護されていない領

域を保護しようとする規制は、しばしば提案され、草案が作られるが、技術の発展に追い

つけないため、決して採択されることはないのである。 

あまり言及されない第二の欠点は、センシティブな情報とセンシティブでない情報の区

別は思われているほど厳格ではなく、近い将来にはより弱くなってしまうということであ

る887。たとえセンシティブな情報が医療や金融の記録のようにオンラインでより保護され

ていたとしても、あまりセンシティブではない――つまり、あまり保護されない――情報

のデータ分析の結果、大量のセンシティブな情報を明らかにすることができるのである888。 

 

第二款 代替案の模索 

 以上のように、個別の立法による保護に欠点があるならば、何らかの手法によってそれ

を転換するか、補わなければならない。そこでエツィオーニは、いくつかの代替案を検討

する。すなわち、①規範を転換してプライバシーのない世界を構想するか、②事業者の自

主規制に任せるか、③オプト・イン制度を利用するか、④情報の利活用を禁止するか、以

上の四つの方向性である。 

 第一の方向性について、エツィオーニは、情報産業の事業者の中に、プライバシーの浸

食を完全に合法化しようとしているものもいることを指摘する889。ユーザの中にも、プラ

イバシーについて全く気にかけない者もいる。そこで、プライバシーを全くなくしてしま

うということで、この問題を解決することはできるだろうか。 

この点、さまざまなアンケートを見ると、アメリカ人はプライバシーについて非常に気

にかけていることがわかる。 

 例えば、2009 年の調査890では、73～86％のアメリカ人が、インターネット広告経由の購

入の最終成果件数を追跡するトラッキングを拒否し、また、若者の 82％が企業にパーソナ

ルデータを提供することを拒否している。 

一方で、1995 年の調査891では、25％がプライバシーに非常に重きを置く「プライバシー

                                                   
886 Ibid. 
887 Ibid. 
888 Id. at 88-89. 
889 Id. at 81. 
890 Joseph Turow et al., Americans Reject Tailored Advertising and Three Activities 
that Enable It, PA. SCHOLARLY COMMONS 14-15 (Sept. 1 2009). 
891 Alan Westin, “Whatever Works:” The American Public’s Attitudes toward Regulation 
and Self-regulation on Consumer Privacy Issues, NAT’L TELECOMM. & INFO. ADMIN., 

PRIVACY AND SELF-REGULATION IN THE INFORMATION AGE ch. 1, § F, at 52-53 

(1997). 
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原理主義者」、55％が企業による一定の利用に寛容的、20％がそもそもプライバシーに関心

がないという結果が出ている。ただ他方で、2002 年の調査892では、消費者の 70％がプライ

バシーを気にかけているものの、82％が宝くじの 100 ドルに当たるかもしれないことと引

き換えに情報を提供することに同意しているということも明らかになっている。例えば、

フェイスブックにも、同様のクーポンシステムがある。 

以上、数字で見ると、プライバシーについて気にかけている人は多いといえる。しかし

同時に、これを絶対に保護すべきと考える人は多くはないともいえる。 

この点、プライバシーの問題にあまり関心を持っていない人も、自身のセンシティブで

ない情報がときに悪用されていることや、プライバシーが多数決ルールに従う必要がない

権利であるという事実に気づいていないこともある。 

そこで、かりにマイノリティが大事にしているだけであっても、プライバシーはなおア

メリカ人すべての生得権であるというべきであると、エツィオーニはいう893。しばしばプ

ライバシー終焉論者であるかのように扱われる彼であるが、決してその権利性を認めない

わけではないのである。 

第二に、社会的に不具合が生じる恐れがある製品ないしサービスの生産者、提供者（の

団体）などが行う自発的な制限である自主規制は、本問題の解決策として妥当だろうか。

この方向性は、消費者が自身の望むレベルのプライバシー保護を提供する企業のサービス

や商品を選択し、ユーザが自身の選好するレベルのプライバシーのコントロールを行い、

その結果として、政府よりもプライバシー保護を提供しない企業はビジネスを逃すことに

なるため、プライバシー保護を強化することになるという想定に基づいている。 

エツィオーニは、この考えを、リバタリアン的発想に基づくものであり、その想定は社

会的な精査に耐え得るものではないとする894。たとえば、消費者を、自身の最善の利益と

個人の選好と入手できる情報に則して決定する合理的な行為者であるとするこの考えの仮

定は、行動経済学者によって合理的な疑い以上の反証が挙げられている895。そのため、透

明性は働かない。つまり、企業がそのプライバシー基準を単に表明すれば、消費者は自身

に適したものを選ぶことになるという想定は、もしその声明が誤解を招くようなものでな

かったとしても、誤っているのである。そのうえ、プライバシーに関する声明は難解な専

門用語を使用して書かれており、しばしば一貫性がない。また、プライバシーの設定は複

雑で、厄介で、ユーザが情報を消すことができない場所に置いてしまった後で改訂される

こともままある。 

さらに、具体的な規制がないと、企業が墨守すべきプライバシー声明ないし黙示の契約

                                                   
892 Bob Tedeschi, E-Commerce Report: Everybody Talks About Online Privacy, but Few 
Do Anything About It, N.Y. TIMES, June 3, 2003, at C6. 
893 ETZIONI, supra note 870, at 83. 
894 Ibid. 
895 この点に関する更なる議論は、以下を参照。DAN ARIELY, PREDICTABLY IRRATIONAL: 

THE HIDDEN FORCES THAT SHAPE OUR DECISIONS 243 (Harper Collins, 2008). 
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に関する保証がないこととなる。これは必ずしも真っ赤な嘘のような声明ばかりになると

いうことをいうのではなく、むしろ、入念に作られながらもなお誤解を招く、最終的に消

費者を陥れるようなプライバシーに関する約束が生じうることが問題なのである896。 

また、州をまたがって、あるいは海外で事業を展開する大企業には、連邦的規制を進め

ることに関心があるものもあることを、エツィオーニは指摘する897。その理由としては、

自社のビジネスを異なる州法に適合させることや、分野によってプライバシーについて規

制があったりなかったり（多かったり少なかったり）するので、市場の異なるセグメント

をそれぞれ適宜取り扱うことにコストがかかるからである。 

第三に、消費者はプライベートな情報の二次的ないし追加的使用を認めるには、オプト・

アウトよりもオプト・インを採用すべきであるとする考え方がある。この点については、

どう考えるべきであろうか。 

この点について、エツィオーニは、意思によらない情報の二次利用の禁止は、さまざま

なプライバシーに関する声明や保証の評価について制限された能力しか有しない消費者に

とって、逆に重荷になるとする898。彼らは情報の悪用の危険性を理解していないことが多

いため、その自己責任とするのは無謀だというのである。また同時に、エツィオーニは、

事業者のロビー活動もこの手法に強硬に反対していることや、国家間の法律及びその実施

の程度の違いが、私人によるプライバシーの侵害をよりよく防ぐこの手法の価値を非常に

制限していることを指摘する899。そのため、オプト・インによることも妥当ではないとい

う。 

第四の方向性として、第一の検討とは逆の、情報の公的機関による使用の完全な禁止と

いう手法も考えられはする。特に、公私の領域に関する伝統的な区別や、プライバシーに

対する主たる危険はビッグ・ブラザーによって生じるとする教訓を墨守する人々は、政府

が民間のデータ・バンクから情報を得ることを禁止することが、進むべき道であると主張

する。 

しかし、このような考えは、もし情報の利活用があまりセンシティブでない情報の取引

に限定されている場合には必要ではない。また一方で、センシティブな情報の利用は、経

済的利益のために利用されるデータ・バンクのためというよりも、公衆衛生や安全保障や

その他の共通善のために許容されるべきであると想定すべきであると彼は言う900。 

 そこで、情報の利活用の完全な禁止をするべきではないと、エツィオーニはいう。 

以上より、エツィオーニは、やはりセンシティブさを基軸とした保護を推奨する。そこ

で問題となるのは、その欠点を補うための補足的要件である。 

 

                                                   
896 ETZIONI, supra note 870, at 83-84. 
897 Id. at 84. 
898 Id. at. 87. 
899 Ibid. 
900 Ibid. 
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第二章 エツィオーニのプライバシー理論（総論） 

以上のような、サイバースペースにおける公私の領域のあいまい化や、プライバシー保

護の行過ぎ、セクトラル方式による立法の問題にどのように対応すべきか。本章では、サ

イバー時代におけるプライバシー理論を説くエツィオーニの議論の総論的部分、つまり、

その保護の方向性やコミュニタリアニズム的な自己像の理解、権利と衡量することになる

共通善の内容、それを踏まえたプライバシー権の基礎的構成について検討していく。 

 

序 プライバシー保護のための社会政策モデル 

エツィオーニはプライバシーの理論を基礎づけるために、個人の権利は公衆衛生や安全

保障のような共通善への関心とバランスをとらなければならないと想定する、リベラル・

コミュニタリアンの哲学を利用する。対照的に、権威主義者等は、過度に共通善に関心を

抱いたり、権利を支配者の意図に適う範囲で認めることに注意を払ったりする。他方で、

リバタリアンや現代のあるリベラル派は、個人の権利と自律を共通善の社会的公式化に優

先させる。この点、ここにいう共通善は、法律の条文に散見される用語、例えば「公共の

福祉」ではないことに注意すべきであるとエツィオーニは注意を喚起する901。彼のいう共

通善はむしろ「公共の利益」（public interest）、つまり「皆の利益」という語によって表現

されるものに近いのだという。 

 またエツィオーニは、コミュニタリアンのバランスを準安定状態（meta-stable）にある

と措定する。つまり、社会が穏当なコミュニタリアンの制度――個人の権利と共通善の間

の慎重なバランス――を維持するために、社会はコンスタントにその公共政策と法律を対

外的な環境の変化と対内的な発展に応じて調整しなければならないというのだ902。 

 以上のようなコミュニタリアンの観点からは、人びとはそれぞれの時点において、社会

がいずれかの方向に傾きすぎていないかを検討しなければならない。この点、市民派リバ

タリアンは権利一般やとくにプライバシーを不適切なまでに保護しつづけようとする傾向

がある。一方で、政府は国家安全保障（national security）や公共の安全（public safety）

を理由に、プライバシーの更なる制限を加え続ける傾向がある。そこで、法学者や公的知

識人や関係をもつ市民たちの役割は、社会の進む方向性の補正が次にどうなされなければ

ならないかをまとめることに役立つ規範的な対話をはぐくむことであると、エツィオーニ

は言う903。 

そのとき、次の四つの準則が、プライバシーに対するリベラル・コミュニタリアンのア

プローチを特定するのに役立つ904。 

 

                                                   

901 Id. at 5. 

902 Ibid. 
903 Id. at 6. 

904 Id. at 6-7. 
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① リベラルで民主的な政府は、共通善（公共の安全や公衆衛生）に対して「充分に裏付け

られた大規模の脅威」が迫っている場合に限りプライバシーを制限することができる。 

 この入口を通過しなければならない主たる理由は、法規範（legal precept）――とあわせ

てその基礎をなす倫理哲学、社会哲学、公共哲学――の変更は、それらの正当性（legitimacy）

を危うくするからである。そこで、共通善かプライバシーがはっきりと害されている強力

な証拠がない限り、変化に取り組むべきではない。これはいわば、いわゆる警戒（予防）

原則の濫用に対する批判であるといえる。 

 

② 共通善が支えられる必要があることがわかったとしても、プライバシーの制限を導入し

なくても目的が達成されるかどうか、検討しなければならない。逆に、もしプライバシー

に支えが必要ならば、たとえばプログラムへの変更追跡記録（audit trail）の導入のように、

共通善に「損失」を課すことがないような道を探さなければならない。 

 

③ プライバシーの制限を導入しなければならないとしても、その「侵入の程度」（intrusive）

は可能な限り最小限にしなければならない。 

 

④ 必要なプライバシーの低減措置による「望ましくない副作用を改善する」手段をとるこ

とが、これらの副作用を無視するよりも好まれる。 

 

 これら四つの均衡基準は、社会の方向性の調整が必要かつ行き過ぎでないことを測定する

のに役立つと、エツィオーニは言う905。 

 

 以下では、このような方針をもつエツィオーニのプライバシー理論の総論部分について、

より詳細に検討していく。 

具体的には、第一節でエツィオーニの依拠する個人の自己像と、その自己像に基づいた

個人と社会の関係性について検討する。ここでは、彼の見解が単にアトム的自己像を否定

し、社会化された自己像を肯定するにとどまらず、より積極的に、個人はまさにその社会

的であることによってこそ、〈自然の〉人間性と道徳性の潜在力が高められる存在であると

捉えていることが明らかになる。また、そのような社会に構造化された個人の自律と、当

の社会の秩序のバランスを保つために、彼は「逆転共生」という特殊な捉え方を提示する。

これは、自律と秩序はある一定のレベルまでは理想的な共生関係を築けるが、ある時点を

超えてどちらか一方がより強くなると、他方は弱体化し始め、二つの構成物の働きが相互

に反目するように転換するという関係である。このような想定にたっているがゆえに、わ

れわれは絶えず自律と秩序のバランスをとらなければならないのである。 

また第二節では、プライバシーとのバランスをとることになる共通善の具体的内容と、

                                                   
905 Id. at 7. 
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その結果構成されるプライバシーのあり方についてのエツィオーニの検討を見る。ここで

は、憲法第四修正に関する判例に依拠する彼の想定する共通善の内容が、主として公共の

安全、公衆衛生であることが明らかとされる。そして、以上のような個人の自律と社会の

秩序の関係、及び共通善との衡量をふまえたプライバシーの基礎理論を検討する。ここで

は、まず、従来の判例を基礎としつつ、プライバシーを、詮策の免除に関する社会的認可

を受けた領域としての「プライバシー」と、規制の撤廃、学校の選択、生殖に関する選択

等の「私的選択」とに分類する。つぎにそのうえで、コミュニタリアンの立場では、善の

重要部分つまり共有される中心価値については社会が形成し保持するが、善のかなりの部

分は個人の私的選択にも委ねるという形をとることが明らかとなる。ただ同時に、そのよ

うな私的選択が認められるのは、コミュニティによって適度な透明性が保証される限りに

おいてであるという留保が付されることには、留意が必要である。 

 

第一節 リベラル・コミュニタリアンの自己像と、社会の秩序との「逆転共生」 

第一款 リベラル・コミュニタリアンの自己像 

1 独立した自己は幻想 

 これまで多くの論者が議論してきているように、個人主義者が思い描くような、それ自

体で独立している自己といった存在は、過去にも現在にも、またどこにも存在していない

とエツィオーニは言う。 

 また、個人の選択は文化的・社会的要因と無関係ではあり得ないとも言う906。そのため、

エツィオーニは、リバタリアンの立場にもとづいて公共体によって定められた制約を取り

除いたとしても、「しょせんは個人の自律を高めることにはならず、個人を単にそれ以外の

あらゆる影響に服従させることになるだけである」と主張する907。しかも問題なのは、そ

の影響が、「分析や処理の可能な情報とか環境要因としてではなく、目に見えないメッセー

ジとして気づかれずに伝わり、不合理な仕方で人びとを動かしていく」ことである908。 

 この点、コミュニティから分離された個人を、ただ抽象的に捉えることもできるが、次

のことは注目しておいてよいと、エツィオーニは言う。すなわち、「コミュニティが与える

最も安定したプラスの意味での情緒的愛着を個人が奪われている場合には、その個人は、

個人主義のパラダイムが想定する独立自由人という観念から一般的に想定される属性のほ

とんどの部分もまた同時に奪われる」ことである909。そのような個人は、理性的ではあり

えず、市民社会の理性的なメンバーとなることができないのだ。 

 

2 サンデルやテイラーを超えて 

                                                   
906 エツィオーニ（著）、永安（監訳）・前掲注（780）43 頁。 
907 同上。 
908 同上。 
909 同上、49 頁。 



                                                                         

207 

 

 以上のように、リバタリアン的な個人を否定するとしても、他方でわれわれは、サンデ

ルによるリベラルな個人主義への批判や、チャールズ・テイラー（Charles M. Taylor）に

よる原子論への厳しい批判をも乗り越えて進む必要があると、エツィオーニは主張する910。 

この点、まずサンデルは、個人とは「負荷ある自己」を所有している自己であって、負

荷とはその人の「忠誠心や信条」だと定義して、次のように言う。 

「これらが道徳上の意義を持つのは、一つには、われわれがどのように独特の人間なのか

を理解することと、各自いかなる忠誠心や信条によって生活しているかとが、不可分の関

係にある、という事実による」911。 

 これは、「われわれのアイデンティティは、われわれがどんな目的や愛着を持つかにまっ

たくかかわりない、という意味で、各々、独立した自己であると見なす」912という個人主

義的リベラルの主張と正反対である。 

 

 次にテイラーは、原子論は次のような存在論の立場を採ると評価する。 

 

「つまり、①説明の順序からいうと、社会全体の動き、構造、状況は、社会の構成メンバ

ーの特性をもとにしてのみ説明することが可能であり、またそのようにすべきである。②

討論の順序から言うと、社会の善は、個人の善の集計をもとにしてのみ組み立てることが

可能であり、またそのようにすべきである913」と、そう考えるのが原子論である。 

 

 テイラーはこのような原子論の観点を批判して、「われわれ自身の感情を道具として見る

立場は、われわれの内面を分断し、理性と感性を切り離すものだ。さらに、原子論の立場

から個人の目的に焦点を当てることは、コミュニティを解体し、われわれをお互いに分断

する」ことになる914. 

 

彼はさらに、次のようにも付け加える。 

 

 古典的な意味で理解された共和政体の定義自体は、原子論とは異なった存在論を必要と

                                                   
910 同上、49-50 頁。 
911 MICHAEL J. SANDEL, LIBERALISM AND THE LIMITS OF JUSTICE 179 (Cambridge 

University Press, 2d ed., 1998). 邦訳として、菊池理夫（訳）『自由主義と正義の限界』（三

嶺書房、1992／1999〔第 2 版〕）、同（訳）『リベラリズムと正義の限界』（改訂改題、勁草

書房、2009）。 
912 Ibid. 
913 Charles Taylor, Cross-purposes: The liberal-communitarian debate, In DEREK 

MATRAVERS & JONATHAN E. PIKE (eds.), DEBATES IN CONTEMPORARY POLITICAL 

PHILOSOPHY: AN ANTHOLOGY 159 (Routledge, 2003). 
914 CHARLES TAYLOR, SOURCES OF THE SELF: MAKING OF THE MODERN IDENTITY 

500-501 (Harvard University Press, 1990). 邦訳として、チャールズ・テイラー（著）、  

下川 潔、桜井 徹、田中智彦（訳）『自我の源泉』（名古屋大学出版会、2010）。 



                                                                         

208 

 

し、原子論に感染したコモンセンスには受け入れられない。原子論でない存在論をもとに

して、われわれはアイデンティティとコミュニティとの関係を探り、異なった可能性を見

出す必要がある。特に、単なる「私としてのアイデンティティ」の寄せ集めとは異なった、

「われわれとしてのアイデンティティ」から可能となる立場、また〈個人の善の〉寄せ集

めの善ではなくて、〈コミュニティ〉の共有物（コモン）としての善から生じる新しい役割

を、明確にする必要がある915。 

 

コミュニタリアンから提出されるこれらのもっともな発言に対して、これは単なる〈事

実についての〉存在論的な立場なのか、あるいは〈理想を述べる〉規範的な立場でもある

のか、という疑問が提出されている。つまり、以下のような、「である」〈存在〉は、「べき

である」〈当為〉でもあるのか、という問いがそれである。 

 

［サンデル］は、初期のリベラル派世代が権利について論じるときに基盤としていた事実

に、次のような問いを投げかけたのである。人間は、常に互いに切り離されているとはか

ぎらない。しかしながら、ある種の目的（自己礼賛、見知らぬ人に対し義務を果たす能力、

多元的な角度から評定されるような世界で生活する可能性）にとっては、人間は個人とし

て分離されてしかるべきかどうか、これは今なお、未解決の問いである916。 

 

さて、そこでわれわれは、もう一歩先へと進まねばならない。次のステップは、「人間は

生まれつき社会的である」ことを認めるだけでなく、さらに、「その社会的であることによ

ってこそ、〈自然の〉人間性と道徳性の潜在力が高められる」という点に気づくことである

と、エツィオーニは言う917。 

 

3 コミュニティへの愛着 

「コミュニティに対する愛着」は、囚人をつなぎとめ秩序を安定させるためには必要だが、

個人にとっては「負担になるもの」と捉えられるものなのだろうか。この点について、エ

ツィオーニはむしろ、社会において、組織は個性を萎縮させるよりは、個性を支え、育て

上げ、力を与える面があることを積極的に評価する918。 

 確かに、食物から衣料にいたるまでの善についてすべて言えるように、社会性（社会の

秩序、介入）が過剰になれば、固有の諸問題を引き起こす可能性はある。こうした諸問題

には、コミュニティの必要性という名目の下に個人の権利を削減すること、調和の名のも

とに創造性を抑えること、さらに自己についての意識を抑え込み、家族やコミュニティの

                                                   
915 Taylor, supra note 913, at 170. 
916 Michael A. Mosher, Boundary Revisions: The Deconstruction of Moral Personality in 
Rawls, Nozick, Sandel, Parfit, 39:2 POLITICAL STUDIES 296 (1991). 
917 エツィオーニ（著）、永安（監訳）・前掲注（780）51 頁。 
918 同上。 
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しがらみによって個性を失わせることなどが含まれる。しかし、コミュニティへの愛着は、

適度であれば個性とよく両立するものであって、敵対関係に陥ることはなく、お互いを豊

かにする面もある。 

 むしろ、自律にとっての最大の危機が発生するのは、個人の間で、社会的な絆が断ち切

られる時なのである。個人が原子（アトム）と化し、コミュニティが群集（モッブ）と化

し、個人は能力とアイデンティティを喪失し、かくて歴史上も、全体主義、つまり自律の

大幅な喪失へといたる社会状況を生み出したのである。 

 大衆社会への流れを押しとどめる最も一般的な方策は、市民社会の礎石としてすでにト

クヴィルが指摘しているように、個人と国家の間に存在する「中間的な組織体」である919。 

 ここで見落としてならないのは、これら多くの中間組織体とは、誇り高き者たちの自発

的な結社（小児マヒ救済募金運動からチェスクラブまで）だが、それは結合力が弱い集団

ではなく、人と人との間の深い愛着に満ちたコミュニティ、特に民族・人種・宗教・居住

コミュニティだということである920。 

 この点、個人の自律についてエツィオーニのいう善き社会が要求する見方は、一般のも

のとは少し異なる。普通、各個人は自由を愛し、自律という美徳を保持するように行動す

る。しかし、善き社会は自律を単にそうした「個人の美徳」とは見なさない。エツィオー

ニは、個人やサブグループの特定の価値やニーズや好みを表現できる機会と正当性が、社

会の中に構造化されていることが求められると考えている921。 

 

第二款 自律と秩序の逆転共生 

繰り返し言うように、エツィオーニは「善き社会」にとっては、社会の道徳秩序と個人

の一定の自律とが、ともに必要であると主張する922。しかし、これら二つの美徳の間にあ

る特別な関係を、われわれはよりいっそう明確にしなくてはならない。そのことによって、

秩序が多く課せられると選択の自由の余地が狭まる、その逆もまた真なり、といった類の

思考の罠にかからぬようにすべきである。 

 

1 逆転共生関係 

エツィオーニの想定する秩序と自律との間に見られる特有の関係は、われわれがよく知

っている大半の事例とは異なる。それは、まずゼロサム関係――つまり、社会の秩序が強

まれば強まるほど、その分自律が少なくなる、あるいはその逆になる、という関係ではな

                                                   
919 PETER L. BERGER & RICHARD JOHN NEUHAUS, TO EMPOWER PEOPLE: THE ROLE 

OF MEDIATING STRUCTURE IN PUBLIC POLICY (American Enterprise Institute for 

Public Policy Research, 1977). バーガーとニューハウスは、仲裁機関を中間的組織体の一

形態として扱っている。 
920 エツィオーニ（著）、永安（監訳）・前掲注（780）52-53 頁。 
921 同上、46 頁。 
922 同上、64 頁。 
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い。また、ゼロプラス関係――つまり、諸々の要因が互いに補完しあう関係の一つでもな

い。 

 コミュニタリアン的な社会の基礎にエツィオーニが見出すのは、次のような関係である

923。つまり、社会には、二つの構成物の結合が――ある程度までは――お互いを高め合う

という関係が存在する。そして一方が優勢な場合、その直接的な効果として他方も強くな

る。これがまさに共生的な関係である。しかし、どちらか一方がより強くなると、他方は

弱体化し始め、二つの構成物の働きが相互に反目するように転換する。 

 エツィオーニはこの関係を、「逆転共生」（inverting symbiosis）と名付けている。これ

が以下に示すように、コミュニタリアン社会の二つの構成物、すなわち秩序をもたらすも

のと自律を生み出すものとの関係である。では、秩序と自律とがバランス状態にありさえ

すれば、社会はますます高レベルで秩序と自律の状態を達成できるのか。逆転共生が示唆

するところでは、高レベルにおいては、これらの双方が互いに矛盾してくるのはどうして

も防げないのである。 

  

2 逆転共生の思考実験 

 この見方を理解するためには、非常に低いレベルにあるコミュニティについて思考実験

を試みるのがよいとして、エツィオーニは以下のような検討を行う924。 

たとえば、出来上がったばかりの高層ビル住宅において、委託を受けた者（たとえばコ

ミュニティ組織委員など）が新しい住人との間に社会的な絆を強め、一つの文化の育成に

取り組むとする。 

 そうすると、ある点までは、社会の秩序もメンバーの自律もともに高まるといえる。住

人たちは見知らぬ者同士ではなくなり、互いによく知り合うようになり、コミュニティへ

の愛着も育っていく。孤独感は減り、自己意識も強くなり、しっかりとした自律を得るよ

うになる。決められた場所に駐車し、共有スペースにはゴミを捨てないようにというよう

に、責任意識も芽生えてくる。 

 しかし、この新しくつくられたコミュニティが、引き続きコミュニティのメンバーへの

期待度を高めていけば、秩序と自律が転換点に到達し、その後は双方とも相手を低下させ

あうことになる。 

 もし秩序を生み出す働きがあまりにも強くなると、メンバーの自律が低下するばかりか、

コミュニティの絆に亀裂が入り、社会的責任は強制された義務となり、コミュニティへの

反発が大きくなり、結果としてみれば、ついに社会の秩序を衰弱させる。これが全体主義

社会システムによく起こる事態である。新たな社会的に責任に関する呼びかけは、当初こ

そ温かく迎えられるが、社会体制からの要求がエスカレートすると、疎外感が次第に高ま

                                                   
923 同上、66 頁。 
924 同上、66‐67 頁。 
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ってくるのである925。 

 対照的に、自律を生み出す力が強くなれば、人びとが共通の目的への奉仕を拒否するよ

うになるばかりか、程度の差はあれ、「基本的ニーズの充足をコミュニティに頼っている何

百万もの個人の自律」も低下する926。先の言葉で言えば、ある程度の点において、これら

のコミュニティにおける秩序と自律との関係は、相互に高め合う領域から相反する領域へ

と移行したのである。 

 これは、弁証法と呼ばれる関係とも、また限界効用逓減の関係とも異なり、また非線型

的な関係とも異なることに留意すべきである。 

 

第二節 共通善とのバランスをとるプライバシー保護とは 

 以上のような個人の自律と社会の秩序の逆転共生関係を念頭に置きつつ、本節では、エ

ツィオーニの論ずる個人のプライバシーと共通善の関係について検討していく。 

 

第一款 共通善とは 

エツィオーニは、共通善（common good――また、public interest や、public goods と

も。これら全てがエツィオーニにとっては同様の共通善を意味する）を、「ある所与のコミ

ュニティやその組織の全てのメンバーに寄与するような善の集合のこと」を言い、「ある識

別できる特定のグループに寄与するわけではない善」や、「まだ生まれていない世代に寄与

する善」をも含むものと位置づける927。では、そのような共通善とは、具体的にどのよう

な利益であろうか。 

 

1 公共の安全に関する判例とリベラル・コミュニタリアンの方向性 

 アメリカのこれまでの裁判所の判断をみると、そこには、共通善に奉仕するとして個人

の権利の領域に多様な介入を認める、「公共の安全」（public safety）の広範な理解が有るこ

とを、エツィオーニは指摘する928。 

ここにあらわれる「公共の安全」の最も基本的な要素は、「法と秩序の擁護」（upholding 

law and order）、「犯罪の抑止と予防」（the deterrence and prevent of crime）であるとい

える。また、「公共の安全」の第二の要素は、「不慮の死や負傷の予防」（preventing accidental 

death and injury）である。裁判所は、ランダムの薬物・アルコール検査を列車の従業員に

課すことを、列車事故の度重なる発生という時流のさなかで認めた929。同様に、飲酒運転

の結果生じる自動車の死亡事故を防止するために、高速道路でランダムのチェックポイン

                                                   
925 同上、67 頁。 
926 同上。 
927 Amitai Etzioni, The Standing of the Public Interest, 20:2 BARRY L. REV. 192 (2015). 
928 Id. at 200. 
929 Skinner, Secretary of Transportation, et al. v. Railway Labor Executives' Association 

et al., 489 U.S. 602, 109 S. Ct. 1402, 103 L. Ed. 2d 639, 1989 U.S. LEXIS 1568 (1989). 
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トを設けることをも認めている930。そして第三の要素として、「公衆衛生」（public health）

の促進が挙げられる。裁判所は、天然痘の根絶という公共の利益は義務的な予防接種プロ

グラムを正当化するとし931、職業安全衛生法（Occupational Safety Health Act, OSHA）

上の調査のための捜索令状には、刑法上の意味での「相当の根拠」は求められないとした

のだ932。 

また、「公共の安全」のほかの要素として、「国家安全保障」（national security）や「対

テロリズム活動」（counterterrorism）が挙げられるとしつつも、しかしこの要素は他の要

素と大きな違いがあるので、エツィオーニはここでは「公共の安全」の要素に含まない933。 

 これらの問題領域におけるコミュニタリアンのバランスをどう引き出すかの決定に際し、

裁判所が本問題でしばしば第四修正を用いていることに、エツィオーニは着目する。 

なぜなら、「不合理な」（unreasonable）捜索と押収のみを禁止することによって、第四

修正は明らかに、「公共の安全」を促進するための令状や相当の根拠が求められないことと

なる典型としての、合理的な捜索のカテゴリーの存在を認めているのである。 

 最後に、個人の権利と共通善とのバランスをとる考えに反対するものをあるいは無視し

934、裁判所は、捜索が合理的かどうかを「競合する利益のバランス」を通して決定する。

この「競合する利益のバランス」は、裁判所が第四修正の鍵となる原則であると考えるも

のである935。つまり、裁判所は「個人の第四修正の利益に対する侵入の特性と性質」と「侵

入の正当化を主張する政府の利益の重要性」を比較し、「ある種類の捜索や押収が正当化さ

れる環境が全体としてあったかどうか」936を決定するのである。 

 以上より、第四修正はリベラル・コミュニタリアンの「テキスト」として卓越している

と、エツィオーニは評価する937。 

 この個人の権利と公共の安全の間のバランスの追究において、裁判所はそれぞれの理論

的根拠を持つ様々な基準を使っている。その中の一つが、本稿で検討しているプライバシ

ーないしその期待なのである938。 

                                                   
930 Michigan Department of State Police, et al., Petitioners v. Rick Sitz, et al., 496 U.S. 

444, 110 S. Ct. 2481, 110 L. Ed. 2d 412, 1990 U.S. LEXIS 3144 (1990). 
931 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 25 S. Ct. 358, 49 L. Ed. 643; 1905 U.S. 

LEXIS 1232 (1990). 
932 Marshall, Secretary of Labor, et al. v. Barlow's, Inc., 436 U.S. 307, 98 S. Ct. 1816, 56 

L. Ed. 2d 305, 1978 U.S. LEXIS 26 (1978). 
933 Etzioni, supra note 927, at 201. 
934 Bendix Autolite Corp. v. Midwesco Enterprises, Inc., et al., 486 U.S. 888, 108 S. Ct. 

2218, 100 L. Ed. 2d 896, 1988 U.S. LEXIS 2734 (1988). 
935 Michigan v. Summers, 452 U.S. 692, 101 S. Ct. 2587, 69 L. Ed. 2d 340, 1981 U.S. 

LEXIS 118 (1981). 
936 Tennessee v. Garner et al., 471 U.S. 1, 105 S. Ct. 1694, 85 L. Ed. 2d 1, 1985 U.S. 

LEXIS 195 (1985). 
937 Etzioni, supra note 927, at 201. 
938 裁判所は他にも、Exigent Circumstances, Special Needs and Administrative Searches, 

Consent, Intrusiveness, Additional Considerations について検討している。Id. at 
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2 共通善に関する議論 

 一方で、多くの経済学者にとって、共通善とは個人の善の集合のことを指す。そしてそ

の善とは経済的取引が成長することをいうので、しいて「共通善の促進」というものを別

個に観念しなくても、全体として経済が成長するかどうか判断すれば足りることとなる。

そのため彼らは、「共通善」という用語をよく批判する。 

そのような批判の中に、端的にそのようなものはどこにも存在しない、というものがあ

る。アイン・ランド（Ayn Rand）は、「『公共』（the public）なるものは存在せず、単に多

数の個人なのであって、個人の利益や権利に共通善（public interest）がとってかわるとい

う考えは、ただひとつのことを意味するにすぎない。すなわち、ある個人たちの利益や権

利がその他の者の利益や権利に優先する、というものである」と言う939。 

 対照的に、コミュニタリアンは、共通善は「個人の善の総和以上のものを包含する」と

いう考えを持っている940。さらにいえば、共通善への貢献はしばしば即座の配当や利益を

提供しないし、長期的に見たときに、誰がその受益者となるのか予見することが難しいと

もいう。はたまた、コミュニティのメンバーが共通善に注力するのは、それが必ず彼等の

利益になるからではなく、共通善を促進し、奉仕することが、善であると考えているから

であると考える者もいる941。このような献身の性質は、共通善への奉仕が個人へのコスト

や、とりわけ国のために戦うといったリスクを伴うときに明らかとなると、エツィオーニ

は言う942。 

 しかし他方で経済学者は、市場が社会全体の利益となる「公共財」（public goods）を提

供するのに失敗し、政府がこれらの善を合法的に促進する状況があることを認める。その

ような公共財とは、国防、基礎研究、そして公衆衛生である。さらに具体的にいえば、水

道水へのフッ素注入や、予防接種があげられる943。これは（裁判所及び）エツィオーニの

想定する共通善に非常に近いものである。 

 しかしながら、以上のような経済学の想定に同意する政治学者（political scientists）は、

共通善（public interest）の概念の必要性をほとんど見出さない944。このような政治学者は、

                                                                                                                                                     

202-209. 
939 Ayn Rand, The Pull Peddlers, in CAPITALISM: THE UNKNOWN IDEAL 167, 170 

(1967). 
940 近時の日本における共通善に関する論考として、菊池理夫『共通善の政治学』（頸草書

房、2011）。本書は、「共通善」の語法を歴史的に検討することで、コミュニタリアニズム

のいう「共通善」に対する日本における誤解を解こうとするものである。 
941 See also, PHILIP SELZNICK, THE MORAL COMMONWELTH: SOCIAL THEORY AND 

THE PROMISE OF COMMUNITY 385 (University of California Press, 1994). 
942 Etzioni, supra note 927, at 192-193. 
943 Dinesh Sharma, A Vaccine Nation, 28 HEALTH AFF. 590, 590 (2009). 
944 William F. Shughart II, Public Choice, in THE CONCISE ENCYCLOPEDIA OF 

ECONOMICS (Online, 2nd ed., 2008), http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice. 

html (last visited Dec. 9, 2015). 



                                                                         

214 

 

リベラルな民主主義においては、個人の選好を明らかにし、これを導く利益集団間の競争

が、全体の幸福（general welfare）を最大化する公共政策のもととなると考えている。 

 このような考え方に対する批判者は、富、権力、そして社会的地位の不一致が、様々な

集団が政府に対して行使する手段の影響力の違いを許していると主張する。その結果とし

て、公共政策――とくに利益集団政治に基づくそれ――は、共通善というよりもむしろ、

力のある集団の利益に奉仕することになるのだ945。 

 また、左派からの共通善への批判としては、「この概念は経済的利益や政治的権力に関す

る階級差をひた隠し、恵まれない立場にある者がコミュニティに対して要求を行うことか

ら離れさせる」というものが考えられる。しかしながら、この概念の濫用の事実は、そこ

に大きな利益が生み出されないことを意味するものではない、つまり恵まれない立場にあ

る者にとっても利益がある場合があると、エツィオーニは再批判する946。これはロールズ

の格差原理――社会で最も恵まれない者の利益になるような差別であれば許されうるとす

る考え――を念頭に置いた反論であるように思われる。 

 最後に、何人かのアカデミックなコミュニタリアン、特にサンデルとテイラーは、共通

善の概念を、「社会のレベルでつくりあげなければならならない、なぜならコミュニティは」

この問題では中立では「ありえないからである」と主張する947。さらに、その観点からは、

善の「社会的な公式化」がない限り、個人と集団の間の衝突を解決するための規範的な基

礎は存在しえないこととなる。 

 しかし、所与の価値が所与のコミュニティの共通善であることを宣言することは、全て

のメンバーがそのことに同意し、彼等が皆その命令に従って生きることを意味しないとエ

ツィオーニは理解する948。ただ、その価値が共通善として大多数の者に認識されているこ

とは、当該価値が法や他の制度によって体現されるには十分な理由となる。しかし一方で、

たしかに共通善は国家によって促進されたり強制されたりもし得るが、これは必ずしも全

てに当てはまる事実ではない。エツィオーニは、実のところ、核となる価値は、インフォ

ーマルな社会のコントロールや、ピア･プレッシャー（友人や同僚からのお勧めや、環境・

雰囲気に基づく事実上の行動促進等）や、コミュニティによって促進されていると考える

べきなのであるという949。 

 そこでエツィオーニにとって特に重要でやりがいのあるのは、共通善は、善（goods）よ

りもむしろ共通（common）に強調をおいているかのように解釈すべきであるということで

ある。ここで問題となるのは、ある価値が広く共有され構造化されているかということで

あって、ある特定の倫理学者がそれを道徳的に善いと言っているかどうかではない。つま

                                                   
945 Martin Gilens & Benjamin I. Page, Testing Theories of American Politics: Elites, 
Interest Groups, and Average Citizens, 12 PERSP. ON POL. 564, 576 (2014). 
946 Etzioni, supra note 927, at 193. 
947 MICHAEL J. SANDEL, JUSTICE: WHAT’S THE RIGHT THING TO DO 260 (2009); 

CHARLES TAYLOR, PHILOSOPHICAL ARGUMENTS 190-191 (1995). 
948 Amitai Etzioni, The Good Society, 1 SEATTLE J. SOC. JUST. 83, 89-90 (2003). 
949 Etzioni, supra note 927, at 194. 
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り、たとえば、ある社会が政治の発展よりも経済的発展を優先するものとして共通善を定

義したり、あるいはある特定の宗教を固守することを共通善と定義したと考えよう。おそ

らく多くの者はこのような社会を善い社会だとは見なさないだろう、しかし、エツィオー

ニは、まさにその所与の社会ではその共通善として、それが「善」であるとされているこ

とを必ずしも軽視しない950。 

 また、幾人かの研究者は、権利と共通善とのバランスをとるアプローチに強行に反対し

ている951。彼等は、権利は共通善であると主張し、それゆえその二つの善の衝突のゆえに、

両者のバランスをとろうとするアプローチは間違っていると主張する952。また、個人の権

利の強力な保護はそれ自体が公共の利益に優越すると信じる者もいる。 

 この問題について、どのように考えるべきだろうか。 

 まず、あえて共通善をひとつの権利であると措定するアプローチを採ってみよう。例え

ば、共通善としての安全ではなく、それを安全のための権利、生活のための権利と捉える

のである。しかしながら、このような再定義は、バランスの問題を無効にしたり、取り除

いたりはしない。それは単に善と権利の間のバランスの探求を、異なる公共政策や行為規

範の命ずる二つの権利の間のバランスの探求に置き換えているに過ぎない953。 

 つぎに、合衆国憲法や世界人権宣言のどちらにおいても、多くの共通善が権利とみなさ

れていないことに気をつけなければならない954。そこには国立公園の権利も、歴史保全

（historical preservation）の権利も、公衆衛生の権利も、基礎研究の権利も定められては

いない。無論われわれはこのような権利を追加する努力をすることはできる。しかし、そ

のように認識されるまでは、これらの善に対する規範的な要請を減じないのが最もよかろ

う。なぜならそれらは現状では「たかが」共通善に「すぎない」のであり、個人の権利で

はないからであるとエツィオーニは言う。 

 最後ではあるが見逃せないものとして、いくつかの共通善（公共財）は個人の権利とし

て合理的に定義することができないものがあるということである955。ワシントン D.C の国

立アーカイブには合衆国憲法の原本があるが、それは明らかに共通善（公共財）であると

いえるだろう956。 

                                                   
950 Ibid. 
951 Kevin P. Quinn, Sandel’s Communitarianism and Public Deliberations over Health 
Care Policy, 85 GEO. L. J. 2161, 2182-2183 (1997). 
952 Jack B. Sarno, A Natural Law Defense of Buckley v. Valeo, 66 FORDHAM. L. REV. 

2693, 2737 (1998). 
953 Etzioni, supra note 927, at 194. 
954 George Anastaplo, The Constitution at Two Hundred Explorations, 22 TEX. TECH. L. 

REV. 967, 1095-1996 (1991). See also, United Nation, Universal Declaration of Human 
Rights, http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (last visited Dec. 9, 

2015). 
955 Sarno, supra note 952, at 2737. 
956 Lee J. Strang, A Originalist Theory of Precedent: Originalism, Nnonoriginalism 
Precedent, and the Common Good, 36 N. M. L. REV. 419, 437, 441 (2006). 
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 以上より、やはり共通善と個人の権利のバランスをとる必要があるのであると、エツィ

オーニは主張する。 

 

第二款 コミュニタリアンのプライバシー 

自律と秩序の「逆転共生」関係を前提に、以上のような公共の安全と公衆衛生といった

共通善と衡量することになるプライバシーとは、一体どのようなものとなるだろうか。 

 

1 規範的なものとしてのプライバシー 

この点、エツィオーニはプライバシーを、ある種の行為が「コミュニティ、公衆、ある

いは政府からの詮策を免除されることを認める社会的認可（societal license）を受けた領域」

と見なされるべきであるとする957。このような状況では、プライバシーの尊重の観点から、

例えばある行為の結果が家や車の中等、監視を免除されたスペースから外へ出てきてはじ

めて、国家は関与できるということになる。 

加えて、プライバシーは、特定の社会のメンバーが、支配的な社会的習俗や法律によっ

てたやすく監視されないよう、ポジティブに期待できる行為を包含する958。たとえば、多

くの社会では、排せつ行為は視界の外で行われるよう期待され求められている。これらの

行為は、個人の自律というよりもむしろ、共通善や社会の美徳を支えることが目的とされ

ている。このような場面で要求されるプライバシー（mandated privacy）は、いわゆる道

徳律（moral laws）が反映されているといえる。 

また、多くの社会では、公共空間は、私的なこととされる行動や行為がなされないよう、

透明性が確保されている。この規範的な性質に鑑みると、要求されるプライバシーは、こ

の場面では、権利ではなく社会的な義務であるといえる959。例えば、砂浜で裸になること

を禁止することは、ヌードにされない権利の保護として扱われているのではなく、むしろ

それを隠す社会的な要請として扱われているのである。 

プライバシーに関する多くの議論では、規範的な内容を無視して経験的にプライバシー

を定義しようとする960。しかし、プライバシーの定義には、以上のように規範的な要素は

含まれていると、エツィオーニは主張する961。 

 

2 プライバシーの根拠 

 では、そのようなプライバシー保護の根拠は、一体どこに求めることができるだろうか。 

この点、Griswold 判決以後の時代についていえば、プライバシーは憲法に明記されては

                                                   
957 ETZIONI, supra note 846, at 196. 
958 Ibid. 
959 Id. at 197. 
960 Richard A. Posner, The Right of Privacy, 12 GEORGIA L. REV. 398-422 (1978); 

Rechard Parker, A Definition of Privacy, 42 N.Y. UNIV. L. REV. 35 (1967). 
961 ETZIONI, supra ntoe 846, at 197. 
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いないけれども、むしろそれは権利章典に明確に記された保障の「半影」や「放射物」か

ら引き出されたものである、とする評価がよくある962。この考えは、プライバシーの保護

を、憲法第一修正、第三修正、第四修正、第五修正、第九修正と、複数の条文に求める。 

 しかし、この考えについては、「プライバシー権は妊娠中絶をするかどうかを決定する女

性の権利を明白に十分に認めるものである」と裁判所はいったものの、なぜ「明白に十分

なのか」を説明していない963とか、これはプライバシーの法的概念にまつわる概念上の空

白を理由に成長した憲法上の「奇形」であるとか言った批判がある964。 

 一方で、コミュニタリアンによるプライバシーの概念は、憲法上の権利の種々様々の合

成物という伸張された解釈ではなく、憲法第四修正に含まれる法的概念を採用する965。 

 この修正において、憲法は、共通善に奉仕し、プライバシーの考慮に優先する行為のた

めの明白で強固な基礎を、「『合理的な』捜索」という文言で合法的なすべてのカテゴリー

を確立することによって提供していると、エツィオーニは主張する966。 

この点、第四修正の現在の解釈が公正であるか、単に他の法律文よりもプライバシーの

優越を認めないものなのではないかという点については、議論の余地がある。しかしいず

れにせよ、第四修正のもとでのプライバシーの扱いは、ウォレンとブランダイスの論証や

生殖に関する選択の事案で育まれた判決よりも、共通善とのバランスの取れたアプローチ

に近いといえると、エツィオーニはいう967。 

 では、なぜ最高裁はプライバシーの憲法上の権利を、Griswold 判決やそれ以後の事案に

おいて、第四修正をもとに作り上げなかったのだろうか。それは、第四修正をそのまま適

用しても、フリーチョイス――生殖に関するコントロールをする権利――を導けないから

である968。第四修正におけるプライバシーは公共の監視、つまり政府に「見られること」

を避けるための権利であり、問題となっている行為を「コントロールする」あるいは「決

定をなす」権利ではないのだ。 

 そのため、Griswold 判決のよくある批判として、生殖に関する権利はプライバシーを基

礎としてはいないというものがある。プライバシーの概念は生殖に関する権利に合うよう

に形作られなかったのである。ただそれでもエツィオーニは、他の保護のほうが第四修正

を根拠とするより妥当であるとは考えない。 

 結局、第四修正に関する彼の検討は、ひとつの結果を求めてのものである。それは、第

                                                   
962 Louis Henkin, Privacy and Autonomy, 74:8 COLUM. L. REV. 1421 (1974); June Alice 

Eichbaum , Towards an Autonomy-Based Theory of Constitutional Privacy :Beyond the 
Ideology of Familial Privacy, 14 HARV. CIVIL RIGHTS-CIVIL LIBERTIES L. REV. 361 

(1979); Sandel, supra note 592, at 71-87. 
963 Carl E. Schneider, Moral Discourse and the Transformation of American Family 
Law, 83 MICH. L. REV. 1864-1865 (1985). 
964 Gross, supra note 209, at 35. 
965 ETZIONI, supra note 846, at 203. 
966 Ibid. 
967 Id. at 204. 
968 Id. at 205. 
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四修正は「特権を与えられていない」プライバシーの概念を提供しているものであること

を示す、というものである969。この第四修正に依拠するがゆえに、共通善との衡量をする

プライバシーという構成が可能になるのである。 

また他方で、第四修正は私人と政府の間の問題を扱うものであると主張する者もいるが、

エツィオーニは私人間にも適用すべきであると考える970。政府によってなされていないと

いう理由で第四修正のいう捜索には当たらない場合でも、一般的な理解では明らかに捜索

にあたる場合があるのだ。それは、例えば、メディアによる個人のプライバシーの侵害の

事案等である。 

以上より、第四修正の下で何が合理的とみなされ何が非合理的であるかを再定義するこ

とによって、プライバシーの問題に関するバランスが達成されるのである971。 

 

3 プライバシー権の構成 

最高裁が作った、「監視から免除される権利」と「国家の支配から免除される権利」を包

含するプライバシーの権利、これら権利の二つの区別の重要性は、生殖に関する問題で強

調される972。これらのケースで問題になっているのは、誰が決定をコントロールするのか

――その問題にかかわっている個人か、国家なのか――ということであり、秘匿性ではな

い。 

 この点、Griswold 判決がプライバシーを透明性（transparency）の問題として扱ったの

か、私的選択（private choice）の問題として扱ったのかについては、争いがある。たとえ

ば、ゲラルド・ガンサー（Gerald Gunther）とジョン・ハート・イーリー（John Hart Ely）

は、これを透明性の問題として扱った973。一方で、例えばルイス・ヘンキン（Louis Henkin）

はコントロールの問題として扱う974。しかし重要なのは、Roe 判決を含むその後の判決が、

生殖に関する事案をコントロールの問題として扱い、透明性の問題として扱っていないと

いうことであると、エツィオーニはいう975。 

もし上記の二つの権利の区別をするならば、進むことができる道は以下の二つしかない。 

第一は、透明性の問題を「プライバシー」として扱い、コントロールの問題を「私的選

択」の問題として扱うアプローチであり、第二は、二つのカテゴリーを共にプライバシー

として扱うアプローチである。 

最初のアプローチは、その語の一般的な用語法における語意や理論的規範的関係の適切

                                                   
969 Id. at 205-206. 
970 Id. at 206. 
971 Id. at 207. 
972 Id. at 208. 
973 GERALD GUNTHER, CONSTITUTIONAL LAW 491-571 (Foundation Press, 1991); John 

Hart Ely, The Wages of Crying Wolf: A Comment on Roe v. Wade, 82 YALE L. J. 920 

(1973). 
974 Henkin, supra note 962, at 1424. 
975 ETZIONI, supra note 846, at 209. 
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性に大変有意義なものとなる。「私的選択」という言葉は、規制されない経済活動や規制の

撤廃、学校の選択、生殖に関する選択を、正確に思い起こさせる976。 

第二のアプローチは、二つの異なるプライバシーの権利を確立するものであり、この考

えは、もし選択の問題がプライバシーであると考えられないとすると、新しい基礎が築か

れない限り憲法的保護に欠けることになると憂慮する人々にとって魅力的である977。 

どちらにせよ、これら二つのカテゴリーは、強固で明確な理論的根拠を――事実上すで

に暗黙の裡に含んでいるが――必要とする。しかし、共同社会の文脈における個人の独立

性という意味で、人間の尊厳と自由の双方に関係があるとすると、二つのカテゴリーはむ

しろ異なった事実を伴ってくる。 

二つのアプローチにおいてともにプライバシーと扱われる第一のカテゴリーは、合法的

に異なっていられる価値、法的道徳的圧力なしに個性を与えられることを扱っており、こ

れは、社会からの小休止である。 

 二つ目のカテゴリーである私的選択と第二のプライバシーは、自身の人生を合法的に管

理することができる領域における決定という、重大な意味における自律にかかわっている。 

 つまり、最初のカテゴリーは、「信頼」（trust）によって特徴づけられている。社会は個

人が監視されたくないと考えていると判断（信頼）する。かといって、児童に対する性的

虐待や、爆弾を作成する権利を許すわけではない978。 

 そして、第二のカテゴリーは、社会の「無関心」、それゆえに生じる個人（あるいは集団）

の完全な自由によって特徴づけられている979。これは、その行為が公衆の面前で行われよ

うがなかろうが、個人が自由に思うように行動できる領域だと社会が考えることにかかわ

っている。 

ここで、プライバシーのさらに精密な定義が必要となる980。 

この点、個人主義者は善の社会的な定式化に強硬に反対し、個人がそれぞれ自分自身の

善を形作り追求する自由があるべきだとし、私的選択とプライバシーを最大化しようとす

る。そのため、彼らにとってプライバシーと私的選択の間の区別はあまり意味をなさない981。 

一方、社会保守主義者――とくに彼らの価値観（例えばポルノの出版禁止）を国家に頼

って強制しようとする宗教的な原理主義者――は、私的選択とプライバシーを縮小しよう

とする982。そのため、彼らにとってもプライバシーと私的選択の区別は重要ではない。 

一方、コミュニタリアン――とくに応答的な（リベラルな）それ――の立場では、プラ

イバシーと私的選択の区別は大きな意義を有する983。この立場では、善の重要部分つまり

                                                   
976 Id. at 209-210. 
977 Id. at 210. 
978 Ibid. 
979 Ibid. 
980 Id. at 212. 
981 Ibid. 
982 Id. at 212-213. 
983 Id. at 213. 
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共有される中心価値については社会が形成し保持するが、善のかなりの部分は個人の私的

選択にも委ねるという形をとる。ただしそれは、コミュニティによって十分な透明性が保

証される限りにおいてなのである。 

 以上より、エツィオーニは、従来の判例によって保護されてきたプライバシーの領域を、

プライバシーと私的選択に分け、前者の過剰な保護を抑制して共通善への貢献を引き出し

つつ、後者の抑圧をできるかぎり回避するという方向性を採用するのだ。 

 

第三章 エツィオーニのプライバシー理論（各論） 

第一節 社会的認可を受けた領域とは 

前章で検討したように、エツィオーニは、プライバシーを、ある種の行為がコミュニテ

ィ、公衆、あるいは政府からの詮策を免除されることを認める「社会的認可（societal license）

を受けた領域」と見なされるべきであるとする984。しかし実際のところ、この領域とは、

いったいいかなる範囲で認められるものだろうか。個々人の部屋か、家か、それとも身体

か、あるいはデータベースなのか。 

この点、今日の社会においては、プライバシーは個人的な場所にかかわりなくパーソナ

ルな範囲と見なされるのがよいと、エツィオーニは主張する985。これは、クリストファー・

スロボギンがプライバシーの人格保護バージョン（the protection-of-personhood version of 

privacy）と呼ぶものである。 

これは、スロボギンによれば、「人を定義づけることからの自由を、個人に保障する手段

としてプライバシー権を捉える見方」である986。ここでは、プライバシーは、ある者が家

にいようと外にいようと同じ役割を果たすことになる。「なぜなら、われわれの個性の重要

な部分は公共の場で、家の外や家族から離れたところで起こるわれわれの日常生活の慣習

的行為を通して発達するからであり、公的な品行を馬鹿らしく見せる（stultify）監視カメ

ラは個性の発達を抑えて（stifle）しまうからである」987。 

このようなスロボギンの見解に依拠しつつ、エツィオーニはこれをより具体化していく。 

 本節では、ここにいうプライバシーの「社会的認可を受けた領域」をより具体化するた

めに、住宅例外主義を批判するフェミニストの議論と、近時の技術の変化についてより詳

しく検討することで（これらは既述の部分もあるが）、エツィオーニの現代社会におけるプ

ライバシーの理解を明らかにすることにしたい。 

 

第一款「住宅例外主義」の批判 

 これまで、住宅例外主義は主として二つの理由で欠点があると批判されてきた。第一に、

家の不可侵性は、国家によって規制されるべき多くの行為者を「過当に保護する」ことに

                                                   
984 Id. at 196. 
985 ETZIONI, supra note 870, at 4. 
986 Slobogin, supra note 875, at 213, 264. 
987 Id. at 213, 265. 
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なるというものである。第二に、家の優先は公的な介入から自由であるべき行為者の広範

な区域（wide swath）に「不当に介入する」（underprotects）ことになるというものであ

る。ホームレスの擁護者はもちろんフェミニストの研究者たちは、住宅例外主義を後者の

理屈から熱心に批判してきた。その一方で、第二の波のフェミニストたちが前者の理屈で

批判を繰り広げてきた。 

これらふたつのアプローチは、同じコインの裏表の関係にある。彼らはともに根本的に

公私の区別を、「ある人々のグループから権力を奪い、その他のグループにそれを与えるレ

トリックの道具」として見る。そのため、この道具に対する批判はこれを引き払い、根本

的に作り直すことを追究することになる。 

 

1 家庭内暴力者の過保護 

 フェミニスト研究は、1970 年代における公私の区別に関するフェミニストの分析に基づ

いて、住宅例外主義の批判を繰り広げてきた988。 

 フェミニストの法学研究者たちは、世界を公と私の領域へと分かつリベラルの区別――

政治とノンポリ、自由と干渉、疎通性（accessible）と非疎通性、社会と個人、その他の概

念化の二分法を包含し989、「法とそのエージェントがぼんやりとした特別の環境を超えるこ

とができない境界」990として法を象徴する広範な区別――は、高度に性差を表現していた

（gendered）ことを指摘した。 

とくに、女性が歴史的かつ法的に投票や財産の所有を含む多くの政治的、社会的、そし

て公的な活動への参加から排除されてきた991。産業革命以前、女性たちは、家族や家庭の

仕事の領域に閉じ込められており、産業革命後の労働も、ほとんどが家庭内のそれに制限

されてきた。さらに、イギリスのコモン・ローの社会契約や、究極的にはアメリカ憲法の

第四修正すら、この排除に依拠している。そこでフェミニストは、公と私の二分法は人工

的、偽り、不自然（artificial）であり、権力のレトリックの道具であると主張する。そして、

その言語上あるいは概念上の区別はそれ自体が女性の不利益に繋がる社会的状況を凝固さ

せ、組み立てていると主張する992。 

 空間的なプライバシーに関するその他の批判は、この区別のより具体的な権力の含意に

関するものである。すなわち、空間的なプライバシーが家の中で起こる女性に対する暴力

                                                   
988 Myra Marx Ferree, Beyond Separate Spheres: Feminism and Family Research, 52:4 

J. OF MARRIAGE & THE FAMILY 847 (1990). 
989 Ruth Gavison, Feminism and the Public/Private Distinction, 45:1 STANFORD L. REV. 

5-7 (1992). 
990 Ronnie Cohen & Shannon K. O'Byrne, Can You Hear me Now...Good!" Feminism(s), 
the Public/Private Divide, and Citizens United v. FEC, 20 UCLA WOMEN'S L. J. 41 

(2012). 
991 Tracy E. Higgins, Reviving the Public/Private Distinction in Feminist Theorizing, 75 

CHI.-KENT L. REV. 847, 848 (1999-2000). 
992 Gavison, supra note 989, at 3. 
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的で攻撃的な男性の行為を国家の介入から守る限り「女性は、男性のプライバシーの被害

者かも知れない」のだ993。例えば、1970 年代まで夫婦間のレイプは合衆国のほとんどで犯

罪ではなかったし、ノース・カロライナでは 1993 年まで合法であり続けた。   

 このような問題を減らすために、フェミニストの研究者は国家が介入できない本質的に

「私的な領域としての家」を拒絶する主張をするのである。 

 

2 貧者や弱者の不当な保護 

 また、神聖な家に対して法によって許可される例外――つまり行政的な捜索や承諾――

は住民の特定の区分（segment）に対して構造的に不当に介入している（underprotect）と

主張してきた者たちもいる。 

例えば、法の執行を超えた特別の必要性がある場合や「主として慈善目的の」ものとし

て特徴づけられうる政府の介入の場面では、その立ち入りは捜索を全く構成することすら

ないことを、エツィオーニは指摘する。これは、福祉の利益の受領者に対する義務的な家

庭訪問に関するケースにおいて、最高裁によって達した結論である994。この判決は、貧困

者――政府による利益の受領者――は政府の介入に対して比類なく保護されていないグル

ープであると効果的に明示している。さらに、貧困は道徳の不足の産物であるという合衆

国における根強い信念は、様々な政府のエージェントによる貧困者の家に対する正当な理

由（warrant）のない立ち入りを正当化してきた995。同様に、仮釈放者（parolee）や執行

猶予者（probationer）はその他の市民よりも少ないプライバシーの権利しか最高裁に認め

られない996。同様に、必要書類のない移民の家も、移民・関税執行局（Immigration and 

Customs Enforcement）のエージェントの「手入れ」を受けることになる997。 

さらに、最高裁によって与えられる人、紙、家財（effects）に対する家の特権が、家を所

有しない者を政府の立ち入りに服従させることになると指摘する者もいる998。裁判所によ

って「家」と認識される財産を有しない多くの人々は、露地（open field）で生活している。

この露地は、裁判所によって、正当な理由がなくても政府が合法的に立ち入りできる領域

として見なされており、ときにそのような立入は家を所有しない者たちにとって過酷なも

                                                   
993 Higgins, supra note 991, at 851. 
994 Wyman v. James: Welfare Home Visits and a Strict Construction of the Fourth 
Amendment, 66 NORTHWESTERN UNIV. L. J. 719 (1971). 
995 Jordan C. Budd, A Fourth Amendment for the Poor Alone: Subconstitutional Status 
and the Myth of the Inviolate Home, 85 IND. L. J. 365-366 (2010). 
996 Daniel M. Stout, Home Sweet Home - Maybe Not for Parolees and Probationers 
When It Comes to Fourth Amendment Protection, 95 KY. L. J. 811 (2006-2007). 
997 Antos-Fallon, The Fourth Amendment and Immigration Enforcement in the Home: 
Can ICE Target the Utmost Sphere of Privacy?, 35 FORDHAM URB. L. J. 1000 (2007). 
998 Budd, supra note 1002, a 355-408; David Reichbach, The Home Not the Homeless: 
What the Fourth Amendment has Historically Protected and Where the Law is Going 
After Jones, 47 UNIV. OF SAN FRANCISCO L. REV. 2 (2012-2013); Andrew Guthrie 

Ferguson, Personal Curtilage: Fourth Amendment Security in Public, 55 WILLIAM & 

MARY L. REV. 4 (2014). 
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のとなる。 

  

第二款 技術の変化とプライバシーの変化 

1 技術の変化 

また前述のように、プライバシーは、政府によってのみではなく、人びとの生活の私的

な（intimate）側面に関する情報も含めた非常にたくさんの個人に関する情報を収集し、彼

らに関する詳細な履歴（dossier）を作ろうとする企業によっても侵害されている。これら

の企業は単に自身が押し入るだけでなく、データを政府の様々なエージェントに売却しも

する。そのため、データ・バンクの公私の区別は単に形だけのものに過ぎない。 

 この問題は、いくつかの主要な技術の発展によってより深刻になっている。それらのう

ちもっとも顕著なのは、パーソナルコンピュータとインターネットの隆盛である。これら

のものは、人が家の中でプライバシーに守られて情報にアクセスするか、公の場でアクセ

スするか、その違いをどんどん小さくしているとして、エツィオーニは、以下のように具

体例を挙げる999。 

もし、個人が急進的な政治的な文章のコピーを公のベンチで読みあげたとしても、普通

の状態であれば、通行人や通りかかった官憲だけがそれを知ることができる。対照的に、

インターネット時代では、同じことをハッカーやギャングスターや情報機関や他の大陸を

旅行中の恋人が観察することができる。さらに、かつては家の引き出しの中に入れられて

いた、信書（correspondence）、ラブ・レター、金融情報、医療記録を含む個人によって保

存される情報が、最近では「クラウド」の中で見つかる可能性が高い。個人は自身の個人

的な情報が彼のパソコンのハード・ドライブに保存されているのかクラウドに保存されて

いるのか気付いておらず、さらにはそれによって他者によるアクセスやプライバシーの法

的保護の難易度にどれだけ差が生じるか気付いていないことだろう。さらに、携帯電話は、

そこが自宅であれ公共のスペースであれ、電源がオフになっていても盗聴器になり得るし、

カメラはどちらの領域であっても視覚的な監視を提供しうる。 

 さらに、精度の高い双眼鏡のような新しい技術や、ドローンのような航空監視のツール

や、熱感知器は、公私のどちらのスペースにおいても、物理的な侵入なしに家や宅地の内

部の詳細を知ることができる。これらの技術によって、私人、企業、政府のエージェント

は、ある家の中での出来事を、さもそれらがオープンな公共のスペースで行われているか

のように、知ることができる。 

 これらすべてのことが、急激な技術の発展の時代においてプライバシーを守るために重

要なことは、人がどこにいたかではなく、むしろどのような種類の情報が集められたかで

あるということを示している。しかし、今なお裁判所は、家（及び家類似のスペース）と

公的領域の区別を主として維持している。 

 

                                                   
999 ETZIONI, supra note 870, at 67. 
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2 個人的領域としてのプライバシー保護基準の必要性 

前述のように、1967 年の Katz 判決において、最高裁は第四修正ケースに対する家を中

心とするアプローチから離れた。そしてそれ以後、「プライバシーに対する合理的な期待」

テストが修正第 4 条に関する司法審査の基準とされるようになり、いくつかの判決が現れ

た。そこでは、住宅ではなく、コンテナや車のなかにおけるプライバシーが問題となった。

と同時に、第四修正の保護が物理的な侵害を伴わないプライバシーにも及ぶとされたこと

から、通信の領域におけるプライバシーに第四修正の保護が及ぶことになり、その保護の

範囲が大きな議論となる1000。 

しかしながら一方で、Katz 判決やそれに続く判決が、プライバシーの保護される領域を、

家に類似しているか、それを人工的に拡張したものに求める考えにしばしば依拠している

点に留意しなければならない1001。例えば、Jones 判決は、GPS の車への取り付け行為を、

車を私的領域と看做すことで、不法侵入にあたるとした。つまり、Katz やその他の判決は、

実のところ「住宅例外主義」に則って判断し続けているのであると、エツィオーニは言う1002。 

このように、現行の判決に頼ることができない以上、プライバシーの個人的領域を定義

するためには、どの行動がその領域に含まれ、どの行動が除外されるかを決定する基準を

どうにかして設ける必要がある1003。そしてこれらの基準は、住宅中心のプライバシー理論

において物理的な壁によって演じられていた役割に取って代わらなければならない。サイ

バー時代におけるプライバシーの保護理論は、いわば人がどこに行こうと共に移動する、

彼ら彼女らを包み込む「泡」のように、プライバシーを適用しなければならないのである1004。

さらに言えば、この「泡」はデジタル・パーソン――つまり、何らかの機関に保存される

個人に関するプロファイル等――にも拡張されるべきであるとエツィオーニは主張する1005。

換言するならば、サイバー時代におけるプライバシーの保護理論は、バーチャル・パーソ

ン（より正確には、バーチャル・サブ・パーソン）にもプライバシーの権利を拡張しなけ

ればならない1006。プライバシーの権利は、バーチャルとオフラインという人の二つの側面

を双方ともに包含するべきなのである。そしてその「泡」の役割を果たす要件を、次節に

おいて検討するような形で、エツィオーニは定立することとなる。すなわち、情報のセン

シティブさ、情報のボリューム、そのサイバーネーションの程度である。 

 

                                                   
1000 Susan Freiwald, First Principles of Communications Privacy, 2007 STANFORD 

TECH. L. REV. 3-21 (2007). 
1001 Cynthina Lee, Package Bombs, Footlockers, and Laptops: What the Disappearing 
Container Doctrine Can Tell Us About the Fourth Admendment, 100:4 THE JOURNAL 

OF CRIMINAL L. & CRIMINOLOGY 1415 (2010). 
1002 ETZIONI, supra note 870, at 69. 
1003 Id. at 70. 
1004 Id. at 39. 
1005 Id. at 40. 
1006 Ibid. 
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第三款 小括 

 以上明らかになったように、現代においては、真の意味で住宅を離れた、それが公けに

なっているかどうかといった観点からではない、個人を中心としたプライバシーの基準を

検討しなければならない。そこでエツィオーニは、プライバシーをどのような情報が集め

られ、どのようなプログラムによって処理されているか、そしてその情報がどのようにシ

ステム内に保存されているか、そういった観点から問題を分析し、基準を立てていく。そ

の方向性は、もはやプライバシー保護は情報システム保護の問題となっているとする見解

と、軌を一にするものといえる。相違点としては、エツィオーニが比較的詳細な要件を定

立しており、なかでも情報のプログラムによる自動処理（サイバーネーション）に重きを

置いていること、そして本問題をリベラル・コミュニタリアニズムの観点から行っている

がゆえに、共通善に適う限りでは情報の利活用促進に肯定的であること、さらに共通善に

適わないであろう情報の利活用に対しては、ときに強硬にこれに反対することである。 

 以下では、情報の利活用とプライバシーの問題に関するエツィオーニの見解を検討して

いくことにする。具体的には、第二節でプライバシー保護の基準を定立し、次章でその基

準に即した具体的な保護の方向性を検討する。 

 

第二節 プライバシーは三次元の立方体 

 これまでの問題に対応するためにエツィオーニは、プライバシー保護は「情報の機微度

ないしセンシティブさ（sensitivity）の水準」、「集められた情報の容量（volume）」、それ

に施されている「情報のデジタル化、結合、プログラムによる解析といったサイバーネー

ション（cybernation）の程度」を基準に判断されるべきであると主張する1007。これらの根

拠が共通善のレベルを一定に保つ、侵入の程度の最も低い状態を示すガイドとなると、彼

は主張する。ここでは、これらの要件について具体的に検討することで、エツィオーニの

理論を明らかにしていく。 

 

第一款 機微度、センシティブさ（sensitivity） 

プライバシー保護の一つ目の座標軸は情報のセンシティブさである。一般的に、問題と

なっている社会の文化的価値に基づいてセンシティブであるとされる情報については、た

とえば配偶者や個人とその主治医のような、「情緒や特別なビジネスに基づくすでに存在す

る関係なしにこれを曝露したり追い求めたりすること」は、一般規範（prevailing norms）

の重大な侵害であると見なされると、エツィオーニは言う1008。 

例えば、健康状態、政治理念や政治に関する行動（投票）、内心に関する情報は、かなり

センシティブな（Highly sensitive）情報と見なされるだろう。一方で、金融・財産に関す

る情報は、医療情報よりはセンシティブでない情報とされ、公式に公開されているもの（ナ

                                                   
1007 Id. at 7. 
1008 Id. at 7-8. 
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ンバープレート等）や、消費者の選択に関する情報は、なおさらそうであろう。 

 

1 センシティブさのランク付け 

 センシティブさのランクづけは、単に裁判官が社会的な価値（social values）に基づいて

（いるという体で恣意的に）決定したり、議会の法律によって決定されたりするのではな

く、共有された社会的価値を反映し、リベラルな民主主義の過程やモラル対話（moral 

dialogues）1009による、よい意味での政治の産物であるべきであると、エツィオーニは主張

する1010。 

 ある種の情報がほかの情報よりもよりセンシティブであるという考えは、この語の多様

性にもかかわらず、プライバシー法の研究者によって主張され、すでに立法者によって運

用されてきている。応用されてきた追加的な専門用語は、「親密な関係の情報」とか、「暴

露的な情報」を含み、研究者はこれらの語を人びとのプライバシーへのリスクのレベルや

危害の程度という観点から定義してきた。 

 この点、情報のタイプに関する二つのレベルの区別が、センシティブな情報のニュアン

スの理解の発展を可能とするために求められる。最初の区別は基本的なものである。パー

ソナルな情報を、その他の形態の情報、すなわち個人に関しないもの――不可逆であると

想定される非同一化（de-identified）、匿名化（anonymized）が施されている情報――から

区別する必要がある。シュワルツとソロブは多くの連邦法が「個人を識別できる情報」

（personally-identifiable information）と「その他の情報」の区別に依拠していると指摘

している1011。端的にいうと、エツィオーニは「パーソナルでない情報はすべてセンシティ

ブでない」と考えている1012。そこで、センシティブさの問題は、多種多様なパーソナルな

情報をより分ける、第二のレベルの区別にかかわってくる。 

 この点、かなり多くのプライバシー擁護者が、政府による全てのパーソナル情報の収集

に対して、その保護を主張する。具体例としては、ACLU による様々な活動があげられる。 

 一方で、エツィオーニは、全てのパーソナルな情報が同じレベルの保護を受けうる、あ

るいは受けるべきである、とは考えない1013。ただし、何らかのエージェントが収集しよう

とする情報がよりセンシティブであれば、よりプライバシーを保護する手段が実行されな

ければならず、その収集を合法化するためにより高い共通善が求められるとする1014。 

                                                   
1009 モラル対話（moral dialogues）とは、エツィオーニ独特の用語法であるが、簡潔にい

えば日々のコミュニケーションや内省によって価値観を徐々に醸成・刷新していく過程の

ことをいう。AMITAI ETZIONI, FROM EMPIRE TO COMMUNITY 67 (Palgrave Macmillan, 

2004).  
1010 ETZIONI, supra note 870, at 8. 
1011 Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, The PII Problem: Privacy and a New Concept 
of Personally Identifiable Information, 86:6 N.Y. UNIV. L. REV. 1816 (2011). 
1012 ETZIONI, supra note 870, at 29. 
1013 Id. at 30. 
1014 Ibid. 
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 それでは、情報のセンシティブさを決定するのは何であろうか。センシティブさの測定

は、前述のように、その問題となっている社会の価値を真に反映しなければならないと、

エツィオーニは言うのである1015。たとえば、女性の肌の露出については世界各国で許され

る程度が変わってくるだろうし、ある種の紛争は内内に解決するほうがよいとするその具

体的内容も地域によって異なってこよう。ただこれは、ある特定の社会のプライバシーの

基準がそれだけで優れており、その基準が単に、社会のある特定の規範的な文化によって

影響を受けているとか、法制度によるセンシティブなパーソナル情報の具体的決定に重要

なファクターとなるのだ、と言いたいわけではないと、エツィオーニは付言する1016。これ

はあくまでもプライバシー保護の基準の一部分に過ぎないのである。 

  

2 アメリカにおける実例 

情報のセンシティブさについては、実際にそれぞれの社会で、立法者や裁判所は様々な

種類の情報の規範的な基準におけるこれらの違いを運用している。例えばアメリカでは、

以下のような実例がある。 

まず、議会では、以下のような立法が為されている。 

第一に、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（the US Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996, HIPAA）は、「保護健康情報」（protected health 

information）を取り扱っている。 

この情報とは、ある個人をその健康状態と結びつけうる限定された情報を、非常にセン

シティブなものとして、精神療法の記録の開示について非常に厳格に制限を設けている。 

具体的には、以下のとおりである1017。①氏名（現在のもの、以前のもの、母親の旧姓を

含む）、②郵便番号（zip code）の最初の三桁を除く郵便番号（postal address）と州以下の

地理的な区画（geographical subdivision）（アメリカの郵便番号制度は 5 桁からなり、最初

の三桁は州や都市を、あとの二桁が郵便区をあらわす）、③個人に直接的に関連するすべて

の日付の要素（誕生日、入院日、退院日等を含む）、④電話番号、⑤FAX 番号、⑥電子メー

ルアドレス、⑦社会保障番号、⑧医療記録番号、⑨健康保険受取人番号、⑩口座番号（account 

numbers）、⑪認証番号・免許番号（certificate/license number）、⑫車両識別番号及び製

造番号（ナンバープレートの番号を含む）、⑬装置識別名及び製造番号、⑭URL、⑮IP ア

ドレス、⑯生体認証、指紋や声紋を含む、⑰顔写真及びそれに類似する写真、⑱その他特

有の個人を識別できる番号、特徴、コード、以上の十八項目である。 

以上のような情報を保護する HIPAA プライバシー・ルールの保健福祉省による解説は、

HIPAA は、「初めて、消費者の最もセンシティブな情報である医療情報のプライバシーの

                                                   
1015 Ibid. 
1016 Ibid. 
1017 David T. Fetzer & O. Clark West, The HIPAA Privacy Rule and Protected Health 
Information: Implication in Research Involving DICOM Image Database, 15:3 

ACADEMIC RADIOLOGY 390-395 (2008). 
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ための全国的な保護のフロアを創造した」と宣言している。 

 第二に、United State v. Miller 判決1018に従って 1978 年金融取引プライバシー権法（the 

Right to Financial Privacy Act）が制定されている。この法律は、金融機関とその顧客の関

係に関するいかなる記録についても、当該金融機関が他と共有する能力を制限している。 

第三に、その他のいくつかの情報についても、連邦法によって保護されるに十分なほど

センシティブであると見なされてきた。たとえば、1988 年ビデオプライバシー保護法（the 

Video Privacy Protection Act of 1988）によって、レンタルビデオの履歴が保護されている。 

また、高度な保護に値する追加的な情報としては、「家族の教育的権利及びプライバシー

法」（Family Educational Rights and Privacy Act）によって学歴（education records）が、

「遺伝子情報差別禁止法」（the federal Genetic Information Nondiscrimination Act of 

2008）によって遺伝子情報が、「1980 年プライバシー保護法」（Privacy Protection Act of 

1980）によって取材の情報源が、それぞれ保護されている。 

  また、FTC はセンシティブデータを五つのカテゴリーに分類している。すなわち、金融

情報、健康情報、社会保障番号、子供に関する情報、例えば携帯電話から収集された位置

情報である。まだ立法には至っていないが、議論が進んでいるものとして、人種、民族、

思想信条、性的志向、そして「固有の生体情報」（unique biometric data）がある1019。こ

れらの事案では、センシティブとされる情報の種類は、定義されるというよりも、示され

ている。つまり、それぞれのカテゴリーを定義づける典型的な性質が示されているという

よりも、単なる例のリストなのである。 

 個人に関するある特定の情報を他のものよりセンシティブであると分類するとき、議会

はしばしばプライバシーは経済的あるいは身体的損害を防止するべきであるとの根拠に依

拠する。つまり、センシティブな情報とは、その権限のない曝露が金銭的な損害（tangible 

harm）を引き起こしうる情報であると定義されている1020。 

 センシティブさはまた、典型的な性質の表明ではなく、情報がセンシティブかそうでな

いかの具体的な性質の列挙を通して運用されている。例えば、1970 年公正信用報告法 （The 

Fair Credit Reported Act of 1970）は、「消費者の情報」（consumer reports）を開示する

ことを規制しているが、ここでこの情報とは、「消費者に貸付の価値があること、あるいは

消費者が貸付や保険に適格かどうかを判断する際に使用する個人的な特徴、あるいはその

他の限定された目的に使われる」あらゆる情報とされているのである1021。 

 裁判所もまたセンシティブな情報の分類を行っている。 

  たとえば、United States v. Jones では、ソトマイヤー判事（Justice Sotomayor）は多

                                                   
1018 United State v. Miller, 425 U.S. 435, 96 S. Ct. 1619, 48 L. Ed. 2d 71, 1976 U.S. 

LEXIS 148 (1976). 
1019 N.J. King and V.T. Raja, What Do They Really Know About Me in the Cloud?, A 
Comparative Law Perspective on Protecting Privacy and Security of Sensitive 
Information, 50:2 AMERICAN BUS. L. J. 424-431 (2013). 
1020 Ibid. 
1021 Schwartz & Solove, supra note 1011, at 1821. 
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数意見に加わったが、自身の意見も言っており、そこでは、「GPS のモニタリングは短期間

であってもプライバシー権を侵害する。なぜなら、それは家族の、政治の、職業の、宗教

の、そして性的な結びつきについての詳細に関する豊富な情報を反映しているからである」

とした。また United States v. Rumely では、個人の書籍の購入履歴を入手する政府の権限

を制限している1022。 

 

3 センシティブ情報のセクトラル方式による保護の問題点 

 しかし前述のように、この手法には二つの深刻な欠点がある。第一の欠点は、民間部門

におけるテクノロジーの発展に対して、適宜立法を行うとなるとひどくタイムラグがある

ことである。そして第二の欠点は、センシティブな情報とセンシティブでない情報の区別

は思われているほど厳格ではなく、近い将来にはより弱くなってしまうということである。

たとえセンシティブな情報が医療や金融の記録のようにオンラインでより保護されていた

としても、あまりセンシティブではない――つまり、あまり保護されない――情報のデー

タ分析の結果、大量のセンシティブな情報を明らかにすることができるのである。 

そのため、この欠点を補いつつ、事態適合的に問題の解決を図らないといけない。そし

てそのためには、まず、無数の法律を再調査し、より系統的かつ一貫した、その他の情報

よりもより保護されるべきパーソナルな情報のタイプの分類をする必要がある。しかしな

がら、まず大まかな仮説を立てるという目的のためには、センシティブさを要件の一つと

して運用しうるということについて疑問の余地はほとんどなく、かつ、多くのパーソナル

情報のセンシティブさの大まかな分類がすでに用意されているといえるのではないだろう

かと、エツィオーニは言う1023。 

 

第二款 容量、ボリューム（volume） 

サイバー時代のプライバシー理論が第二の座標軸に選ぶべきものは、収集された情報の

ボリュームである。 

 情報には、オービス等、時的空間的に限られたものから、中程度といえる監視カメラの

それ、そして電話の盗聴等一定程度まとまったものまで、ボリュームがある。このボリュ

ームが大きければ大きいほど保護の必要性が増すと、エツィオーニは分析する1024。この「ボ

リューム」は、ある人物についてあるひとつの機関なりあるひとりの行為者が収集した情

報の総量を差す。ボリュームは、監視が実施された時間の程度、あるそれぞれの時点に収

集された情報の「量」（quantity）と、あるひとつの時点に収集された情報の種類の幅、つ

まり帯域幅（bandwidth）に反映される。 

 

                                                   
1022 Andrew A. Proia, A New Approach to Digital Reader Privacy: State Regulations and 
Their Protection of Digital Book Data, 88:4 IND. L. J. 1608 (2013). 
1023 ETZIONI, supra note 870, at 32. 
1024 Id. at 10. 



                                                                         

230 

 

1 具体例 

 このような理論の下では、監視や捜索のテクノロジーの種類如何によって、個人の領域

に対する侵入の程度が異なってくる。その具体例としては、以下のようなものが挙げられ

る1025。 

 典型的なのは監視カメラである。これはごくごく私的、個人的に住宅の監視に使われて

いるものもあれば、駐車場などビジネスで使っているものもある。監視カメラは中距離か

ら人の位置や様相、誰と一緒にいるかなど、いくつかの情報を拾い上げる。しかしそれだ

けなら短い時間だし、場所も一箇所である。 

このような一般的な監視カメラと対照的なのが、2012 年にニューヨーク市で実験された、

マイクロソフトの地域警戒システム（Domain Awareness System）である。このプログラ

ムは街の監視カメラと逮捕歴、911 番（救急電話）、車のナンバープレート、放射線検出器

（radiation detector）からの情報を結合し、警察が容易かつ即座にこのシステムにアクセ

スできるよう設定されていた。 

 また、電話の盗聴は、とくにかなりの期間にわたって行われ、それが最小化されていな

いときは、かなりのボリュームになるといえる。 

 さらに、ドローンは特に問題となる。なぜならドローンの収集する情報は帯域幅が非常

に大きくなる可能性があり、張り込みをするよりもずっと低いコストで実施することがで

きるからである。 

 

2 ボリュームの二要素 

 ボリュームは、ある人物についてある機関なり行為者が収集した情報の総量を差す。そ

の計測法は、あるひとつの機関なりあるひとりの行為者を参照する。なぜなら、法はある

ひとりのエージェントが収集するかもしれない情報量と、多数のエージェントに収集され

る全体としての情報量を区別するべきだからである。そしてこれは既述の二つの要素を包

含する。 

 

2.1 「量」（quantity） 

ボリュームの座標軸に関連する第一の要素は、「量」（quantity）である1026。これは端的

に収集された情報の量に関連し、E メール、電話記録、テキストメッセージ、あるいは情報

のメガバイト1027によって計測される1028。また、情報収集の時間の長さは、実際大まかでは

あるが、使用に適した「量」の計測法である。同時に、距離関数（metric）も有用である。 

 個人に関する情報の収集が適当か過当かを判断する概算的基準として、時間を使ってい

                                                   
1025 Id. at 11. 
1026 Id. at 26. 
1027 この点、技術の発展によって 1 バイトに詰め込むことのできる情報量は変わりうるた

め、バイト数自体はあくまでひとつの目安である。 
1028 ETZIONI, supra note 870, at 26-27. 
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る例は、以下のようなものである。 

 E メールや同種のデータについて、電気通信におけるプライバシー保護法（the Electronic 

Communications Privacy Act of 1986）は、司法当局等から情報を保持しておくよう要請が

あった場合は、通信業者が係争中の法的手続きに必要なアカウント内の利用可能な電子的

記録のスナップショットを取らなければならないことを定めている。この情報は 90 日間保

持されうることになっている。また、この期間はさらに 90 日間延長されることがある1029。 

また、一回の情報の収集が捜索を構成するかどうかについて単に検討するよりも、ボリ

ュームを検討するほうがよいという先例として、Jones 判決があげられる1030。 

 この事案では、GPS の追跡装置が 28 日間ずっと稼動していた。多数意見は GPSの監視

の長さについての言及はなかったが、しかし、アリトー判事（Justice Alito）の同意意見の

なかでは、監視の長さが重要なファクターとなっている。 

彼は以下のように述べる。「ほとんどの犯罪捜査において、長期間にわたる GPS の追跡

装置の使用は、プライバシーの期待を侵害する。そのような犯罪においても、当局やその

他の機関が、個人の関心事を長期間にわたって、一つの瞬間ごとに密かにモニタリングし

たりカタログ化したりしないだろう――あるいは実のところ、概して単にしてはいけない

――と考えるのが、社会の期待であり続けている」1031。 

さらに、ここでは、ボリュームに関する最も重要な違いについて識別する必要があると、

エツィオーニは主張する1032。それは、「ごく短期間の収集」（spot collection）と「長期間

の収集」（prolonged collection）の違いである。前者は、非常に短い期間のあいだのひとつ

あるいは非常に少ない情報の個別のピースの一回限りの収集をさす。例えばこれは、空港

の安全検査や監視カメラが当てはまる。後者は、盗聴や GPSの追跡があてはまる。 

 この点、この種の問題に詳しい者は、ある種のごく短期間の収集を行うプログラム、特

に繁華街の監視カメラのようなものは、比較的包括的であることを理由に、これに反対す

るかもしれない。なぜなら、これらは、たとえば街を往くすべての個人を捉えるからであ

る。しかし、大きな量（quantity）の情報は、ビッグデータの分析などの場合には、サイバ

ーネーションによって情報を推測されることなく収集されうる点に留意すべきであると、

エツィオーニは言う1033。 

 

2.2 帯域幅（bandwidth） 

 ボリュームの座標軸に関連する第二の要素は、帯域幅（bandwidth）である。この用語は、

                                                   
1029 Kevin V. Ryan & Mark L. Krotosi, Caution Advised: Avoid Undermining the 
Legitimate Needs of Law Enforcement to Solve Crimes Involving the Internet in 
Amending the Electronic Communications Privacy Act, 47:2 UNIV. S.F. L. REV. 321 

(2012). 
1030 ETZIONI, supra note 870, at 27. 
1031 Jones, 132 S. Ct. 945. 
1032 ETZIONI, supra note 870, at 28. 
1033 Ibid. 
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ここでは「ある一つの対象からの、あるいはその対象についての、異なったタイプの情報

の収集」をさすために使用する1034。たった一種類のタイプの情報の収集、例えば個人の電

話、E メール、位置情報などのメタデータは、帯域幅の狭い収集を構成する。対照的に、い

くつかの種類の情報の収集、たとえば、電話の内容「と」、音声データ「と」、テキストメ

ッセージの内容「と」、E メールの内容は帯域幅の広い収集を構成する。帯域幅は重要であ

る。なぜならそれが広いものである場合は、狭いものである場合よりも監視によって人の

かなり包括的なプロファイルを得ることを法が許すことになり、つまりそれはプライバシ

ーをずっと減じることになるからである。 

 帯域幅が狭い場合であっても、ビッグデータのケースのように、多くの量のデータが集

められたら、個人の私生活の包括的な見取り図を描けるのではないかと疑問に思うものも

いるかもしれない。しかし、これらの疑問は、サイバーネーション、とくにセンシティブ

な情報に対するそれへと適用される強力な制限を考慮に入れていない点で不十分であると、

エツィオーニは言う1035。 

 

3 ボリューム要件に対する批判 

 このような情報のボリュームをプライバシー保護の考慮要素とすることについて、オリ

ン・カー（Orin Kerr）は、「収集のボリュームがどこまでが合理的で、どこからが侵害と

なるのかを決定することの困難」を指摘する1036。これに対して、エツィオーニは以下のよ

うに再反論する1037。 

なるほど確かにボリュームの境界線を明確にすることは難しいかもしれないが、しかし、

そのような期限や限界といった問題は、選挙権の年齢や運転免許の年齢等、そもそも法的

問題にはおおよそつきものなのであり、プライバシー問題固有のものではない。現実の運

用では、それが明らかに行き過ぎているのか、あるいは不十分なのかの妥協・折衷案とし

て、裁判官が考慮したものを反映しているのだが、この線引きはしばしば事後的に調節す

ることができる。そのため、単に決定が困難であるという理由だけではボリュームを基準

とすることができない理由にはならないのである。 

 

第三款 サイバーネーション（cybernation）――人工知能による情報処理 

1 サイバーネーションとは 

エツィオーニの理論の三つ目の座標軸は、法や法理論が最も追いつかなければならない、

重要性の増しているものがあてはまる。 

これまで、歴史的には、政府が特定の状況下で特定の情報を合法的に「収集できるかど

                                                   
1034 Ibid. 
1035 Ibid. 
1036 Orin Kerr, The Mosaic Theory of the Fourth Amendment, 111:3 MICH. L. REV. 333 

(2012). 
1037 ETZIONI, supra note 870, at 11. 
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うか」という問題に多くの注意が払われていた。これはその当時は妥当であったと、エツ

ィオーニは言う1038。なぜなら、プライバシーの侵害のほとんどが、第一段階の、ごく短期

間における収集を含意する捜索や監視によって起きていたからである。実際のところ、い

くつかの重要な侵害はまた、情報の対照（collating）、保管、分析、流通によって起きてい

た。しかしながら、その記録が紙媒体である限り、プライバシーの二次的な侵害は本質的

に限られていたのである1039。 

しかしながら、そのような情報が、データのデジタル化やコンピュータの使用により蓄

積され、他の情報と結合され、分析され、流通したら、つまりサイバーネイトされたとし

たら、人の私生活の非常に包括的かつ暴露的なプロファイルができあがる。 

手短に言うと、今日において最も深刻なプライバシーの侵害がしばしば永続化させられ

るのは、監視や情報の収集によってではなく、サイバーネーションによる、結合、操作、

データ共有によってなのである。情報がサイバーネイトされればされるほど、それはより

私事への侵入となる。 

 このプログラムによるサイバーネーションという考慮要素が、エツィオーニの理論の最

も新奇な要素であるといえる。本理論の第一の要素であるセンシティブさは、「ペーパー時

代」において十分熟した要素であった。また第二の要素であるボリュームは、いわんや実

践的な制限のための急を要する重要性のあるものではあるが、これもまたペーパー時代の

問題である。 

しかしながら、サーバーネーションによって生じる、パーソナルな情報の処理や二次的

利用の性質は、そのプライバシーへの影響も同様に、ペーパー時代には想像もつかなかっ

たものとなっている。 

サイバーネーションはまた三つの座標軸のもっとも重大な要素である。なぜなら、プラ

イバシー侵害防止の重点を、「一次的な収集に焦点を当てること」から、「二次的利用によ

る侵害に焦点を当てること」へと、重大な変化を生じさせるからである1040。サイバー時代

においては、情報の一時的収集は、二次的利用の範囲やそれに対する制限よりも、もはや

重要ではない。著しく大きくなり続けると思われる二次的利用の重要性の比率は、人工知

能の進歩の程度にかかっているとエツィオーニは言う1041。 

 

2 サイバーネーションの要素 

サイバーネーションは、情報の「蓄積」（storing）、「対照」（collating）、「分析」（analyzing）、

「流通」（distributing）を含むものである。ここではこれらについて、それぞれ検討して

                                                   
1038 Id. at 12. 
1039 Ibid. 
1040 Id. at 32. 
1041 Id. at 34. See also, ERIK BRYNJOLFSSON & ANDREW MCAFEE, THE SECOND 

MACHINE AGE: WORK, PROGRESS, AND PROSPERITY IN A TIME OF BRILLIANT 

TECHNOLOGIES (W. W. Norton & Company, 2014). 



                                                                         

234 

 

いく。 

 

2.1 蓄積・保管 

 第一に、蓄積・保管の問題を検討する。 

プライバシーは、もし収集された情報が蓄積、保管されていなければ、よりよく保護さ

れうる。かねてより議論されているように、人間は忘れる生き物だからである。しかし対

照的に、一つの特定のパーソナルな項目――人がどんな雑誌を読むか、人がよく良くバー

はどこか、など――についてであっても、記録が保持されれば、これを保管しないシステ

ムと比べて、プライバシーへのより高度な危険となる。 

 この「蓄積・保管」という要素は、サイバーネーションの程度の見当をつけるための最

初の規則として、「情報が蓄積されるか、すぐに消去されるか」の判定を課す1042。次に、も

し情報が蓄積されていたとしたら、第二の規則として、「情報が保持される時間の長さ」を

判定することによって、サイバーネーションの程度は概算されることになる。 

 

2.2 対照、突合 

 第二に、対照（情報の照らし合わせ、突合）の問題である。 

同じ人物の情報の対照に関していえば、特にその人物に関する情報のファイルが構築さ

れているときに、ある機関によって収集され保管されている情報が他の機関によって収集

され保管されている情報と結合、リンクされると、プライバシーへの脅威は増幅する。 

 例えば、プライバシーの擁護者には、連邦のシステムよりも州や地域のデータベースの

方を好む者がいる。しかし彼等は、州や地域のデータベースがときに相互に連結し、情報

の共有を行っていることに気づいてない。かりに一つのデータベースとして蓄積される情

報のボリュームは小さかったとしても、それが結合することによって、連邦によって集積

されたデータベースと変わりはなくなるのにもかかわらず、彼等はそのことを考慮してい

ない。 

 法はこのような技術的な発展に適合し、全てのリンクされたデータを一つとして扱い、

情報の集積に制限を課さなければならない1043。 

 

2.3 分析 

第三に、分析である。 

パーソナルな情報が単に蓄積され対照されているに過ぎないときよりも、他の情報を探

り出したり、未加工のデータでは明らかではないその人物についての結論を引き出したり

するために情報が分析されている場合のほうが、プライバシーへのリスクはより高くなる。 

ひとまずその程度の概算をするという目的のためには、このサイバーネーションという

                                                   
1042 Id. at. 33. 
1043 Ibid. 
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座標軸は、そのような「情報の分析が少しも実行されていないか」を判定することによっ

て運用される1044。つまり、分析は、「未加工のデータの単なる使用」と対比される。さらに、

「どれくらいの、また、どのような種類の新しい情報が分析を通じて得られたか」を評価

するための、付加的な計測法も必要となる。とくに、「センシティブな情報の収集や使用が

禁じられているとき」に、「センシティブでない情報を利用した当該センシティブな情報の

推測に分析が使用されること」を禁止する必要がある1045。しかしながら、そのような禁止

措置は（少なくともアメリカでは）今のところ見られないとエツィオーニは言う。 

 

2.4 流通 

 最後に、流通の問題である。 

例えば、情報が病院などひとつの集団によって収集されているときは、たとえ情報が分

析されファイル化されていたとしても、ほかの集団にはアクセスできず、特殊な状況にお

いてしか使用可能にならないならば、プライバシーのリスクはより少なくなりうる。この

点について、1974 年プライバシー法（the Federal Privacy Act of 1974）は、ある連邦の機

関によって収集され、保管され、分析された情報がその他の連邦の機関等と共有されるか

もしれない状況や、その程度を制限している。 

 この点、流通とアクセスは同じプロセスのコインの裏表であると、エツィオーニは言う1046。

情報の共有によって、サイバーネーションのうちの流通、アクセスが可能となる。この点

で、流通の程度を測る適切な要素は、①法律や規制によって制限されている範囲、②共有

されている情報のボリューム、③その情報を共有している機関の数であるといえる1047。 

 前述したように、社会保障番号は、当初は社会保障局にのみ利用されることを意図され

ており、その他の連邦機関と共有される予定はなかった。しかしながら、この番号は現在

では幅広く利用され、そのことによって、個人に関する情報をその他の情報源と対照し、

より包括的な、つまり個人のプライバシーを侵害するような情報を引き出すことが、容易

になっている。 

 

3 第四の変数――アカウンタビリティ（accountability） 

この「サイバーネーション」に関する分析を完遂するために、一見したところこれまで

のものとは少し異なる変数を加える必要があると、エツィオーニは言う。この追加的な変

数は、「（座標軸上）負の方向へのサイバーネーション」として扱われるものであり、「アカ

ウンタビリティ」（accountability）として言及される1048。 

パーソナルな情報が収集され、蓄積され、分析される様々な「場」はすべて、少なくと

                                                   
1044 Ibid. 
1045 Ibid. 
1046 Id. at 34. 
1047 Ibid. 
1048 Ibid. 
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も権限のない者に対するなんらかの障壁を有している。これには単純な装置、たとえばパ

スワードやコンピュータのロックはもちろん、ファイアー・ウォールや暗号化など、より

強力なものも含まれる。これが「アカウンタビリティ」の要素である。 

すべての「アカウンタビリティ」の手段は、以下のように、サイバーネーションのうち

の何らかの要素を制限する1049。あるものは、たとえばデータにアクセス制限をかけること

で、「共有」を制限する。またあるものは、ある一定の期間が経つと情報を消すことを確実

にすることで、「保管」を制限する。またほかのものは、情報を非個性化（de-identifying）

することによって、「分析」を制限する。「アカウンタビリティ」の手段がより広範かつ効

果的になればなるほど、サイバーネーションはより起こらなくなり、よりプライバシーも

保護される。 

よって、あるデータベースにより強力な「アカウンタビリティ」の手段が講じられれば

講じられるほど、仮に情報のボリュームが大きく、情報のセンシティビティが相当なもの

であり、重大な程度の対照や分析が施されていたとしても、発生するプライバシーの侵害

の程度は小さなものとなる。逆に、もし「アカウンタビリティ」が欠けているとすると、

仮に情報のボリュームが比較的小さく、情報が比較的センシティブではなく、対照や分析

がそこまで過度でなくても、発生するプライバシーの侵害は大きくなる。 

以上のような「アカウンタビリティ」の水準は、様々なデータベースから、「アカウンタ

ビリティ」が充分であるかについての情報を逐一集めることによって運用されることにな

る1050。 

 

4 ソロブの見解との比較 

以上のように、情報処理の行為態様に着目して類型化を行う研究者は他にもいる。その

ような論者としては、たとえばソロブがあげられる。 

 彼は、かつてプロッサーが類型化した秘匿によるプライバシー概念を廃棄し、現代のイ

ンターネット社会に適合しうるようにプライバシー権を十六の性格ごとに類型化を行う1051。 

 そこでは、まず、情報の①収集、②処理、③流通、④侵害という四段階に大分類した後、

これをさらに以下のとおり細分化する。 

 

 ①収集の段階 

  監視、尋問 

 ②処理の段階 

  集積、同一化、安全管理、二次利用、消去 

 ③流通の段階 

                                                   
1049 Ibid. 
1050 Id. at 35. 
1051 SOLOVE, supra note 585, at 172. 
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  信頼義務違反、開示、漏えい、アクセス、無断利用、盗用、情報内容の変更 

 ④侵害 

  侵入、決定への干渉 

 

 ソロブは、以上の類型に注意を払ってその侵害が問題となる場面ごとに適宜対処してい

くべきであるとする。このように、情報処理の程度や二次利用の形態に着目するという点

では、エツィオーニとソロブは共通しており、むしろそこに着目したことに関する学術上

のプライオリティとしては、ソロブに軍配が上がるように思われる。しかし、彼等の間に

は大きな違いもある。 

それは、第一に、ソロブがプライバシー概念を規範的に基礎づけたうえで画一的に概念

化することには消極的な一方で、エツィオーニは、むしろこれをリベラル・コミュニタリ

アンの観点から基礎づけることを積極的に志向するのである。また第二に、エツィオーニ

がサイバーネーションという要素で考慮しているのが、単なるプログラムによる情報処理

の態様というよりも、人工知能によるそれであるという点である。近時、人工知能の発達

の勢いは飛ぶ鳥を落とすどころか人類を追い落としうるほどであるといえ、前述の「Watson」

のようにスマートシティ構想の中核を担うものもあらわれている。そしてそのような発達

の結果として、「技術的特異点」なる段階にいたるのではないかとする未来研究もある1052。

そのことを踏まえると、エツィオーニは、ソロブの主張する「現代的な侵害態様に対応す

べきである」という問題意識を受け止めたうえで、これを彼なりに再構成して規範的観点

を重視しつつ、さらに将来の技術発展を見越して論じているのであると評価できよう。 

 

第四章 サイバーネーションによる侵害の規制 

以上、これまではエツィオーニのプライバシー理論のそれぞれの要件について検討して

きたが、本章ではより具体的な保護の方向性について検討していく。 

この点、エツィオーニは、現行の対策の多くは「プライバシーの立方体」の一面しか見

ていないか、あるいは、サイバーネーションの蓄積か、分析か、流通のうち、一つしか見

ておらず、サイバープライバシーの体系的な理論を提供していないと批判する1053。 

現代の実情に即した規制において重要であるとエツィオーニが主張するのは、以下の方

針である。第一に、一次的なライセンスと二次的使用の規制の逆転関係、第二に、センシ

ティブな情報を発見するためのセンシティブでない情報の利用の禁止、第三に、公私の区

別を超えること、以上の三点である。このうち、第三のものについては第二のものと密接

に関わっているため、ここでは前二者を中心に検討しつつ、第二のものとあわせて第三の

点についても論ずることにする。 

                                                   
1052 RAY KURZWEIL, THE SINGURARITY IS NEAR: WHEN HUMANS TRANSCEND 

BIOLOGY (Viking Adult, 2005). 邦訳として、井上健（監訳）『ポスト･ヒューマン誕生――

コンピュータが人類の知性を超えるとき』（日本放送出版協会、2007）。 
1053 ETZIONI, supra note 870, at 14. 
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第一節 一次的なライセンスと二次的使用の規制の逆転関係 

 一つの鍵となる原則は、法制度は個人に関する情報の最初のごく短期間的・瞬間的な収

集についてはより寛容に対応しつつ、（a）収集のボリュームをより制限するようにし、（b）

サイバーネーションを制限し、統制することで、情報のセンシティブさの水準を一定に保

つということである1054。つまり、一次的なセンシティブさの低い情報の収集、サイバーネ

ーションについては、許容範囲をより広く認めるべきであり、処理の結果センシティブさ

の高くなった情報の扱いについては、より厳格な制限を、両者の中間では、それに対応し

た中程度の保護を与えるべきなのである。 

 言い換えるならば、サイバー時代のプライバシー原則は、サイバーネーションを制限す

るよう効果的に機能している法制度と規制の枠内で実施される一次的な収集であればより

寛容に処するべきであり、もしそうでないならば、厳格に対処すべきなのである。このこ

とは、さらに、以下のようにも言える。すなわち、「個人情報の一次的収集の許可と、二次

的利活用のコントロールの厳格さのポジティブな相互連関」である1055。 

 この原則を追究するためには、プライバシーの三要素を複合的に検討する必要がある。 

 

第一款 複合的検討 

プライバシー保護のための三要素については、いろいろな組み合わせが考えられる。細

かく見れば無限にあり得るともいえるが、おおよその組み合わせとして、エツィオーニは

以下のようなものをあげる1056。 

 

例示 

低ボリューム 低センシティビティ 低サイバーネーション 道路の料金徴収所 

低 or 高ボリューム 低センシティビティ 低サイバーネーション 通話記録の収集 

低ボリューム 低センシティビティ 高サイバーネーション 消費財の購入 

低ボリューム 高センシティビティ 低サイバーネーション 空港の身体検査 

高ボリューム 低センシティビティ 高サイバーネーション クラウドの情報 

高ボリューム 高センシティビティ 低サイバーネーション 健康に関する記録 

低ボリューム 高センシティビティ 高サイバーネーション CIA の工作員名の

リーク 

高ボリューム 高センシティビティ 高サイバーネーション 名簿屋のファイル

の売却 

 

                                                   
1054 Ibid. 
1055 Ibid. 
1056 Id. at 37. 
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 ここでは、これらのうち、以下の四場面について検討する。すなわち、①低ボリューム、

低センシティビティ、サイバーネーション無し、②高ボリューム、低センシティビティ、

限定的サイバーネーション、③高ボリューム、低センシティビティ、高サイバーネーショ

ン、④高ボリューム、高センシティビティ、サイバーネーションの制限必須、の各場面で

ある。 

 

1 低ボリューム、低センシティビティ、サイバーネーション無し（Low Volume, Low 

Sensitivity, No Cybernation）の場合 

エツィオーニはまず、低ボリューム、低センシティビティ、かつサイバーネーションを

していないパーソナルな情報の収集については、現在の共通善のレベルでは、許容される

べきであると考える1057。なぜなら、情報の収集によるプライバシーへの危害は少なく、共

通善への貢献はしばしば中程度から高いレベルまで認められるからである（ここでいう許

容は、法がそれを拒絶する特別な理由がない限り情報の収集を許可するべきであるという

意味である）。 

 例えば、有料道路の料金徴収所（tollbooth）、自動車のナンバープレート、警官の装着用

小型カメラ（police body camera）、空港の荷物検査、酒気検査器、一般的な交通取締、ラ

ンダムの義務的薬物検査、保健衛生安全調査などがあげられる。注意すべきは、これらの

例のすべてについて、市民派リバタリアン（ACLU）は反対しているということである。 

 しかし、このような状況の多くの事案において、概してサイバーネーションは起こらな

いことに留意すべきである。なぜなら、以上のような検査は闇業者によって実施されたり

することはなく、情報収集のメカニズムに技術的な制限があったり、サイバーネーション

をする動機が欠けているからである。これは必ずしも、判事による権限授与がないかぎり

サイバーネーションが禁止されているからそうなっているのではないのだ。 

ただ、現在このような情報についてサイバーネーションが行われていないのは、習慣的・

経済的動機からであり、もしデータ・ブローカーや報道機関や離婚専門弁護士がこのよう

な情報にアクセスをしようとしたら、これらの動機は簡単に逆転してしまう。しかしなが

ら、現在優勢なプライバシー理論に起因する典型的な立法や判決は、このような情報の二

次的な利用を防止するすべを含まない。そこで、エツィオーニは、収集された情報は最初

の使用のあと、あるいは特定の期間の経過後に、ただちに消去する必要があり、その共有

は禁止されるべきであることを主張する1058。 

 一方で、エツィオーニの理論は、量の少なく帯域幅の狭い情報でありながら、共通善
．．．

（公
．．

共の安全、公衆衛生）
．．．．．．．．．．

に決定的な貢献をもたらす行政的な安全検査の広範な類型を承認す
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る
．

1059。 

                                                   
1057 Id. at 36. 
1058 Ibid. 
1059 Id. at 42. 



                                                                         

240 

 

 例えば、レストランでの保健衛生検査がこの類型に当てはまる。まず、保健衛生検査官

によって集められる情報のボリュームは少ない。なぜなら、このような調査は年に数回し

かなく、収集する情報も特定のタイプのもののみだからである。次に、そのセンシティブ

さも低い。実際、その情報の多くはパーソナルなものではないからである。最後に、レス

トランが食品衛生法を順守している限り、その情報のサイバーネーションも必要ではない。

仮に食品衛生法に違反していた場合、その情報は同じレストランにおける他の保健衛生検

査の情報と、経過追跡のためにサイバーネートされはする。しかし、もし公共政策の目的

のために情報が保管されるとしても、その識別符号は取り除かれることになる。 

 この理論的根拠づけは、行政的検査を正当とする裁判所の多数の異なる理由づけよりも、

より一貫していて、よりシステマティックで、より主観的でないと、エツィオーニは主張

する1060。 

 現に、多くの法学者は、特に行政的な検査に関する法体系（jurisprudence）の複雑性に

ついて、「支離滅裂」（incoherent）、「測り知れない」（abysmal）、「内容がない」（devoid of 

content）、「概念上及び理論上の困惑」（conceptual and doctrinal embarrassment）、「最善

の状態でも無秩序」（chaotic at best）等という表現で、嘆き悲しんでいる1061。 

 しかしエツィオーニの観点では、少なくともそこまでの矛盾はきたしていないといえる。 

 

2 高ボリューム、低センシティビティ、限定的サイバーネーション（High Volume, Low 

Sensitivity, Limited Cybernation）の場合 

エツィオーニは、ある人物に関する、長期間にわたる、帯域幅の広い情報の収集は、そ

の情報のセンシティブさが低く、サイバーネーションの程度が低い、とくに強力なアカウ

ンタビリティの手段がとられている場合には、許容されるべきであるとする1062。なぜなら、

そのようなケースでは、プライバシーの侵害が限定されるからである。 

 このような場面として具体例を挙げるなら、携帯電話の位置情報の追跡や、GPS 追跡装

置の長期間の使用などが挙げられよう。また、このようなシステムの発展形として考えら

れるのが、持続的監視システム（Persistent Surveillance System, PSS）と、地域警戒シス

テム（DAS）である1063。このようなシステムは、まさにスマートシティ構想の中核をなす

技術であるといえる。ここでは、これら二つのシステムとそれに対するエツィオーニの応

答を検討していく。 

 

                                                   
1060 Ibid. 
1061 Eve Brensike Primus, Disentangling Administrative Searches, 111 COL. L. REV. 

254, 257; Russell L. Weaver, Administrative Searches, Technology and Personal Privacy, 

22:2 THE WILLIAM & MARY BILL OF RIGHTS J. 571 (2013). 
1062 ETZIONI, supra note 870, at 42. 
1063 これらのシステムを紹介するものとして、例えば、八山幸司「米国における防犯・治安

と IT に関する取り組みの現状」ニューヨークだより 2015 年 11 月号（情報処理推進機構）

〈http://www.ipa.go.jp/files/000049472.pdf〉（最終アクセス 2015 年 12 月 9 日）等。 
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2.1 持続的監視システム（Persistent Surveillance System） 

このシステム（PSS）は、Persistent Surveillance System 社が開発を手掛ける、軽飛行

機に超高解像度カメラを取り付けて、上空から 25 平方マイル（約 64 平方キロメートル）

を監視することができるシステムである。いわば google マップの衛星写真のようなもので

あるが、大きな違いはリアルタイムで対象地域を見ることができるという点にあり、一秒

ごとに録画された映像を確認することで人や自動車の細かい追跡が可能となっている。上

空を飛行している軽飛行機からの撮影であるが、人工衛星からの画像のように座標を固定

することができ、最大六時間にわたって同じ地域を監視し続けるシステムになっている。 

 このシステムの大きなメリットは、個人を特定するような情報を拾うことがないため、

プライバシーを侵害することなく監視活動を行うことができるという点にある。上空から

の監視は従来の監視システムとは違い、対象地域のすべての人の動きを追跡することがで

きる一方で、建物の中に入り込むことや個人特定につながる情報収集は行わないため、取

り締まりを強化しつつプライバシー侵害の可能性を少なくできるという。同システムはメ

リーランド州ボルチモア、オハイオ州デイトン、カリフォルニア州コンプトンで試験運用

中となっており、コンプトンでは実際にひったくり犯の足取りを追うことに成功している

1064。またこのシステムは、防犯目的の地域監視だけでなく、パイプラインなどの重要イン

フラや被災地の被害状況の確認などへの応用も期待されている1065。 

このシステムに関するエツィオーニの検討は以下のようなものである1066。このテクノロ

ジーによって収集されている情報の量、その帯域幅、そのサイバーネーションの程度は、

料金徴収所や、スピードカメラなどといった、前述のカテゴリーのシステムよりも、重大

なまでに高い。しかし、その情報のセンシティブさは、比較的低いといえる。この技術に

よって問題となる主要なプライバシーへの効果は、実施されているサイバーネーションの

範囲と性質である。そこで、このような技術を禁止すべきか許容すべきかを区別する主た

る変数は、収集というよりも、むしろサイバーネーションの水準である。 

 

2.2 地域警戒システム（Domain Awareness System） 

この地域警戒システム（DAS）は、前述のように、2012 年にニューヨーク市警察がマイ

クロソフト（Microsoft）社と共同で開発した、犯罪取り締まりのために必要な機能を提供

する包括的なものとなっている。具体的には、DAS は監視カメラをネットワーク化させる

ことで、必要な地域の映像を 7,000 個におよぶ警察所有と商業施設の防犯カメラや、パト

                                                   
1064 Kelsey Campbell-Dollaghan, Police Are Testing a "Live Google Earth" To Watch 
Crime as It Happens (Apr. 14, 2014),  http://gizmodo.com/police-are-testing-a-live- 

google-earth-to-watch-crime-1563010340 (last visited Dec. 9, 2015). 
1065 Persistent Surveillance Systems, Application, http://www.pss-1.com/#!hawkeye-ii- 

applications/c1i6o (Dec. 9, 2015). 
1066 ETZIONI, supra note 870, at 43. 
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カーの車載カメラの映像から呼び出すことができるという特徴を持つ1067。DAS の詳細な機

能は明らかにされていないが、例えば、赤いシャツを着た人間だけを表示するように指示

すれば、全ての監視カメラから該当する映像だけを抜き出すことなどが可能であるという

1068。道路上や警察車両に取り付けられたナンバープレート読み取り装置から特定の車両の

位置情報を確認することもでき、車両の位置情報は過去数カ月にわたって検索が可能とな

っている1069。 

 また、DAS は監視カメラや車両の位置情報に加え、ソーシャルメディアにおける発砲を

示唆する投稿や過去の犯罪データといった様々な情報までを集約し、その情報を犯罪の種

類などに分類したうえで、犯罪捜査の戦略指令室の画面上に映し出して管理できるように

もなっている。さらに、この指令室では DASを使い、複数の事件の慣例性やギャングの活

動といった犯罪捜査や、事件が発生しそうな地域には事前にパトカーを巡回させるなど、

様々な犯罪の取り締まりを進めることとなる1070。 

 エツィオーニの理論は、この技術に対しても、PSS のケースとおなじ結論に至る。ただ、

DAS と PSS の主たる違いは、収集された情報の量と帯域幅が、DAS のほうがずっと大き

いということである。そこで、決定的な変数は、情報が不当に共有されたり濫用されたり

するサイバーネーションを、アカウンタビリティの手段が適切に制限しているか、という

ことになる1071。 

 

3 高ボリューム、低センシティビティ、高サイバーネーション（High Volume, Low 

Sensitivity, High Cybernation）の場合 

 またエツィオーニは、裁判所が二次的な使用よりも一次的な収集に焦点を当てているこ

とによって、驚くほど量（quantity）が多く、帯域幅も広い、高度にセンシティブかつ非常

にサイバーネートされたパーソナルな情報を、法の執行により収集してしまっていること

に留意すべきであるという1072。そしてそれが、いわゆるドローンの使用が増えていること

によって、より複雑な問題となるという。 

ドローンとは、人が搭乗していない、無人での飛行が可能な航空機のことを指す。無人

航空機（Unmanned aerial vehicle）ともいう。ドローンには全幅 30 メートルを越える大

                                                   
1067 Greg B. Smith, Behind the Smoking Guns: Inside NYPD's 21st Century Arsenal, 
http://creative.nydailynews.com/smokingguns (Dec. 9, 2015). 
1068 Len Levitt, Thee Rant Turns Ugly (Mar. 11, 2012), http://www.huffingtonpost.com/ 

len-levitt/thee-rant-turns-ugly_b_1852092.html (Dec. 9, 2015). 
1069 The Official Website of the City of New York, For Immediate Release Pr-291-12 

(Aug. 8, 2012),  http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.c0935b9a57bb4ef3daf 

2f1c701c789a0/index.jsp?pageID=mayor_press_release&catID=1194&doc_name=http://

www.nyc.gov/html/om/html/2012b/pr291-12.html&cc=unused1978&rc=1194&ndi=1 

(Dec. 9, 2015). 
1070 Smith, supra note 1067. 
1071 ETZIONI, supra note 870, at 44. 
1072 Id. at 44-45. 
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型から手の上に乗る小型までの様々な大きさのものが存在し、軍用・民間用いずれも実用

化されているが、ここでは主に小型の、カメラを搭載したタイプを指すといえる。 

 例えば、現在アメリカでは、各警察機関がドローンの実用化に向けたテストを重ねてい

る状況にある1073。そして、少しずつではあるものの様々な取り組みが出てきており、2015

年 5 月には湿地帯に逃げ込んだ被疑者を、警察が消防署から借りたドローンを使って捜索

に当たった1074。また、2015 年 8 月にはノースダコタ州が初めて非致死性の武器であれば

ドローンに搭載することを承認する法案を可決させるなど、ドローンを使った犯罪の取り

締まりに向けた動きが進んでいる1075。 

 他方で、ドローンは商用利用に関する議論も盛んである。例えば前述のように、大手イ

ンターネットサービス会社アマゾン（Amazon）社は、自社の販売商品の配達を、ドローン

を活用して行う計画を発表している1076。また、GE ベンチャーズ（ゼネラル・エレクトリ

ック社が設立したベンチャー・キャピタル）が 2014 年 11 月にドローン技術の開発を手掛

ける米 Airware 社へ出資している1077。そして翌 2015 年 4 月には、同社が開発した最新の

商用ドローンの運航管理システム『航空情報プラットフォーム（AIP）』の採用を決定し、

GE の顧客向けにドローンを利用したソリューションを開発しているという1078。 

このようなドローンの利用について、たとえば、Jones 判決の結論をこの問題に当てはめ

れば、ドローンは大量の情報を収集しているために、少なくとも警察による使用について

は第四修正に言う捜索を構成しうることになるだろう。 

これに対してエツィオーニはさらに、ドローンが収集する情報が GPSによって提供され

る情報よりもずっと帯域幅が広いことにも着目する1079。そのため、彼はドローンのような、

収集する情報の量が多く帯域幅もかなりのものになる場合は、たとえそのセンシティブさ

が低かったとしても、サイバーネーションの程度が制限されている場合にのみ許可される

                                                   
1073 Alison Vekshin, Police Drones Aimed at Berkeley’s Skies Rankle Privacy Activists 
(Jan. 13, 2015), http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-13/police-drones- 

aimed-at-berkeley-s-skies-rankle-privacy-activists (Dec. 9, 2015).  
1074 Rich Kremer, From Law Enforcement to Farming, Drones Are Becoming an 
Increasingly Popular Tool: Unmanned Aerial Vehicles Have Also Raised Questions of 
Privacy (Jul. 28, 2015),  http://www.wpr.org/law-enforcement-farming-drones-are- 

becoming-increasingly-popular-tool (Dec. 9, 2015). 
1075 Andrew Tarantola, North Dakota cops will be first in nation to use weaponized 
drones (Aug. 27, 2015), http://www.engadget.com/2015/08/27/north-dakota-cops-will-be- 

first-in-nation-to-use-weaponized-dron/ (Dec. 9, 2015). 
1076 Amazon, amazon prime air, http://www.amazon.com/b?node=8037720011 (last 

visited Dec. 10, 2015). 
1077 GE Ventures, Hardware, Software and Cloud Services for Commercial Drones, 

https://www.geventures.com/portfolio/companies/airware (last visited Dec. 10, 2015). 
1078 GE Reports Japan「目が離せない！ドローン、ビジネスへの活用」（2015 年 3 月 13

日）〈http://gereports.jp/post/118853385384/drone-brain-maker-airware〉（最終アクセス

日 2015 年 12 月 10 日）。 
1079 ETZIONI, supra note 870, at 45. 
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べきであると主張する1080。 

 

4 高ボリューム、高センシティビティ、サイバーネーションの制限必須（High Volume, 

High Sensitivity, Must Limit Cybernation）の場合 

エツィオーニによると、センシティブさの程度が非常に高い場合は、説得力のある共通

善（public interest）の要請がない限り、収集されるべきではない、ということになる1081。

しかしここでもまた、主たる問題は収集というよりも、サイバーネーションの制限なので

ある。 

 例えば、このような情報を抱えているデータベースへの攻撃が非常にまれであり、その

侵害によるプライバシーへの実害の発生が限定されているのであれば、センシティブな情

報についてかなりの程度収集されていても、アカウンタビリティが強力な場合はその利用

は許容されるべきであるということを示している1082。一方で、データベースがたびたび攻

撃を受け、プライバシーへの実害が発生している場合は、何らかの責任を負うべきである

ということになる1083。 

 この点、後者のような問題が発生するたびに、このような情報収集を完全に撤廃できな

いにしても大幅に制限すべきであると主張する者がいる。しかしながら、彼らの主張の根

拠づけは、エツィオーニとは異なり、「政府を信頼すべきではない」という感覚が反映され

ていることがしばしばである。例えば多くの市民派リバタリアンは、たとえ現在の政府は

信用に値しても、将来の政府はこれらのデータベースを濫用するかもしれないため、この

ような収集や保管が起きないならば、それが最善であると主張する。 

 一方で、エツィオーニの依拠するリベラル・コミュニタリアニズムのアプローチは、個

人の権利（ここではプライバシー権）と、共通善（ここでは公共の安全、公衆衛生）とい

う二つの核心的価値のバランスをとる。これは必要なことである。なぜなら、伝染病の発

生や他の何らかの脅威に面して共通善へのより高度な要請がある社会は、共通善への要請

が低いか、あるいは減らす必要のある社会よりも、個人の自由への介入が多かれ少なかれ

許され得るからである。しかしながら留意しなければならないのは、個人の権利と共通善

の調整に関する分析は、歴史における特定の状況における所与の社会において共通善が必

要とする貢献を、具体的に説明することなしには終わらないということである1084。 

 例えば現在の例をあげるならば、アメリカにおいて多くの犯罪が未解決のままであり、

DNA データベースがそのような未解決事件の増加を食い止めることに役立つならば、DNA

データベースは、アカウンタビリィティの手段をとらなければならないとの但し書きを伴

                                                   
1080 Ibid. 
1081 Id. at 46. 
1082 Ibid. 
1083 Ibid. 
1084 Ibid. 
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いつつも、維持ないし拡張されるべきであると、エツィオーニは言う1085。 

 将来の政府にそのような防護措置を取り払われ、データベースの情報を濫用されること

に不安を感じる者もいよう。しかしこのような将来の政府による抑圧という問題に取り組

む最善の方法は、情報の収集や保管をやめることではなく、市民社会（civil society）や公

衆教育（public education）、そして自由結社（voluntary association）の基礎を築くことや、

共通善が提供されることを確保することである1086。なぜなら、民主主義への最大の脅威は、

歴史的には、データベースの濫用からではなく、暴力的な犯罪や、内戦、外敵から現行の

政府が人々を適切に保護していないとして恐慌状態に陥った人々が、より強力な権威を求

めることによって生じているからである。 

 以上のように、エツィオーニは、情報の利活用とその管理を適切におこなって共通善へ

の貢献を引き出しつつ、公と私と市民社会、これら三つの領域のバランスを保つことで、

その濫用を防止することを目論んでいるのである。 

 

第二款 プライバシーの 3（＋1）要素保護の具体的方策 

ここでは、以上のようなプライバシーの三要素の保護をいかに実施していくか、規制に

関するエツィオーニの具体的検討をみていく。 

 

1 最小化 

最小化はボリュームの問題に関する一つの手法であると、エツィオーニはいう1087。これ

は Jones 判決とモザイク理論に関するピーター・P・スワイヤー（Peter P. Swire）の論考

において主張されたものである1088。 

 例えば、FBI が電話を盗聴する際、令状により許可されたものよりも延長された期間に

おける捜査であっても、捜査に関係のない会話は聞くのをやめたり、調査と関係がないと

判明した通信部分を特別に処理して隠したりすれば、私事への侵入の程度が軽減されると

する。 

 この点、このルールを理論に組み入れるためには、センシティブさの高くない情報につ

いては、この手法は必要ではないとするべきであるとエツィオーニは主張する1089。 

 

2 特定の期間の後の情報の消去 

つぎに、特定の期間後の情報の消去があげられる。例としては、監視カメラのデータを、

例えば一週間後などに消去することなどである。これは、実際は経済的な要請により実施

                                                   
1085 Id. at 47. 
1086 Ibid. 
1087 Id. at 16. 
1088 Peter P. Swire, A Reasonable Approach to Searches after Jones GPS Tracking Case, 

64 STANFORD L. REV. ONLINE 57 (2012). 
1089 ETZIONI, supra note 870, at 16. 
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されているのだろうが、法的措置とすることも考えるべきである（たとえば、ヨーロッパ

の「忘れられる権利」が参考になる）と、エツィオーニは主張する1090。 

 この点、犯罪やテロリズムの対策のためにも、一定期間データを保管することについて、

公共の利益は存在するが、DAS のような、ビデオの情報をサイバーネーションシステムに

統合する状況では、サイバーネーションの程度が高いため、一定期間データを保管するこ

とは禁止されるべきであるとも言う1091。 

 一方で、地域の私的な監視カメラについては、文脈に沿った検討が必要である。なぜな

ら、料金徴収所やスピードカメラなどの情報の帯域幅は非常に狭いが、監視カメラの所有

者はその情報を長期間保存し、サイバーネーションシステムに結合することができるから

である1092。 

また、個人の携帯電話の位置情報などの扱いについても、車が入れない場所や、監視カ

メラが追えない場所にまで入りうるため、センシティブな位置情報などを含んだり、かな

りの量になりうる。よって、これも文脈に沿った検討が必要となる1093。 

最後に、以上の対応策については、技術の発展に合わせたコンスタントなアップデート

が必要であるという。 

 

3 紙媒体の使用の義務化 

紙媒体の使用の義務化（デジタル化の禁止）も、今日においては、逆に重要となってく

る対策の一つであろう。 

例えば、アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局（ATF）によって人々の背景情報

のチェック中にいろいろな情報が集められるときに、火器に関する情報を電子化すること

を、議会が防止している。また、インサイダー取引禁止に関する STOCK法で規定される、

28,000 名の行政部門の職員が自身の財産状況に関する情報開示を「オンラインで調査可能

で、蓄積可能で、ダウンロード可能な状態で入力しなければならない」とする義務を免責

するために、2013 年に改正がなされている。 

 この点、後者の例が示しているように、現在機能している全てのプライバシー法案が妥

当であるというわけではなく、そのうちのいくつかは効果を高めるよりも規模を縮小する

ことが最善の策であることもありうることに留意が必要であると、エツィオーニは言う1094。 

 また、逮捕歴のサイバーネーションについても、重要な問題となる。 

 逮捕歴は、センシティブな情報とみなされるべきである一方、共通善との兼ね合いから、

実際はそうではない要素も強い。 

 この点、この記録は、逮捕後無罪で釈放された人々にとっては、紙媒体の状態であれば

                                                   
1090 Id. at 16-17. 
1091 Id. at 17. 
1092 Ibid. 
1093 Ibid. 
1094 Ibid. 
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その評価へのダメージは限られている。しかし、サイバーネーションを行うとなると、よ

り重大な問題となる。そのため、ここでは、少なくとも結果的には無罪となった人の逮捕

歴については、一定期間の後に、警察の職員に限って使用可能となるとするべきであると

エツィオーニは言う1095。つまり、インターネット上の関連情報についても、ある程度対応

する必要があることになる。 

 

4 管理システムへの暗号化等の導入 

管理システムへの暗号化、変更追跡記録の導入も重要な手段である。 

 クラウドを含む多くのコンピュータシステムはそのデータを暗号化し、変更追跡記録を

導入しているものもある。サイバー時代のプライバシー理論においては、センシティブな

情報を扱う全てのデータ・バンクがデータを暗号化し、少なくとも、初歩的な変更追跡記

録を導入すべきであるとエツィオーニは主張する1096。 

 

5 技術の発展による「再測定」 

科学技術の発展は、本質的ではないが非常にセンシティブな情報を遮蔽して、知る必要

のある情報を集めるための再測定を可能にしている。 

 例えば、警察は有罪となった犯罪者や逮捕された個人から DNA サンプルを採取するとき、

FBI の分析官が、DNA のプロファイルをいわゆる「ジャンク DNA」1097を使って作成する。 

 なぜなら、これは、何らかの既知の肉体的あるいは医療上の特徴ではなく、理論的には

私事への侵入の度合いが非常に低いからである。 

 また、「遺伝指紋」1098を国家機関のデータベースに保存することは、センシティブさの程

度の高い医療情報や生物学的情報を明らかにする血液サンプルから得られるデータよりも、

私事への侵入の度合いが低いと、エツィオーニは評価する1099。 

また、2013 年、運輸保安庁（Transportation Security Administration、TSA）が、空港

での所持物検査のときに、ほぼヌードの状態が明らかになってしまうスキャナーを使うの

をやめ、アニメ調のイメージを表示するスキャナーに変更したことも、重要な例である。

しかし、このスキャナーは隠匿物についてはしっかりと発見することができる性能を有し

ている。この点、これは情報の容量ではなく、センシティブさの低下を狙ったものである

と、エツィオーニは指摘する1100。 

 

                                                   
1095 Id. at 17-18. 
1096 Ibid. 
1097 染色体あるいはゲノム上の機能が特定されていないような DNA の領域のこと。 
1098 染色体に存在する繰返しの塩基配列が家族について特徴のある型を示すことに基づい

て、DNA を制限酵素で切断し、分離後、繰返し配列を検出するプローブでそのパターンを

調べるために採取する情報。 
1099 ETZIONI, supra note 870, at 18. 
1100 Ibid. 
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6 再識別化や非匿名化への対策 

一方で、処理が施されたデータはしばしば再識別化（ re-identified）や非匿名化

（de-anonymized）されうるという重大な問題がある。 

例えば、2006 年、AOL が個人の識別子を取り除いたとする 60 万人以上の人々に関する

調査記録を公表した。しかし、ニューヨーク・タイムズの調査によると、名前や顔を含め

た私事の情報がその匿名とされるデータから収集されうることが示された。 

 しかしこのようなリスクは、統計学的手法の発展により軽減することができることをエ

ツィオーニは強調する1101。そのような手法として、彼は、「Differential Privacy」をあげ

る。 

これは、巨大なデータベースの管理者が、そのサンプルを構成する回答者のプライバシ

ーを暴くことのない社会的に有用なデータの分析結果を公開することを可能とする手法で

ある1102。このように、技術の発展によって新たに生ずる危険性を、サイバーセキュリティ

に関する技術の更なる発展によって克服していくことをエツィオーニは志向しているとい

える。 

 

第二節 センシティブな情報を発見するためのセンシティブでない情報の利用の禁止 

以上、第一節では、「一次的なライセンスと二次的使用の規制の逆転関係」について検討

してきた。もうひとつの鍵となる原則は、「センシティブな情報の発見につながるセンシテ

ィブでない情報の使用（たとえば、日常的な消費財の購入情報を使って健康状態を発見す

ること）の禁止」である。この方針が重要となる理由は、このような行為はセンシティブ

な情報を集めていないにもかかわらず――つまり、その権限がないのにもかかわらず――

センシティブな情報を集めて、それを使っているのと同じ結果を生み出すからである。そ

のうえ、最近ではこのような民間の事業者による行為はより一般的になっているため、対

応が急がれる1103。 

 本節では、この方針について、より詳細に検討していく。 

 

第一款 情報の利活用と差別的取扱い、行為の萎縮効果 

 前述のように、消費者の行動に関する情報を集めている企業には、二種類ある。 

一つめの企業は単に、彼らのサイトを訪れるユーザの行動をビジネスの一環として追跡

する。二つめの企業は、インターネットユーザの投影を作成し、彼らに関する詳細な情報

                                                   
1101 Ibid. 
1102 Cynthia Dwork, Differential Privacy: A Survey of Results, in M. AGRAWAL ET AL., 

EDS., 4978 TAMC, LINCS 1-19 (2008). 
1103 Marcy Peek, Passing Beyond Identity on the Internet: Espionage and 
Counterespionage in the Internet Age, 28 VT. L. REV. 91, 94 (2003); Marcia Stepnek, 

Weblining, Business Week (Apr. 3, 2000), http://www.businessweek.com/2000/00_14/ 

b3675027.htm (last visited Dec. 25, 2015); Nicholas Carr, Tracking Is an Assault on 
Liberty, With Real Dangers, Aug. 7-8 WALL ST. J. W1 (2010). 
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のファイルを保持することを主としたビジネスをするプライバシー商である。 

 この点、アメリカのプライバシー商は、議会や州の法律によって、特に医療や金融に関

する情報を自由に取引できないよう制限されている。しかしながら、そのような規制では、

情報が代替可能なものである事実にはあまり注意が向けられていないことを、エツィオー

ニは指摘する。エツィオーニいわく、「プライバシー侵害三角測量」（privacy violation 

triangulation, 以下 PVT）とも呼ぶべき方法によって、現状では法で守られていない情報

から個人の医療や金融等プライバシーとして守られる情報の多くを引き出すことができる

のである1104。 

この PVT によって、一見問題のない（benign）情報――例えば、何日間仕事を休んでい

るか、とか、カツラを買ったかどうか、といった情報――から、ある者の健康状態に関す

る一定の情報が明らかとなる。情報技術の発展によって、このような一見したところ無害

の事実からポートフォリオを構築することで、個人のもっともセンシティブな情報をとり

まくプライバシーの領域を効果的に侵害する、重大な推測をすることができる。しかしな

がら、現状では医療記録のプライバシーは法によって保護されているものの、医療サイト

を訪れた記録や、グループチャットでの「自分は病気みたいだ」といった会話は同等の保

護を受けていないのである1105。 

 このような問題の実例としては、例えば、データ・ブローカーであるアクシオム（Acxiom）

社が提供するインフォベース・エスニシティ・システム（InfoBase Ethnicity System）と

呼ばれる PVT サービスがあげられる。このシステムは、ある人の名前を住宅や教育や収入

に関する情報と照合させることで、個人やグループの公けになっていない民族的背景を特

定するものである1106。 

また、トム・オワド（Tom Owad）というコンピュータ・コンサルタントが、Amazon

で公開されているウィッシュリスト（ユーザがサイト上において自分で作る、買い物予定

表のようなもの）を利用して人々の本の趣味（ないし思想傾向）と地図情報を結合した事

案も話題になった。彼は自分で作ったプログラムを利用して一日で二十五万以上のウィッ

シュリストをダウンロードし、さらに Yahoo People Search を使ってウィッシュリストの

作り主の住所や電話番号を明らかにし、ある特定の本やテーマに関心を有する人びとの位

置を記した地図をつくりあげたのだった。 

さらに例を挙げれば、フェイスブックのプロフィールに自身の選好に関する単純な情報

を記す人の多くは、それによって彼等の性格の特徴があたかも性格診断テストを受けたか

のように 90%の正確さで推測されるうることに気づいていないだろうことも指摘できる

1107。 

                                                   
1104 ETZIONI, supra note 870, at 76. 
1105 Id. at 77. 
1106 Stepnek, supra note 1103. 
1107 Jennifer Golbeck, Christina Robles, & Karen Turner, Predicting Personality with 
Social Media, CHI 253-262 (2011). 
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このように、かりにセンシティブな情報が法的に保護されていたとしても、センシティ

ブでない情報――つまり、法的に保護されていない情報が集積されると、センシティブな

情報を明らかにすることもあることを、エツィオーニは指摘する1108。 

そしてその結果、「ウェブ・ライニング」（Weblining）が起きると、彼は注意を喚起する

1109。これは、オフラインにおける差別的慣習である「赤線引き」（Redlining）1110のオンラ

イン版である。事実上あまりセンシティブでないと思われる情報（消費者の選択）にオン

ラインで簡単にアクセスできることは、この種の慣習を能率化することに繋がってしまう。 

この点、民間部門はこの手の情報を単に商業的な目的にのみ利用する一方、政府は人々

を投獄したり、自由な言論を抑圧したり、彼らの権利を侵害するために情報を利用すると

思う向きもあるかもしれない。しかしながら、私人によるプライバシーの侵害は、政府に

よるそれとある種同様の効果を有していると、エツィオーニはいう1111。 

その効果とは、差別的取扱いや、表現・異議の「萎縮効果」（chilling）である。つまり、

自身の性的志向を秘密にしておきたいゲイの人々がメディアによって公けにされたり、銀

行が癌となった人々のローンを回収したり、企業が社員を雇うときに政治思想や宗教観を

理由にこれを拒否したり、結果として政府の機関が実行するのと同じような形でプライバ

シーが侵害されるのである1112。また、企業が収集した情報を政府が利用できることにも留

意しなければならない1113。 

 このような差別的取扱いや行動の萎縮効果は、双方ともにエツィオーニの言う「私的選

択」の不当な抑圧となりうるものである。前述したように、エツィオーニは情報の利活用

の促進を推奨するものの、それはあくまでも共通善（公共の安全、公衆衛生）への貢献の

ためである。そのため、もし情報の利活用、つまりプライバシー保護の抑制が私的選択の

不当な抑圧につながるならば、彼はこれを善しとはしない。 

そこでエツィオーニは、センシティブな情報の発見につながるセンシティブでない情報

の使用の禁止を行うべきであると主張するのである。 

実際に、アメリカではダブルクリック事件1114において、11,000 人以上のインターネット

                                                   
1108 ETZIONI, supra note 870, at 89. 
1109 Ibid. 
1110 「赤線引き」とは、金融機関が低所得階層の黒人が居住する地域を、融資リスクが高い

として赤線で囲み、融資対象として除外する等して差別することを指す。この行為は公正

住宅取引法（Fair Housing Act of 1968）によって禁止された。この問題について日本の民

法学の観点から検討するものとして、吉田邦彦「アメリカの居住事情と法介入のあり方（と

くにボストンの場合）――居住隔離とレント・コントロール、居住適格保証、コミュニテ

ィ再生運動」同『多文化時代と所有・居住福祉・補償問題』（有斐閣、2006）52 頁以下、

特に 68-69 頁。 
1111 ETZIONI, supra note 870, at 76. 
1112 Id. at 78-79. 
1113 Id. at 79. 
1114 In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 154 F. Supp. 2d 497, 2001 U.S. Dist. 

LEXIS 3498 (S.D. N.Y., 2001). 
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ユーザに対してクッキーを利用して広告を配信した行為がプライバシー侵害になるかどう

かがクラス・アクションで争われた。連邦地方裁判所は、連邦議会において消費者のプラ

イバシー問題が審議過程にあるため、裁判所として正面から結論を下すことを回避し、結

局クッキーを用いたユーザ情報の収集は違法ではないと判断した。その後、アメリカにお

いては行動ターゲッティング広告をどのように規制すべきかについて議論されてきている。

たとえば、アメリカ連邦取引委員会のコミッショナーは 2007 年の時点で「オンライン行動

ターゲッティングそれ自体がデータ収集の範囲やプライバシーの侵害の問題を提起してい

る」1115と指摘している。そして、同委員会はオンライン行動広告のためのプライバシー原

則を公表し、消費者のプライバシー保護に向けた自主規制の枠組み構築に向けた議論を開

始した1116。2010 年 12 月には、同委員会が統一的かつ包括的な消費者の選択の枠組みを推

進するため、消費者がクッキーを通じて追跡されることを望むかどうか、広告配信を受領

したいかどうかについて本人に知らしめるための仕組みを策定することが最も実践的な方

法であるとして、「追跡禁止」（Do-Not-Track）原則を掲げた1117。 

 

第二款 選好――文化と社会の副産物 

 この点、以上のような情報の悪用による何らかの差別的取扱い、あるいは行為の萎縮効

果をエツィオーニが批判することと密接に関わっているのが、個人の選好とその起源であ

るといえる。第二章で見たように、エツィオーニは、プライバシー、社会保障番号、サイ

バーセキュリティ、三つの事象で鮮明になっている「社会的な変化を生じさせる力」が、「公」

か「私」どちらかひとつの領域において生じ、その力が他の領域へ影響を与えているとい

う想定は間違っているとする 。彼によれば、この力は、「公」「私」双方の部門で結合して

大きくなりながらも、双方が他の領域、つまりコミュニティないし市民社会（civil society）

の力に影響を受けるのである。そしてそのコミュニティの力の基礎となるのが、個人の選

好であるというのである1118。 

 

1 個人の選好と weblining 

                                                   
1115 Commissioner J. Thomas Rosch, A Different Perspectives on DRM, 22 BERKELEY 

TECH. L. J. 971 (2007). 
1116 Federal Trade Commission, Online Behavioral Adverting: Moving the Discussion 
Forward to Possible Self-Regulatory Principles (Dec, 2007), https://www.ftc.gov/sites/ 

default/files/documents/public_statements/online-behavioral-advertising-moving-discus

sion-forward-possible-self-regulatory-principles/p859900stmt.pdf (last visited Dec. 25, 

2015). 
1117 Federal Trade Commission, Protecting Consumer Privacy in an Era of Consumer 
Change: A Proposed Framework for Businesses and Policymakers (Dec. 2010), https:// 

www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-report-prot

ecting-consumer-privacy-era-rapid-change-recommendations/120326privacyreport.pdf 

(last visited Dec. 25, 2015). 
1118 Etzioni, supra note 811, at 57. 
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 この点、公私の明確で深遠な区分を想定する公共哲学の多くは、個人から問題の検討を

始める。その個人は意思を表明し公の領域を治めなければならないため、個人の私的に形

成された選好は尊重されなければならない。つまり、近代の民主主義理論は、その基礎的

形態において、それぞれの投票者が熟慮し、自身の考えを形成し、それから私的に、投票

箱という秘密の空間のなかで自身の選好を表明するという想定をしている。このような私

的選択の集合が発露することによって、公の領域としての政体（polity）はその方向性を得

る。同様に、「消費者主権」（consumer sovereignty）理論も多数の個人消費者が個人の選

好に沿って何を買い、その選択の蓄積の発露である、全体としての経済がその方向性を得

るということから問題の検討を始める。 

 もしこの仮定が正しいのであれば、例えば情報の利活用の場面において情報処理の結果

差別的取扱いを受けるのは、何らかの属性がたまたま一致している個人の集合ということ

になる。そこでは、現実社会における関係性は必ずしも重視されていない。 

 個人の選好へのこの大きな尊重を示す公共哲学の重要性を強調する厳密に思考実験的な

目的のために、しばらくの間、まったく逆のことが正しいと想定してみることにも意義が

あるかもしれないと、エツィオーニは言う1119。つまり、このような選好は個人を反映して

いるのではなく、公的機関による大規模なプロパガンダを通して植えつけられたものを反

映していると想定するのである。そうすると、このような植えつけられた選好は、上述の

一般的な物語に見られるような尊重のような何がしかに値しないだろう。とりわけ、まさ

しく公私の区別というものが、よりその重要性を失うことになる。なぜなら、公の領域が

区分の双方を支配しうるからである。そこでは、「公私の衝突は腹話術師とその人形の間の

闘い」となる1120。 

 かりにわれわれが生きている社会がこのような社会であり、プロパガンダに従って行動

した結果、その情報を利活用されて差別的取扱いが為されるというのであれば、これは完

全にディストピアであろう。われわれはこのような社会には、まだいないはずである。 

そこでエツィオーニは、上述の思考実験としての検討よりも極端ではないものの、しか

し、「個人は変動する自由を有しながらも、集合的な社会の影響力が個人の選好に重大な影

響を与えている」と想定する1121。つまり、選好は「共同決定的な（co-determined）もの」

だと考えるのである1122。そうすると、選好は、「公共哲学の多数派が考えるよりもずっと、

より基礎的な規範的な足場と調和しなければならない」ことになる1123。 

 

2 個人の選好に対する社会の影響 

 個人の選好への社会の影響は、小さな子供の成長の仕方を検討することによってもっと

                                                   
1119 Id. at 58. 
1120 Ibid. 
1121 Id. at 58-59. 
1122 Id. at 59. 
1123 Ibid. 
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も明らかになるとして、エツィオーニは以下のような検討をする1124。 

子供の選好は、はじめはそのほとんどが彼らの選好ではなく、むしろ家族や近所の人や

サブカルチャー、つまりコミュニティを反映している。 

 事実、子供は広範であいまいな傾向を有して生まれる。しかし、彼らの一般的な傾向は、

彼らが内在化する特定の価値に沿うよう、特定の選好に「翻訳」される。さらに、この選

好はしばしば、個人的、意識的理由付けの結果ではなく獲得される。全ての行為のうち、

はじめに生物的な傾向（食べ物の選択）は社会的な価値によって深く形成され、付加的な

選好も社会的な価値によって植えつけられ、そして自己の不可欠な部分となる。子供たち

は、ある種の規範の目録の中から観念的なアイデンティティと価値を選んでいるのではな

い。むしろ彼らははじめのうちは、その価値やとりわけその選好を彼らの属する文化やサ

ブカルチャーから得ているのである1125。 

 また、子供が大人になっても、彼らの選好は突然、不変で、独立して、密閉して保護さ

れたものになるわけではない。例えばピア・プレッシャー（友人や同僚からのお勧めや、

環境・雰囲気に基づく事実上の購入促進等）といったようなものが、彼に影響を与え続け

る。リーダーシップやプロパガンダ、コマーシャルに影響を受けることもある。このよう

な効果は、個人本人は意識していなかったり、選好の変更をするかどうかを熟慮すること

ができないうちに生じたりする。 

 このようなエツィオーニの仮定が正しいとするならば、PVT によって類別化されるわれ

われは、宗教や人種などに基づく差別的取扱いを除いたとしてもなお、何気なく想定する

よりもずっと、現実の人間関係に根ざした価値・経験を根拠に類別化されることになりは

しないだろうか。そうであるならば、多様化する個々人の選好に対応するためになされる

はずのデータ分析は、一体何を結果としてはじき出すのだろうか。 

  

3 第三の領域の性質とその推進力 

 研究者や公的知識人は、かねてよりしばしば二つの領域の区別の困難性と、第三の領域

としてのコミュニティ（community）ないし市民社会（civil society）の特徴的な役割を認

めるメリットを指摘してきている1126。この共同の領域（communal realm）は、核家族や

拡大家族や、友情のネットワーク、居住、倫理、人種、宗教、職業の類似性の絆から生ず

るコミュニティ、ボランティア団体、非営利組織（アメリカでは大学や医療センターやカ

ルチャー団体など）のメンバーの間の関係を含む。 

 今日的問題を論ずるときに、第三の領域はしばしば見過ごされ、周縁に追いやられてい

る。その第一の理由は、公的な議論（public discourse）は極度に偏向しているため、明確

な対立や二分法を好み、複雑さやニュアンスのあるもの、また「第三の」ポジションを嫌

                                                   
1124 Id. at 59-60. 
1125 See, KINGSLEY DAVIS, HUMAN SOCIETY (MacMillan, 1949). 
1126 Amitai Etzioni, The Third Way is a Triumph, NEW STATESMAN (Jun. 25, 2001). 
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悪するからである1127。さらにいえば、パブリックディスコースの多くは、リベラル対保守

という観点から問題に取り組み、公（政府）対私（自由市場、個人の権利）の問題に従事

しているといえる。しかし、前述のとおり、社会を三つの領域に区分することは生産的で

あるというという問題意識は周知のことであり、議論の余地はないとエツィオーニは言う

1128。彼によれば、第三の領域は単に見過ごされてきたにすぎないのである。 

 エツィオーニが主張したいのは、「主要なコミュニティ的な力とは社会運動のそれである」

ということである1129。ただし、こちらはより議論の余地のあるものである。 

 鍵となる例は、全国的な解放運動（national liberation）、社会主義運動、宗教運動、環

境保護活動の比較に見られる。これらの運動はそれぞれ大きく異なるものであり、とくに

彼らが促進しようとする価値は非常に異なる。しかしながら、これらの運動は、その規範

的歴史的違いにもかかわらず、いくつかの社会学的な特性を共有している。これらは、公

私の領域双方に作用するプロセスにおいて、「衰えつつある社会制度から正当性や政治的支

柱を回収し、新しいもののために基礎を築くこと」ができるのである1130。 

 二つの領域が絡み合って動く鍵となる原因は、そのペースや範囲が大きく違うにもかか

わらず、二つの領域における主要な変化が、コミュニティ的なファクター、とくに社会運

動によって創始され、推進されているということにあると、エツィオーニは言う。 

 そして、本稿で検討した問題において、公私の領域双方の変化に影響を与えているのは、

保守主義的反動およびレーガニズムとも呼ぶべき思潮であるとエツィオーニはいう1131。こ

れは新保守主義思想によって拡張された、自由放任主義的保守主義とリバタリアニズムの

混合的思想である。ここには、何らかの団体や学派の会員になっているわけではない人び

とによって広く共有される、反政府的な感情も含まれる。 

この思潮は、基本的には、民間部門へと影響を与え、社会保障番号の産業界による使用

の拡大、民間部門によるプライバシーの過度の侵害、民間部門によるサイバーセキュリテ

ィへの強い反対に繋がっていることを、エツィオーニは指摘する1132。しかしその過程にお

いて、この思潮は公的領域にも影響を与え、民間部門によって収集された個人の情報を政

府のエージェントが使うことや、公的部門のサイバーセキュリティの侵食や、政府がより

自由に社会保障番号を利用することを許していることを、この思潮の擁護者はしばしば見

過ごしている。 

 しかし一方で、サイバースペースは、その発端から政府から自由な領域であると見なさ

れてきたが、必ずしも保守主義的反動やレーガン的なイデオロギーによって作られたもの

ではない。また、本稿で検討したような保守的な変化が起きている一方で、選好は第三の

                                                   
1127 Etzioni, supra note 811, at 63. 
1128 Ibid. 
1129 Ibid. 
1130 Ibid. 
1131 AMITAI ETZIONI, THE NEW NORMAL 155 (Transaction Publishers, 2015). 
1132 Etzioni, supra note 811, at 65. 
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領域によってなお形成され続け、とくに社会運動によって大きく変更されている。例えば、

環境保護活動は人々がエコな製品を好むようにしたが、ここにはレッセフェール的な影響

はないといえることを重視する。 

つまりエツィオーニは、コミュニティの社会運動によって、プライバシーの問題におけ

る現行の新自由主義的な思潮を刷新することを目論んでいるのである。そしてその、社会

を変動させるエネルギーを抑圧させないために、そのような行動に萎縮効果を与えるよう

な、プログラムによる人々の類別化、差別的取扱いをすることを防止しなければならない

と考えているのであろう。 

 

第三款 コミュニティと平等 

この点、以上のように情報の不当な利活用に基づく差別や、行動の萎縮効果に批判的な

エツィオーニは一方で、完全な「結果の平等」を志向しているわけではなく、一定の差別

的取扱いは現実問題として許容していると評価できる。ここでは上の主張の限界を画する

ため、彼の平等観について検討していく。 

まずエツィオーニは、社会のエリートとその他の者の間の福利と富の不均衡が課題にな

ると、「社会はコミュニティのコミュニティとしての形態を維持することができない」とし

てこれを問題視する1133。この点、かつてはこのような問題を防ぐためには、国家は「結果

の平等」を提供しなければならないと主張されてきた。しかしながら、20 世紀の間に、わ

れわれはこのような取扱いが自由な社会の性分に合わないことを学んだ。 

例えば、美しさとか音楽の才能とかを平等にしうる程度には少なからぬ限度があり、こ

の種の平等が善いものであると直ちに明白になるわけではない。「単なる」経済的資産、権

力、そして社会的地位の平等の達成であっても、もしそれが全てのコミュニティのメンバ

ーが同じ分け前を得るとか、あるいは、それぞれの能力に応じて、それぞれの必要に応じ

て、というものであってさえも、ひどく掴まえどころのない必ずしも良い目標ではないも

のとなる。たとえば、これらの考えは、どのようなコミュニティであっても完全に無視す

ることのできない効率性や生産性をひどく害するものであると信じられている。そこでわ

れわれは平等を最終的な状態と考えるのではなく、不平等を大きく減らすことに関心を持

つべきであると、エツィオーニはいう1134。 

そこで、「機会の平等」がその代替として激賞されてきている。しかし、全ての者のため

に「機会の平等」を保障するためには、皆が同等のスタート地点に立たなければならない

として、エツィオーニは自身の平等に関する構想を構築していく1135。 

 この点、エツィオーニの構想する善き社会は、ロールズの格差原理1136よりもずっと多く

                                                   
1133 AMITAI ETZIONI, THE THIRD WAY TO A GOOD SOCIETY 53 (Demos, 2000). 

1134 Etzioni, supra note 948, at 87. 

1135 ETZIONI, supra note 1133, at 53. 

1136 JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 448 (Belknap Press, 1971).邦訳として、矢島鈞
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不平等を減らすよう措定されている。エツィオーニが問題視するロールズの理論の欠点は、

最も恵まれない人々の便益になるようなものであれば、社会的、経済的不平等も認められ

るとする公式に、「有産者が得られる利益の額」と、「有産者と無産者の間の不均衡」につ

いて、それぞれ「許容される上限」が設定されていないことである1137。 

例えば、1990 年代において、労働者の収入は 32%増えたが、最高経営責任者（CEO）の

給料は 535%増えたことを指摘しつつ、エツィオーニは、「このように極端かつ増大する不

平等は、社会が二つの陣営に分裂する虞を生じさせる」と批判する1138。ここにいう二つの

陣営とは、一つ目は裕福で利得が多い陣営で、もう一つはわずかに裕福ながら、一つ目の

陣営からずっと後れを取る陣営をいう。経済的資源が政治的権力と関連していることを考

えれば、このような増大する不平等は、単に社会的な絆のみならず、社会の民主主義的要

素をも害することとなる。 

その具体例として、エツィオーニは以下のような場面を挙げる1139。 

たとえばあるコミュニティのメンバーが、他の大多数のメンバーの日常生活の状況から

かけ離れ、お抱え運転手や給仕等を雇ったりしてゲーテッドコミュニティに大富豪として

生活するようになったら、彼等はコミュニティのほかの人々との接触を失うことになる。

そのような分離は社会の絆をすり減らすだけでなく、特権階級の人々をコミュニティの道

徳的文化から隔離することになり、彼等がその他の市民の生活の現実に気づけないように

してしまいもする。そしてこれは、翻って彼等が非現実的な政策を志向する原因となり、

さらには彼等の間のコミュニティの信頼を害するようになるのだ。 

そこでエツィオーニは、社会がその全てのメンバーのために「寛大な最小限度」（generous 

minimum）を維持するだけでなく、資源全体のうち上流階級が取得する分の増加速度を緩

やかにすることで、不平等に上限を設けるよう努力をする方向性1140を採用する。そして彼

は、これらのルールを、それぞれのコミュニティに適用する。 

 また、資源の割当における個人間の不平等のみならず、コミュニティ間におけるそれに

ついても考慮に入れなければならないと、彼は注意を喚起する1141。しかしながら、コミュ

ニティ間においても「結果の平等」はおよそ完全に達成されることはないことを承認しな

ければならない。そのかわりに、エツィオーニのいう善き社会は、「コミュニティ間の資源

の割当」についても、上に述べたメンバー間のそれと同じものを適用する1142。 

つまり、エツィオーニの志向する社会は、それぞれのコミュニティ内における個人間の

不平等も、コミュニティ間の不平等も十分に低減しようとする社会なのである。ただ一方

                                                                                                                                                     

次（監訳）『正義論』（紀伊国屋書店、1979）。 
1137 Etzioni, supra note 948, at 87. 
1138 Ibid. 

1139 ETZIONI, supra note 1133, at 34. 

1140 STEPHEN NATHANSON, ECONOMIC JUSTICE 106 (Pearson, 1997). 
1141 Etzioni, supra note 948, at 88. 
1142 Ibid. 
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で、これを完全になくすことを目論んでいるわけではないことには留意しなければならな

い。 

 彼の主張する情報の悪用によって生じる差別的取扱いの禁止については、どのようなも

のを禁止されるべき不当な差別であると考えるかという面から見ると、一方で以上のよう

な限界を有していると評価することができる。 

 

第五章 第三部のまとめ――エツィオーニの見解の要点 

 以上、本稿では、アメリカのリベラル・コミュニタリアニズムに基づくプライバシー理

論、なかんずく社会学者アミタイ・エツィオーニの見解を主たる検討してきた。本章では、

彼の見解を要約し、その要点をまとめたい。 

 

第一節 エツィオーニの問題意識 

エツィオーニは、本問題に対処するための問題意識として、①一次的収集から二次的利

用へと着眼点をシフトする必要があること、②公私（国家と市場）の領域が曖昧化してい

るため、それに対抗するためにコミュニティの役割が重要となること、③リベラル・コミ

ュニタリアニズムに依拠する個人の自己像をふまえる必要があることの三点をあげる。 

 ①については、まずエツィオーニは、一般的には、情報取得についての同意がある等最

初の収集が合法であれば、その後の利用は不問に付されることが多いことを指摘する。し

かし昨今では情報技術の発展によって、些細な情報からセンシティブな情報（思想信条や

医療情報等）が推測できるようになった。そのため、情報のセンシティブさを重要な基準

としつつも、それのみに依拠しない、技術の変化と不当な二次的利活用に対応できる理論

が必要であるとする。 

次に、②については、情報産業によるプライバシー侵害の問題においては、公的機関も

私企業もともに多角的な情報の利活用を行いつつあり、互いの間を情報が流通しうるため、

もはや公と私二つの領域の曖昧化が起きていることを指摘する。そのため、問題解決には

従来の枠組は役に立たない可能性がある。そこで、第三の領域としてのコミュニティない

し市民社会（＝様々な中間的組織）とその社会運動が肝要であるとする。この発想は、欧

米の情報社会論の問題意識を引き継ぐものであるといえる。 

また、③については、「個人主義的な『強い』自己像」や「消費活動等における恣意的な

選好」の想定は現実的ではないとする。個人は社会に構造化され、様々な選好もコミュニ

ティの共同決定的な影響を受けている。そのため本問題に対処するためには個人と社会の

関係を踏まえる必要があるのである。この点、エツィオーニは、社会には個人の自律と社

会の秩序がともに必要であり、その適度なバランスが求められるとする。そして、このバ

ランスを整える際、自律と秩序の結合には以下の関係があると措定すべきであるという。

すなわち、両者はある程度まではお互いを高め合い、一方が優勢になるとその直接的効果

として他方も強くなっていくが、そのまま一方が強くなりすぎると他方は弱体化し始め、
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ついには相互に反目するように転換してしまう「逆転共生」関係である。 

 

第二節 プライバシー権の理解と個人的領域 

このような問題意識を前提にし、エツィオーニは、アメリカのプライバシーに関する判

例を整理し、1890 年代は全体が強すぎたためプライバシーの権利が誕生したが、時代が下

がって 1980 年代には個が強くなりすぎたとし、その間の諸判決をプライバシー理解の範と

する。そこで、この時期の判決にあらわれたプライバシー権を、さらに、「詮策の免除に関

する社会的認可を受けた領域」としての「プライバシー」と、「規制の撤廃、学校の選択、

生殖に関する選択等」の「私的選択」に分類し、前者の過剰保護を控えて共通善（単なる

国家や市場の利益ではなく、公共の安全や公衆衛生）を達成しつつ、後者の抑圧を回避す

ることを主張する。 

そして、「社会的認可を受けた領域」について、家の特権化に対するフェミニズムの批判

を踏まえつつ、あわせて、急激な技術発展の時代においては、人がどこにいたかというこ

と自体は重要ではなくなっているとして、物理的空間の保護ではなく、どのような情報が

どの程度集められどれくらい処理されているかという、そういう意味での「個人的な領域」

の保護を徹底する必要があるとする。 

具体的には、 ①情報のセンシティブさ、② 収集されたボリューム、③ サイバーネーシ

ョンの程度、③´ アカウンタビリティの四点の複合的考慮によって保護すべきであるとい

うのである。 

 

第三節 保護の具体的方向性 

さらに、プライバシー保護の具体的方向性として、エツィオーニは以下のような方針を

あげる。それは、① 一次的なライセンスと二次的利活用の規制の逆転関係、② センシテ

ィブな情報の不要な発見につながるセンシティブでない情報の使用の禁止という二つの方

向性である。 

この点、まず①については、一次的な情報の収集、サイバーネーションについては個人

主義的な過剰な保護を回避する一方で、流通の結果要保護性の高くなった情報の扱いにつ

いては、「情報主体が利用に同意した」という事実を振りかざす現状より厳格な保護を志向

することを主張する。この点、プライバシー保護の要件としては、上記三要素が複合的一

体的に考慮されるが、そのうちサイバーネーションの程度が特に重要となるという。 

つぎに、②については、現在では、センシティブではない買物情報等を収集して、セン

シティブな医療情報や政治理念を特定し悪用することが可能であるため、このような行為

は違法とされるべきであるとする。彼がこのような行為の規制を重視するのは、このよう

な情報の利活用による差別的取扱いや、そこから生ずる行動の萎縮効果が、私的選択の不

当な抑圧に繋がるからである。また、彼が個人の選好というものをコミュニティの強い影

響下にあるものであると措定することを踏まえると、それが結局のところコミュニティに
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対する抑圧となりうるということを懸念しているからに相違ないだろう。 

 

第四節 サイバーネーションの制限 

 第三款の①のサイバーネーションの制限について、より詳細に言うならば、以下のよう

になる。 

 

第一款 サイバーネーションの諸要素 

 サイバーネーションは、情報の蓄積（保管）、対照（突合）、分析、流通の各要素からな

る。 

 蓄積（保管）は、サイバーネーションの最初の規則であり、「情報が蓄積されるか、すぐ

に消去されるか」の判定をまず課す。もし情報が蓄積されていたら、第二の規則として、「情

報が保持される時間の長さ」が問題となる。 

 第二に、対照（突合）については、リンクされた全てのデータを一つとして扱い、情報

の集積に制限を課すことを求める。 

 第三に分析はまず、「分析が少しもなされていないか」を判定する。つまり、「未加工の

データの単なる使用」と対比される。さらに、「どれくらいの、また、どのような種類の新

しい情報が分析を通じて得られたか」を評価する。ここで、第二款の②の、「センシティブ

でない情報を利用したセンシティブな情報の特定」が問題となる。 

 第四に、流通は、法律や規則によって制限されている範囲、共有されている情報のボリ

ューム、その情報を共有している期間の数が判定基準となる。 

 

第二款 その他の要件との複合的考慮 

 また、その他の要素との複合的考慮として、以下のような場面が具体的に検討された。

まず、低ボリューム、低センシティビティ、サイバーネーション無しの場合は、そもそも

サイバーネーションを予定していない場合が多いため、収集された情報は最初の使用の後、

あるいは特定の期間の経過後に、消去される必要があり、その共有は禁止されるべきであ

ると主張する。 

 次に、高ボリューム、低センシティビティ、限定的サーバーネーションの場合は、具体

的には監視システムのようなものが問題となるが、これらは実際にサイバーネーションの

程度が限定的であるかがその妥当性のメルクマールになるという。とくにサイバーネーシ

ョンの程度が高い場合は、適切なアカウンタビリティの手段が施されているかが問題とな

る。 

 そして、高ボリューム、低センシティビティ、高サイバーネーションの場合は、たとえ

センシティビティが低い場合であっても、高ボリュームである点で上記の場合とは異なる

ため、一層サイバーネーションを制限する適切な手段が施されているかが問題とされる。 

 最後に、高ボリューム、高センシティビティの場合は、サイバーネーションはより高度
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なアカウンタビリティによって制御されていなければならないという。このような状況に

あるのは多くが何らかの機関や企業のデータベースである。このようなシステムにおける

不当性の判断要素は、以上のように適切なアカウンタビリティが施されているかというこ

とと、現に情報漏えいが起きているか否かという点であるということであった。 

 

第四部 情報のサイバーネーションとプライバシー 

第四部では、これまでの見解をふまえたうえで、サイバー時代におけるプライバシーの

法理論として日本におけるプライバシーの保護のあり方を論じていく。 

具体的には、第一章において、第三部で検討したエツィオーニの見解から得られる日本

法への示唆を、今般成立した改正個人情報保護法をふまえつつ検討する。その後、第二章・

第三章・第四章では、日本法におけるサイバー時代に即した解決の方向性を、以下の類型

について模索する。すなわち、情報システムの発達とサイバーネーションの統御、「オープ

ン」な IoT の進展とコミュニティのプライバシー、情報のサイバーネーションと自己決定、

以上の三つである。そして、第五章で本稿のまとめを行い、第六章で残された課題と今後

の展望を述べることとする。 

 

第一章 日本法への示唆 

本章では、エツィオーニの見解から得られる日本法に対する示唆を析出していく。まず、

第一節では、プライバシーの基礎理論に対する示唆を検討する。つぎに、第二節では、情

報の利活用を行う事業者等にいかなる責任を負担させるかという問題に対する示唆（とく

に平成 27 年度改正個人情報保護法との兼ね合いをふまえたそれ）を検討する。そして、第

三節では、情報の利活用に関するイニシアチブをどの程度「情報主体」に持たせるかに関

する示唆を検討する。最後に、第四節では、利活用による公共的利益と個人の権益のバラ

ンスをどのようにとるかという問題に関する示唆について検討する。 

 

第一節 プライバシーの基礎理論に対する示唆 

 この点につき、本稿が主たる検討対象としたエツィオーニは、プライバシーの問題領域

を、まずもって国家や市場による情報の多角的利活用の場面に限定する。そしてそのうえ

で、アメリカの判例に現れたプライバシーを、「詮索の免除に関する社会的認可を受けた領

域」としての「プライバシー」と、「規制の撤廃、学校の選択、生殖に関する選択等」の「私

的選択」に分類し、前者の過剰保護を控えて共通善（単なる国家や市場の利益ではなく、

公共の安全や公衆衛生）を達成しつつ、後者の不当な抑圧についてはこれを回避すること

を主張する1143。 

 このアメリカの判例に現れた「プライバシー」と「私的選択」の関係について如何に理

解するかについては、日本法においても（主として憲法学説上）「プライバシー」と「自己

                                                   
1143 本稿第三部第二章第二節第二款 2 参照。 
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決定」の関係の問題として、争いがあるところであった。この点、佐藤は、前者をプライ

バシー権として、後者はプライバシーとは別個の自己決定権として捉えている（しかしな

がら、これらはともに広義には憲法 13 条の幸福追求権に根拠を有するものであるため、全

くの関連性が無いわけではない）1144。一方で、この二つの権利を広義のプライバシーの権

利であるとして、より連関的に捉えることを主張する批判説もみられるところである1145。 

 この点につき、エツィオーニは、両者を別個の問題領域であるとしながら、さながらコ

インの裏表にあるものであるとし、これを非常に密接に関連付けて理解する1146。具体的に

は、リベラル・コミュニタリアニズムの観点に立ち、「プライバシー」と「私的選択」の保

護のバランスを、前述のように追究するのである。このような発想は、個人主義的見解に

依拠する従来の日本の学説とは異なるものである。その意味で、プライバシーと自己決定

を別個の問題と考えつつも双方ともに幸福追求権の一部として位置づける見解とも、これ

らをともに広義のプライバシーの問題と位置づける見解とも、異なるものであると言える。 

 つぎに、共通善に貢献する限りでプライバシーの過剰な保護を控えるという姿勢は、個

人情報保護の過剰反応に批判的な、脱アトム的個人主義の方向を採用する水野の見解と共

通する方向性であるといえる1147。しかし、水野が基本的には報道によるプライバシー侵害

を念頭におきつつ、総合的にプライバシー概念の再構成を図る一方で、エツィオーニは主

として情報通信技術の発展の結果生じるようになった情報の多角的利活用の問題における

プライバシー概念の措定をアドホックに行っている点で違いがある。その意味でエツィオ

ーニは、マス・メディアの表現行為による侵害に対する、ほうっておいてもらう権利構成

を必ずしも否定するものではない。ただ、ほうっておいてもらう権利構成が行過ぎると共

通善に対する配慮が足りなくなりうることには留意をする1148。 

 さらに、エツィオーニは情報の多角的利活用の問題を、単に事業者と消費者個々人の分

離された市場の問題として捉えるのではなく、より地域社会等のコミュニティにひきつけ

たうえで理解することを志向する。そのことによって、従来はプロッサーの四分類1149のう

ち、私生活への侵入類型に含まれる「覗き見」事案1150に分類されてきたある種の類型を、

より積極的に、「まちづくり」、「コミュニティづくり」の問題として、独立の類型としてく

くりだすことになるように思われる。そのため、エツィオーニは、プロッサーの四分類を

そのまま採用するものではない。 

また、とくに、「対国家のプライバシー」と「対社会のプライバシー」を分類する脱アト

                                                   
1144 本稿第一部第二章第二節第一款 1 参照。 
1145 本稿第一部第二章第四節第一款及び第三款参照 
1146 その理由としては、プライバシーと自己決定双方を最大化する方向性（市民派リバタリ

アン等）と、プライバシーと自己決定双方を抑圧することを厭わない方向性（社会保守主

義者等）との違いを明確にするためであった。 
1147 本稿第一部第三章第二節 2.13 及び第二部第三章第二節第二款参照。 
1148 本稿第三部第一章第三節第一款 2 参照。 
1149 本稿第一部第一章第二節参照。 
1150 本稿第一部第一章第三款 1 参照。 
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ム的個人主義の試み1151への示唆としては、「対社会のプライバシー」という分類における「社

会」の内実を問う必要性を明らかにしてくれる。本問題では対国家と対市場の問題が複雑

に絡み合っていることに留意すべきであり、対国家＋対市場、対社会＝コミュニティ（市

民社会）という形で検討する意義もあることを、エツィオーニは示唆している。 

そして、公共による個人の抑圧の危険性への配慮についても、エツィオーニは詳細に論

じている。具体的には、「自律と秩序の逆転共生」という基本的発想1152に基づき、秩序が強

すぎても自律が強すぎても両者の理想的な共生は達成されないとし、そもそも秩序の過度

の強調を肯定せず、「プライバシー保護のための社会政策モデル」1153で警戒（予防）原則の

プライバシーに対する濫用を抑止するのである。 

さらに、プライバシーの社会公共的利益化の議論に対しては、エツィオーニも、プライ

バシーの権益それ自体に公共的な観点を含ましめることに肯定的である。ただ、これを完

全に公共的な利益であると措定する方向性は採用しない。彼はプライバシーの要素のうち

の、センシティブさの解釈のレベルにのみ公共的な観点を組み込むのである。そのように

解することで、具体的には、（ある地域社会で）収集されたセンシティブな情報が蓄積され

るデータベースをその他のデータベースと統合する（グローバルな）流れを拒絶したり、

そのような情報の「囲い込み」によって却って生ずる、センシティブでない情報を利用し

たセンシティブな情報の特定を不法なものであると主張したりすることができるようにな

るように思われる。 

 最後に、「監視社会」論との関連では、むしろ「監視」によってわれわれが利益を受ける

最たる場面として、公衆衛生に決定的な役割を果たす各種検査ないし当該情報の提供の重

要性を教えてくれる。彼は、公衆衛生に適う食品の管理状況・疾病の流行等に関する情報

を、積極的に提供させることを志向するのである。このことは、例えば感染症の流行や、

何らかの工場からの化学物質等の流出の問題にも応用できる、われわれ市民にとっても有

用な観点であると思われる。災害対策に特化する、公共の安全、公衆衛生のための「ICT

街づくり」とは、無論このような場合に人々が無用な損害を受けないようにするもののこ

とを言うはずである。 

 

第二節 情報の利活用を行う事業者等にいかなる責任を負担させるか――とくに個人情報

保護法 2015（平成 27）年度改正との兼ね合い 

表現行為においては、個人の秘密を暴かないという規範の遵守が、物理的行為について

は、個人の私的領域に侵入しないという規範の遵守が求められる1154。情報の取扱いの場面

においては、例えば、プライバシー固有情報に関する厳重な管理を求めるものが主流であ

                                                   
1151 本稿第二部第三章第一節参照。 
1152 本稿第三部第二章第一節参照。 
1153 本稿第三部第二章序参照。 
1154 本稿第一部参照。 
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る1155。これに対し、情報の多角的利活用において求められる事業者の責任は、今尚、プラ

イバシーの基礎理論上は明確ではない。 

この点、エツィオーニは、前節でまとめたように、比較的詳細且つ具体的に、事業者の

責任を論じている。これは日本法のプライバシー理論に対して、一定の示唆を有するもの

であると評価できるように思われる。 

しかし、理論のレベルにおいてはプライバシー保護の詳細な要件が不明確な一方で、個

人情報の利活用に関する事業者の責任については、今般可決・成立した改正個人情報保護

法に比較的詳細に定められていると評価することができる。そのため、本改正法との比較

検討も行わなければ、エツィオーニの見解の日本法に対する示唆を正確に掴むことはでき

ない。 

 序論でも簡単に触れたように、2015 年 9 月 3 日に可決・成立した改正個人情報保護法で

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ことを目的とする」とし、いくつかの改正が行われている。 

具体的には、従来の個人情報の範囲を明確化するためとして、「個人識別符号」（2 条 1 項

1 号、2 項）、「要配慮個人情報」（2 条 3 項）、「匿名加工情報」（2 条 9 項）の新たな定義が

盛り込まれている。また、これまで厳格に運用されてきたという「利用目的制限」が緩和

されている。 

ここでは、改正個人情報保護法に定められる、「要配慮情報」、「利用目的制限」、そして

「安全管理措置」について検討したうえで、これらの規定に対するエツィオーニの議論か

らの示唆を析出する。 

 

第一款 要配慮情報 

 改正法では、センシティブ情報に関する規定として「要配慮個人情報」（2 条 3 項）の定

義を新たに設けた。これは、「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」を

いう。 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得

してはならない（17 条 2 項）。しかし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある

場合や、公衆衛生の向上や児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき等の場合には、要配慮個人情報を本人の同意なく取得

しても許されうる（その他の例外については 17 条 2 項各号参照）。 

 国会審議では、この「要配慮情報」について、単純な国籍は法的地位で人種には該当し

ない、信条は思想と信仰の双方を含むものである、単なる職業的地位は社会的身分には含

まない、病歴は病気に罹患していた経歴等である、犯罪の経歴には有罪の判決が確定した

                                                   
1155 本稿第二部第一章第二節第一款参照。 



                                                                         

264 

 

事実が該当する、等と説明されている1156。 

 このような答弁をうけて、「要配慮個人情報は確定のものに限定される。特定宗教の信者

という情報は要配慮個人情報となるが、特定宗教の本の購入や教会や寺に行ったという情

報は該当しない」とする見解が現れている1157。 

しかし、それでよいのだろうか。このような「特定宗教の本の購入」とか「特定の教会

や寺に行った」というささいな情報も、積もり積もれば情報主の思想信条を確定的に明ら

かにすることになる。そこで、このような集積された情報のパックについても、要配慮情

報と同等に保護する必要はないのであろうか1158。 

ただ一方でそのような、何気ない情報の集合体から新たな知見を得るのがビッグデータ

分析の肝なのであり、情報を結合したらプライバシー侵害になりうる、だからあれもこれ

も利用禁止というのでは、元の木阿弥である。が、しかしその分析行為のある種のものは、

やはりプライバシー侵害に当たりうるのではないだろうか。このような問題も、検討され

るべき残された課題といえるのではないだろうか。 

この点、エツィオーニの理論は端的にいうならば、改正個人情報保護法と補完関係にあ

る。本改正法が要配慮情報を新たに設けたことは、エツィオーニの理論と基本的な方向性

は帰一している。しかし、改正個人情報保護法が情報のセンシティブさを基軸にするのみ

である一方、エツィオーニがボリュームやサイバーネーションという尺度を重視している

点で、これを補完しているといえるのである。 

 

第二款 利用目的制限の緩和 

 個人情報は、取り扱う目的を特定し、これを本人に対して明らかにして、その範囲内で

                                                   
1156 第 189 回国会内閣委員会第 7 号（平成 27 年 5 月 20 日）において、向井審議官は以下

のように答弁している。「より詳しく言うならば、まず『人種』は、『人種、それから民族

的もしくは種族的出身』を広く意味するものであって、例えばアイヌ、在日韓国人等の情

報が該当する。これに対して、『単純な国籍』は法的地位であって、人種には該当しない。

次に、『信条』は、個人の『基本的な物の見方、考え方』を意味するもので、『思想』と『信

仰』の双方を含むものと考えられる。そして、『社会的身分』は、例えば、いわゆる『被差

別部落出身であること』や『嫡出でない子であること』などがこれに当たり、単なる『職

業的地位』は含まない。さらに、『病歴』とは、『病気に罹患していた経歴』を意味するも

のまたは『特定の病歴を示した部分』、『特定の個人ががんに罹患している』事実等である。

それから、『犯罪の経歴』は、いわゆる『前科』、『有罪の判決を受け、これが確定した事実』

が該当する。衆議院「第 189 回国会内閣委員会第 7 号」〈http://www.shugiin.go.jp/ 

internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000218920150520007.htm〉（最終アクセス

2015 年 12 月 24 日）。 
1157 日経コンピュータ、2015 年 10 月 5 日「関啓一郎：10 年ぶりの改正！個人情報保護法

の読み解き方 第一回 何が個人情報になるのか」〈http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/ 

15/092800231/092900002/?ST=management&P=6〉（最終アクセス 2015 年 12 月 1 日）。 
1158 このような観点を重視する論者として、鈴木正朝がいる。その近時の著作として、鈴木

正朝、高木浩光、山本一郎『ニッポンの個人情報 「個人を特定する情報が個人情報である」

と信じているすべての方へ』（翔泳社、2015）。 
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扱わなければならない（改正個人情報保護法 15 条 1 項、16 条 1 項・2 項）。しかし、人の

生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上や児童の健全な育

成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等の場

合には、当初の利用目的の達成の範囲を超えて個人情報を取り扱っても許されうる（その

他の例外については 16 条 3 項各号参照）。 

 より詳細には、個人情報保護法は、個人情報を取り扱うにあたってできる限り利用目的

を特定しなければならないとし（改正個人情報保護法 15 条 1 項）、実際に個人情報を取得

した場合、個人情報取扱事業者は、あらかじめ特定した利用目的を公表していない場合は、

これを本人に速やかに通知するか、又は公表することが求められる（改正個人情報保護法

18 条 1 項。目的変更の場合も同様の手続が求められる。同条 3 項）。また、書面（電磁的な

記録によるものを含む）で直接個人情報保護を取得する場合は、生命身体や財産的損害を

生じるような緊急の場合を除いて、あらかじめ本人に特定した利用目的を明示する必要が

ある（同条 2 項）。なお、防犯ビデオカメラのように、犯罪予防や実際に犯罪行為があった

場合の証拠として録画し、これを取り扱っていることが明らかであるような場合には、取

得の状況から見て利用目的が明らかであることから、改めて利用目的を通知等することを

要しない（その他の例外については同条 4 項各号参照）。 

 利用目的を変更する範囲については制限があり（改正個人情報保護法 15 条 2 項）、これ

を超えた目的外利用（あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を取り扱うこと）はできないこととされている（改正個人情報保護法 16条）。 

 個人情報取扱事業者は個人情報を取り扱うに当たって利用目的をできる限り特定しなけ

ればならないとされる趣旨は、個人情報の本人に対して「自分の情報がどう使われている

のか」というところがわかるようにしておく、というところにある1159。これにより透明性

が確保され、本人自らが権利利益侵害の防止に必要な対応を図ることができる。 

このことから、利用目的制限は個人情報保護法の根幹の一つであり、利用目的の変更が

認められる範囲は、法の趣旨を損なわないように、「変更前の利用目的と相当の関連性を有

すると合理的に認められる範囲」とされ（改正前個人情報保護法 15 条 2 項）、無限定な目

的変更は認められておらず、これまで厳格な解釈・運用がなされていた1160。 

 今回の改正は、「相当の」を削除することにより、変更できる利用目的の範囲を、本人が

予期し得る限度で拡大することとし、利用目的を特定させる趣旨を損なわないようにしつ

つ、事業者の機動的な目的変更を可能となるような制度を目指しているといえる。これに

よって、様々な活用態様が可能となる中で、取得した個人情報を当初想定できなかった新

事業・新サービスで活用したい場合、当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認めら

れる範囲内であれば、時機を逃さずに新事業等を始められることとなった。 

                                                   
1159 日置巴美、板倉陽一郎『平成 27 年度改正個人情報保護法のしくみ』（商事法務、2015）

121 頁。 
1160 同上、121-122 頁。 
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 しかし、もともと、利用目的変更はほとんど使われてこなかったことから、「相当の」が

削除されたことによる影響を、法解釈や今までの運用から推し量ることは困難である。法

の全面施行に向け、「個人情報保護委員会は、ガイドライン等において具体例を示す等し、

事業者・本人の理解を得られるよう、混乱をきたさないようにする必要がある」とされて

いる1161。 

 この点、利用目的の制限の緩和によって、第三者提供ができるようになるのではないか、

あるいはまた、およそ広告配信とは関係ないサービス利用のために提供された個人情報か

ら本人の選好が分析されて、さらに広告配信のために用いられるのではないか、という懸

念が見られる。これに対しては、このような利用は、「本人が到底予期し得ないような目的

変更の事例であると考えられる」とする見解が示されている1162。 

 しかし結局のところ、変更前の利用目的と「関連性を有すると合理的に認められる範囲」

について、その詳細や具体例は、ガイドライン等によって明確化される必要がある1163。 

 このような場合に、本人は、個人情報取扱事業者に対して、自らが識別される保有個人

データが、①同意なく事業者が定めた利用目的の達成に必要な限度を超えて取り扱われて

いるとき、②不正の手段によって取得された者であるときは、違反を正すために必要な限

度で利用停止又は消去を請求できる（改正個人情報保護法 30 条 1 項）。そして、③保有個

人データが同意なく第三者へ提供されているときは、提供停止を請求することができる（同

条 3 項）。 

 これらの請求について訴訟を提起する場合、本人は、①の場合は、個人情報取扱事業者

が、利用目的として特定された範囲を超えて、その本人が識別される保有個人データを取

り扱っていることについて、②の場合は、個人情報取扱事業者が、その本人が識別される

保有個人データが不正の手段によって取得したことを主張立証することが求められる。ま

た、③の場合は、個人情報取扱事業者が、その本人が識別される保有個人データを改正個

人情報保護法 23 条 1 項又は 24 条の規定に違反して第三者に提供していることを主張立証

することが求められる。 

 以上のように、いかなる場合に事業者の利用目的の変更が不当であるとされるかについ

ては、一定の指針はあるものの、なお不透明であるということができる。 

 この点について、本稿で主たる検討対象としたエツィオーニは、以下の一点を重視して

議論を展開していたと評価できる。それは、センシティブでない情報を利用したセンシテ

ィブな情報の（サイバーネーションによる）特定を禁止することである1164。これは、うえ

で触れたように、日本においても利用目的制限との関連で違反行為にあたるのではとされ

ている行為である。 

                                                   
1161 同上、124 頁。 
1162 同上、124-125 頁。 
1163 同上、125 頁。 
1164 本稿第三部第四章第二節参照。 
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 なぜこのような行為を禁止するかについて、エツィオーニは、それが私的選択の不当な

抑圧に繋がるからだと考えている。具体的には、銀行のローンが解約されたり、仕事を解

雇されたり、様々な差別的取扱いに繋がる恐れがあり、そのことをおそれるあまり、われ

われが行動の萎縮を起こす危険性があるというのだ。このことは、アーキテクチャによる

支配に警戒感を示す見解1165と相通ずるところがあるように思われる。 

しかし一方でエツィオーニは、完全な結果の平等を志向するわけではない。そのため、

以上のような情報の利活用に基づく多少の差別的取扱いについては、不当であるとは考え

ないように思われる。差別的取扱いの禁止の限界として、エツィオーニは、社会がその全

てのメンバーのために「寛大な最小限度」を維持するだけでなく、資源全体のうち上流階

級が取得する分の増加速度を緩やかにすることで、不平等に上限を設けるよう努力をする

方向性を採用する1166。そして彼は、これらのルールを、それぞれのコミュニティに適用す

ると同時に、資源の割当における個人間の不平等のみならず、コミュニティ間におけるそ

れについても考慮に入れなければならないと、注意を喚起するのである。 

 このような平等観を踏まえたうえで、不当な情報の利活用を制限していくエツィオーニ

の見解は、日本法の運用に対しても一定の示唆があろう。 

 

第三款 安全管理措置 

改正個人情報保護法は、安全管理措置の規定については条文を変更していない。条文番

号も変わっておらず、安全管理措置義務（改正個人情報保護法 20 条）、従業者の監督義務

（21 条）、委託先の管理義務（22 条）という構成もそのままである。実務的には、安全管

理措置義務は、ガイドライン、特に経済産業省のガイドライン（「個人情報の保護に関する

法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成 26 年 12 月 12 日厚生労働

省・経済産業省告示第 4 号)、以下「経産省ガイドライン」）に従って対応している事業者が

多いと思われる。 

 経産省ガイドラインは大手通信教育事業者の漏えい事件後改正され、安全管理措置に関

しては外部からのサイバー攻撃対策及び、内部不正対策の組織的・物理的・技術的安全管

理措置の項目が追加され、委託先の監督に関しては内部不正対策の委託先の安全管理措置

の確認、定期的な監査等が追加されたほか、再委託以降も同様の措置を行うことが望まし

い旨が明記された。経産省ガイドラインは、従来、「中小企業者（中小企業基本法(昭和 38

年法律第 154 号)第 2 条第 1 項各号に掲げる中小企業者をいう。以下同じ）においては、事

業者の規模及び実態、取り扱う個人データの性質及び量等に応じた措置を講じることが望

ましい。また、個人データを記録した媒体の性質に応じた安全措置を講じることが望まし

い。」としており、中小企業に一定の配慮をしているが、新しく改正で追加された項目には、

安全管理措置（物理的安全管理措置）の内容としての「入退館（室）記録の保存」（経産省

                                                   
1165 本稿第二部第四章第二節参照。 
1166 本稿第三部第四章第二節第三款参照。 
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ガイドライン 35 頁）や、「カメラによる撮影や作業への立会い等による記録又はモニタリ

ングの実施」（同 36 頁）、委託先の監督義務の内容として「委託先における委託された個人

データの取扱状況を把握するためには、定期的に（少なくとも年 1 回）、監査を行う等によ

り、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を調査した上で、個人情報保護管理者（CPO）

等が、委託の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが望ましい。」（同

42 頁）との内容が加わる等、中小企業では対応が困難な点も散見される。 

 経産省ガイドラインの安全管理措置の記載は 17頁に及ぶ。5000人要件が撤廃されて後、

どの程度、中小企業に要求することができるのか、そもそも、経産省ガイドラインの内容

は個人情報保護委員会が一本化作業を行うと思われるガイドラインにどの程度受け継がれ

るのかが問題となる1167。 

 また、匿名加工情報に関する安全管理措置（改正個人情報保護法 36 条 6 項）についても、

内容は個人情報に係る安全管理措置（20 条）と大差なく、具体的に対策がとられるべきは

過失や外部からのハッキングによる漏えい、従業員による不正な持ち出しなどであるが、

事業者の過度の負担とならないように、これらは個人情報保護法上は努力義務とされてい

る。 

 そのため、一応必要な措置に努めていたとして、漏えいや不正が生じた場合には、当該

情報が営業秘密にあたる場合は不正競争防止法によって、それ以外の場合は不法行為に基

づく損害賠償請求等によって民事上の救済を図るしかない。 

 そこでは、事業者のいかなる行為が安全管理措置として不当であったかを確定する必要

がある。しかしその内容は現在のところなお不明確であり、実際の訴訟や、学術研究によ

って明らかにされていくしかないといえ、残された課題であるということができる。 

このように、「安全管理措置」については、事業者にいかなるレベルの責任を要求するべ

きかを画するのが困難な状況にある。このような状況において、情報主のプライバシーの

要素をセンシティブさ、ボリューム、サイバーネーション（そしてアカウンタビリティ）

と整理し、それぞれの要件についていかなる保護措置が求められるかを素描するエツィオ

ーニの見解は、責任の明確化に一定の寄与をするのではないだろうか。 

 この点、エツィオーニは、以上の要素の複合的考慮として、以下のような場面を検討し

ている1168。 

まず、低ボリューム、低センシティビティ、サイバーネーション無しの場合である。こ

の場合は、そもそもサイバーネーションを予定していない場合が多いため、収集された情

報は最初の使用の後、あるいは特定の期間の経過後に、消去される必要があり、その共有

は禁止されるべきであると彼は主張する。 

 次に、高ボリューム、低センシティビティ、限定的サイバーネーションの場合は、具体

的には監視システムのようなものが問題となるが、これらは実際にサイバーネーションの

                                                   
1167 日置、板倉・前掲書注（1159）149 頁。 
1168 第三部第四章第一節第一款参照。 
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程度が限定的であるかがその妥当性のメルクマールになるという。とくにサイバーネーシ

ョンの程度が高い場合は、適切なアカウンタビリティの手段が施されているかが問題とな

る。 

 そして、高ボリューム、低センシティビティ、高サイバーネーションの場合は、たとえ

センシティビティが低い場合であっても、高ボリュームである点で上記の場合とは異なる

ため、一層サイバーネーションを制限する適切な手段が施されているかが問題とされる。 

 最後に、高ボリューム、高センシティビティの場合は、サイバーネーションはより高度

なアカウンタビリティによって制御されていなければならないという。このような状況に

おかれる情報システムは、その多くが何らかの機関や企業のデータベースであり、そのシ

ステムの何らかの不具合に関する不当性の判断要素は、以上のように適切なアカウンタビ

リティが施されているかということと、現に情報漏えいが起きているか否かという点であ

るということであった。 

 

第四款 小括 

以上を要するに、利用目的制限の問題にせよ、安全管理措置の問題にせよ、結局のとこ

ろサイバー時代におけるプライバシー保護の要件の中で最も重視されるべきは、サイバー

ネーション――つまり、人工知能による情報処理の、事業者による統御なのである。近時

加速度的に発達するこの人工知能による情報処理を、責任をもってコントロールすること

が、ここではまず第一に要求されるのである。エツィオーニが言うように、この要件を重

視する程度は当の人工知能に関する技術の発展の程度に依存することになる1169。しかし、

今般の状況を鑑みるに、その自体は急を要するものであるように思われる。 

かつてほうっておいてもらう権利を生んだのは、イエロージャーナリズムによる報道で

あった。これは、あくまで人間の下卑た行為からの自由であった。その後問題となった国

家による情報収集も、そこでは現実には警察などの機関に所属する実の人間が行う活動に

対して待ったをかけるものであった。しかしこれからは、サイバーネーションによる情報

処理に、われわれは眼を光らせなければならないのである。 

 

第三節 情報の利活用に関するイニシアチブをどの程度「情報主体」に持たせるか 

ここでは、①どの程度のイニシアチブを、②どの主体に持たせるかが問題になる。 

この点、伝統的通説である「ほうっておいてもらう権利」構成は、あくまで「……され

ない」という消極的権利であるため、情報主体に持たせるイニシアチブは最低限のものと

なる1170。これに対し「自己情報コントロール権」構成（佐藤説）は「プライバシー固有情

報」については強いコントロール権能を認める1171。以上の「自己情報コントロール権」構

                                                   
1169 本稿第三部第三章第二節第三款参照。 
1170 本稿第一部第一章参照。 
1171 本稿第一部第二章第二節第一款 1 参照。 
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成を突き詰めた「情報プライバシーの財産権」構成は、自身に関するあらゆる情報につい

てその選好に即して自由な取引をする権限を情報主体に帰属させることを目論む1172。 

 これに対し、「規範の遵守を要求するもの」としてのプライバシー構成を採るもの1173や、

自己イメージコントロール権を評価する見解1174、あるいはプライバシーの社会公共的利益

化の構想を打ち出す見解1175は、情報の公共財的性質を重視するため、プライバシーについ

て個人に強いイニシアチブを必ずしも認めない。 

 それでは、エツィオーニの採用する方向性――詮索からの免除に関する社会的認可とし

てのプライバシー――は、情報主体にどの程度のイニシアチブを与えるだろうか。共通善

との衡量を重視する1176が故に、少なくとも個人に関する全ての情報の自由取引を認めるこ

とはないだろう。それでは、ある種の情報について利用制限を課すことの決定権限を認め

るのだろうか。ある意味ではそうである。より正確には、プライバシーのセンシティブさ

の解釈についてわれわれがイニシアチブを行使することで、翻って前述の利用目的制限を

事業者に課すことになるのである。 

 エツィオーニは、センシティブさのランク付けについて、共有された社会的価値が反映

されている必要があると主張する1177。彼は、裁判官や立法者が恣意的にセンシティブさを

解釈することに批判的なのである。そのため、エツィオーニにとって、立法などによるセ

ンシティブ情報の保護はあくまで目安でしかない。 

この点、エツィオーニは、個人の選好にコミュニティが重大な影響を与えていることを

重視する1178。彼によれば、われわれの政治活動や消費財の購入の傾向は、知らず知らずの

間に日々の人付き合いやコミュニケーションから影響を受けており、それが如実にあらわ

れることもあるのである。このことは、子供の購買欲求が何らかの消費財を友達が持って

いるかどうかという事実に大きな影響を受けることからも明らかであろう（子供は「みん

なが持っているから自分も欲しい」と考えがちである）。そしてそのような選好に悪影響を

与えるような、情報の利活用が禁止されるべきことになる。 

 その意味で、本問題でイニシアチブを与えられる主体は、純粋な個人というわけではな

く、その選好に影響を与える一定のコミュニティということになる。そしてこのコミュニ

ティとは、様々な中間団体が包含される概念であるため、問題となる類型ごとに具体的に

確定されることになろう。例えば「ICT 街づくり」の事案において、監視システムから収

集された情報のデータベースの売却が問題となれば、当該地域社会の情報に対する価値観

が重視されることになり、あるいは事業者が勝手に DNA 鑑定を行って父子の血縁関係の秘

                                                   
1172 本稿第二部第一章参照。 
1173 本稿第二部第三章第一節参照。 
1174 本稿第二部第三章第二節参照。 
1175 本稿第二部第二章第二節第四款 2 参照。 
1176 本稿第三部第二章第二節参照。 
1177 本稿第三部第三章第二節第一款 1 参照。 
1178 本稿第三部第四章第二節第二款参照。 
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密を暴き、当の父親が妻への離婚と嫡出否認を迫るようしむけるようなことをした事案で

あれば、かかる家族のあり方を問うこととなるのである。そこでは、当事者たる個人の意

思を単に重視するのではなく、その背後にある価値観を探らなければならない。前者の事

案では街づくりは公共的なものであるため個人の同意といっても地域社会を代表するもの

であるかは分からず、後者の事案では父親が DNA 鑑定に同意していたとしても家族を破壊

しないようにとの配慮が必要になる場合がある。その意味で、個人情報保護法の本人の同

意というものも、場合によっては本人の意思のみを重視すればよいというわけではないこ

とが分かる。 

 情報通信技術が発展し、社会の構造が変容しようとしている今、その技術を如何に受け

止めるかについて、個々人の見解は多様を極め、混乱状態にあるようにも見受けられる。

しかしそのような中でもわれわれは、変動する中でも一定の共通項をもっている。そして

それを見極めんとするのがビッグデータ分析であるともいえるが、このような手段によら

ずとも、訴訟において丹念に一定の共通項を探り出し、その共通項が見出された暁にはこ

れを重視するということも、場合によっては求められることであろう。 

 

第四節 利活用による公共的利益と個人の権益のバランスをどのようにとるか 

この点について、表現行為によるプライバシー侵害の事案では、個人のプライバシーの

権利は、一般に表現の自由との衡量がなされることになる1179。また、国家や企業による情

報収集・管理の場面では、知る権利や情報公開と衡量されることになる1180。これらは情報

の多角的利活用の場面で問題となる公共的利益とはまた別物のように思われる。 

かりにこの、情報の利活用の場面において、財産権構成を採用するならば、基本的には

功利主義の立場にたつことになるため、富の最大化が公共的な利益の筆頭にあげられるこ

とになる1181。そしてその副作用として、表現の自由に対する悪影響が問題となると指摘さ

れている1182。 

ほかには、情報の公共財的性質に着目して、ミクロの人間関係レベルでのプライバシー

の過剰な保護に批判的な見解があった1183。この見解は、個人情報保護法に対する過剰な反

応に対して批判的であり、情報の多角的利活用の場面についてもおそらく消極的にはなら

ないはずである。しかし、これらの見解はこの場面においてどのように個人の利益と公共

の利益を衡量するかは必ずしも明らかではない。 

この点、エツィオーニは、情報の利活用の場面における公共の利益を、明確に「公共の

安全」と「公衆衛生」と措定する1184。そしてここにいう公共の利益とは、繰り返すように、

                                                   
1179 本稿第一部第一章第二節第五款 1 参照。 
1180 この観点を重視する見解として、本稿第二部第三章参照。 
1181 本稿第二部第一章参照。 
1182 この点については、本稿第二部第一章第三款参照。 
1183 本稿第二部第三章参照。 
1184 本稿第三部第二章第二節参照。 
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「われわれの利益」であって、単なる国家や市場の利益ではない。 

しかし一方で、この「公共の安全」という公共の利益を重視することについては、日本

においても批判的な見解がある1185。とくにそのような論者は、この問題を「監視社会」の

問題として位置づける。ただ他方で、この監視社会について論じる者のなかにも、このよ

うな公益に警戒しつつも、現にわれわれに利益があるのだから、甘受する必要もあるとす

る者もいる1186。ここでは、公共の利益と個人の権益のバランスをどのようにとるかが問題

となる。 

この点については、既述のように、エツィオーニは秩序と自律の逆転共生という考え方

によってそもそも秩序の極大化を志向せず1187、また、プライバシー保護の社会政策モデル

を措定することで、警戒（予防）原則の濫用を抑止すること1188を主張していた。 

また他方で、そもそものプライバシーを表現の自由さながら公共の利益と措定すること

を目論む見解もみられた1189。しかしこの見解は、いかにして公共的な利益となったプライ

バシーとその他の公共の利益との衡量を行うことになるのだろうか。 

公共の安全や公衆衛生と、完全に公共化された「われわれのプライバシーの利益」は、

一体どう考量されるべきなのか。そもそもこのような場合にプライバシーを全き公共的な

利益と措定することは、少なくとも不法行為法上は困難なのではないだろうか。 

この点、エツィオーニは、前述のように、プライバシーの権益それ自体に公共的な観点

を含ましめることに肯定的ではある。ただ、これを完全に公共的な利益であると措定する

方向性は採用しない。 

 

第五節 小括 

 以上のような、エツィオーニの見解の検討から得られた示唆をもとに、次章以下では、

日本法におけるプライバシー保護のあり方を、いくつかに類型をわけて検討していく。す

なわち、情報システムの発達とサイバーネーションの統御、「オープン」な IoT の進展とコ

ミュニティのプライバシー、情報のサイバーネーションと自己決定、以上三つの類型であ

る。 

 

第二章 情報システムの発達とサイバーネーションの統御 

第一節 情報システムの発展形としての「人工知能」 

第一款 人工知能とは何か――定義の曖昧性 

第三部における検討により、情報の多角的利活用とプライバシーの問題領域において、

今後は情報を処理するプログラム、なかんずく人工知能の統御が肝要であるとの見通しを

                                                   
1185 本稿第二部第四章参照 
1186 本稿第二部第四章第二節参照。 
1187 本稿第三部第二章第一節第二款参照。 
1188 本稿第三部第二章序参照。 
1189 本稿第二部第二章第二節参照。 
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得た。この点、そもそも人工知能とはどのようなものだろうか1190。 

まず、人工知能の定義は、専門家の間でも定まっていないようである。例えば、人工知

能研究に関する日本の第一人者のひとりである松尾豊1191は、「人工知能は『人工的につくら

れた人間のような知能』であり、人間のように知的であるとは『気づくことのできる』コ

ンピュータ、つまり、データの中から特徴量を生成し現象をモデル化することのできるコ

ンピュータという意味である」と定義する1192。 

 また、松尾の整理によれば、日本の研究者等による人工知能の定義は以下のようなもの

であるという1193。 

まず、一方で、人工知能を積極的に評価するものがある。そこでは、人工知能は、「人工

的につくられた、知能を持つ実体。あるいはそれをつくろうとすることによって知能自体

を研究する分野」1194、「『知能を持つメカ』ないしは『心を持つメカ』」1195、「人工的につく

った知的な振る舞いをするもの（システム）」1196、「人間の頭脳活動を極限までシミュレー

トするシステム」1197、「人工的につくる新しい知能の世界」1198、「究極的には人間と区別が

つかない人工的な知能のこと」1199、「自然にわれわれがペットや人に接触するような、情動

と冗談に満ちた相互作用を、物理法則に関係なく、あるいは逆らって、人工的に作り出せ

るシステムを、人工知能と定義する。分析的にわかりたいのではなく、会話したり付き合

うことで談話的にわかりたいと思うようなシステム」1200、「人の知的な振る舞いを模倣・支

援・超越するための構成的システム」1201、「工学的につくられる知能であるが、その知能の

レベルは人を超えているもの」1202などと定義されている。他方で、「計算機知能のうちで、

人間が直接・間接に設計する場合を人工知能と呼んでよいのではないかと思う」1203という

消極的なものや、「知能の定義がないので、人工知能を明確に定義できない」とする見解も

                                                   
1190 人工知能に関する記述について、本来であれば学会誌や専門誌に掲載されるような専門

性の高い論考に依拠し、これを咀嚼したうえで論じるべきではあるが、専ら筆者の能力の

関係上、ここでは一般向けの概説書をもとに論述を進めていくことを予めお断りしておく。

人工知能に関するより細密な理解を前提とした論述は他日を期したい。ご海容いただきた

い。 
1191 東京大学大学院工学系研究科准教授。 
1192 松尾・前掲書注（4）44 頁。 
1193 同上、45 頁参照。 
1194 中島秀之（公立はこだて未来大学学長）、武田英明（国立情報学研究所教授）による定

義である。 
1195 西田豊明（京都大学大学院情報学研究科教授）による定義である。 
1196 溝口理一郎（北陸先端科学技術大学院大学教授）による定義である。 
1197 長尾真（京都大学名誉教授）による定義である。 
1198 堀浩一（東京大学大学院工学系研究科教授）による定義である。 
1199 松原仁（公立はこだて未来大学教授）による定義である。 
1200 池上高志（東京大学大学院総合文化研究科教授）による定義である。 
1201 山口高平（慶應義塾大学理工学部教授）による定義である。 
1202 栗原聡（電気通信大学大学院情報システム学研究科教授）による定義である。 
1203 山川宏（ドワンゴ人工知能研究所所長）の見解である。 
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ある1204。 

 

第二款 人工知能の分類 

 このように、専門家の間でも定義が明確なわけではない人工知能であるが、世の中で「人

工知能」と呼ばれるものを整理すると、次のような四つの段階に分けることができると松

尾は言う1205。 

第一に、単純な制御プログラムを「人工知能」と称しているものである。これは、ごく

単純な制御プログラムを搭載しているだけの家電製品に「人工知能搭載」などと謳ってい

るケースが該当する。エアコンや掃除機、洗濯機等、世間には「人工知能搭載」を名乗る

商品が溢れている。しかし、こういった技術は、正確には「制御工学」や「システム工学」

という分野のものであり、このようなものについて「人工知能搭載」と売り出すのは、広

告効果を狙ってのことであるといえる。 

 第二に、古典的な人工知能として、将棋のプログラムや掃除ロボット、あるいは質問に

答える人工知能があげられる。これらは入力と出力を関係付ける方法が洗練されており、

入力と出力の組み合わせの数が極端に多いものである。その理由は、推論・探索を行って

いたり、知識ベースを入れていたりすることによる。古典的なパズルを解くプログラムや

診断プログラムもこれに当たる。この段階の人工知能には、問題と答えを逐一人間が登録

しなければならないという欠点があり、そのため現実世界で起きる様々な問題には対応で

きないことが多い。 

第三に、機械学習（サンプルとなるデータをもとに、ルールや知識を自ら学習するもの）

を取り入れた人工知能として、検索エンジンに内蔵されていたり、ビッグデータをもとに

自動的に判断したりするような人工知能があげられる。これらは、入力と出力を関係付け

る方法が、データをもとに学習されているもので、典型的には機械学習のアルゴリズムが

利用される場合が多い。 

 これらの技術は、パターン認識という古くからの研究をベースに 1990 年代から進展し、

2000 年代に入り、ビッグデータの時代を迎えてさらに進化している。最近の人工知能とい

うと、この第三の段階のものを指すことが多い。昔は第二段階であったものも、機械学習

を取り入れ、第三段階に上がってきているのが今の状況であるという。 

さらにその上の第四の段階として、機械学習をする際のデータを表すために使われる変

数（特徴量と呼ばれる）自体を学習するものがある。深層学習（ディープラーニング）が

これにあたり、とくに松尾はこの技術を「特徴表現学習」と呼ぶ1206。世界では、現在、深

                                                   
1204 浅田稔（大阪大学大学院工学研究科教授）の見解である。 
1205 松尾・前掲書注（4）51-53 頁。 
1206 同上、53 頁。この点、深層学習はここでは第三段階の人工知能として整理されている

機械学習の一種であり、松尾の言う第三段階と第四段階を同じレベルとする捉え方もあり

得るが、松尾はそのインパクトの大きさと分かりやすさのために、ここでは別の段階とし

ている。 
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層学習に関する分野の投資合戦・技術開発合戦・人材獲得合戦が熾烈を極めている。深層

学習とそれまでの人工知能との最大の違いは、「人間の介在の有無」である。深層学習以前

の人工知能研究では、学習データを用意する段階、分析ロジックを考える段階、そして分

析した結果の「正誤判定」の段階などで必ず人間の介在が必要であった。それに対し、深

層学習では人工知能自らがデータの「特徴量」を抽出し、その「特徴量」に基づいてさら

に分析を繰り返し行うことが可能となったのである。この分析の「層」の積み重ねが「深

層（ディープ）」と呼ばれる所以である。 

また、矢野和男1207は、このようなデータから自動で学習する人工知能には、「質問応答型」、

「パターン識別型」、「運転判断型」の三つのタイプがあると整理する1208。これらの技術は、

現在いずれも急速に発展している。なぜなら、ビッグデータという学習ソースの存在に加

え、統計学習理論の発展とコンピュータ能力の飛躍的向上によって、人工知能が真に活躍

できる環境が整ったからである。 

まず、「質問応答型」の人工知能は、人間の質問に言葉で返事をするものである。ここで

は自然言語処理が中核技術となる。現在のウェブの検索システムやクイズ王を破った IBM

社のシステム（Watson）などが有名である。 

次に、「パターン識別型」の人工知能は、画像や音声などの認識を行うものである。携帯

電話における音声でのインターフェイスなどに活用が広がっている。前述の深層学習と呼

ばれるニューラルネットワーク技術の革新が、認識の誤り率を急速に下げて急発展してい

るのである。 

最後に、「運転判断型」の人工知能は、システムの運転を自動で判断するもので、矢野に

よれば、「社会インフラの効率的な運転、物流作業の最適化、最適な店舗のマーケティング

などに広く活用できる」ものである1209。その学習源となるデータは幅広い企業データや業

務データであり、具体的には、識別番号（ID）、性別、年齢、分類コード、売り上げ、数量、

イベント検知、時系列数値など異種多様なデータが含まれる。 

 これまで運転判断に用いるコンピュータは、応用に特化して、それ専用にプログラムさ

れてきた。しかし、多様な現実の状況に対処するロジックを事前に想定することは困難で

ある。そのため、データからの学習によって、これに柔軟に対応しようと開発されたのが

「運転判断型」の人工知能である。 

「運転判断型」の人工知能の真のインパクトは、単にビッグデータを効率よく分析できる

ことにあるのではない。むしろ、「プログラムを自動で生成する新たなマシンが可能になる

                                                   
1207 日立製作所技師長。 
1208 矢野和夫「ビッグデータで儲ける三つの原則」坂内正夫（監修）『ビッグデータを開拓

せよ 解析が生む新しい価値』（角川学芸出版、2015）111 頁以下。この点、矢野は松尾の

いう第三段階と第四段階を同一平面上に捉えつつ「パターン認識型」として分類し、それ

を上回る技術として、「運動判断型」人工知能の基礎となる「跳躍学習（リープラーニング）」

技術を捉えているように思われる。 
1209 同上、112‐113 頁。 
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ことにある」と、矢野は言う1210。 

 コンピュータは今やあらゆるマシンやシステムに組み込まれている。しかしコンピュー

タに動作を指示するプログラムは、人の事前想定したロジックを実装したものであって、

逆にいえば人が事前に考えつかない機能は実現しようがない。また、マシンが勝手に学習

したり成長したりすることもない。 

 しかし「運転判断型の人工知能」はその規定概念から一歩踏み出して、データから自動

で学習し、新たな判断ロジックを自動で生み出す。つまりこれをシステムに組み込めば、

現実から学習して新たな動作を生み出すシステムが実現でき、自動的にプログラムを書き

換えることによって現実に柔軟に対応する。これにより「使うほど賢くなるマシン」「使う

ほど稼ぐ情報システム」が可能となるのだ1211。 

 

第三款 人間と人工知能の違い 

 このように、人工知能が発展すると、人間と同じような概念を持ち、人間と同じような

思考をし、人間と同じような自我や欲望を持つと考えられがちだが、実際はそうではない

と、松尾はいう1212。 

 まず、人間が「知識」として教えるのではなく、コンピュータが自ら特徴量や概念を獲

得する深層学習（や矢野の所属する日立製作所が開発した跳躍学習）では、コンピュータ

がつくり出した「概念」が、実は、人間が持っていた「概念」とは違うというケースが起

こりうる。 

 例えば、人間がネコを認識するときに「目や耳の形」「ひげ」「全体の形状」「鳴き声」「毛

の模様」「肉球のやわらかさ」などを「特徴量」として使っていたとしても、コンピュータ

はまったく別の「特徴量」からネコという概念をつかまえるかもしれない。人間がまだ言

語化していない、あるいは認識していない「特徴量」をもってネコを見分ける人工知能が

あったとしても、それはそれでかまわない、というのが松尾の立場である1213。 

 松尾は、「そもそも、センサー（入力）のレベルで違っていたら」、人間が捉えるネコの

特徴量と人工知能が捉えるネコの特徴量が「同じ『特徴量』になるはずがない」という1214。

IoT の結果、人間には見えない赤外線や紫外線、小さすぎる物体、動きが速すぎる物体、人

間には聞こえない高音や低音、嗅ぎ分けられない匂い、そうした情報もコンピュータに取

り込まれるようになったとしたら、そこから出てくるものは、人間の「知らないもの」の

はずなのである。つまり、そのような情報によって構築された人工知能は、「知能」は「知

能」でも、もしかしたら「人間の知能」とは別のものかもしれないのである。 

                                                   
1210 同上、113 頁。 
1211 同上、114 頁。 
1212 松尾・前掲書注（4）192 頁。 
1213 同上、192‐193 頁。 
1214 同上、193 頁。 
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人間と人工知能との違いのついで、もう一つ重要なのが、「本能」である1215。本能といっ

ても、脳に関することであり、要は何を「快」あるいは「不快」と感じるかということで

ある。 

 人間が獲得する概念の中には、単に復元エラーを最小化するだけでなく、何が「快」か

「不快」かによって方向付けられているものも多い。たとえば、自分が好きなゲームや漫

画についてはやたらに詳しくなる。自分が熱中しているスポーツでは、より細かいところ

まで状況が理解できる。こうしたことは、人工知能の分野では「強化学習」として知られ

ている。何か報酬が与えられて、その結果を生み出した行動が「強化」されるという仕組

みである。そして、この強化学習の際に重要なのは、何が報酬か、つまり、何が「快」で

何が「不快」なのかだ。 

 人間の場合、生物であるから基本的に、生存（あるいは種の保存）に有利な行動は「快」

となるようになっており、逆に生存の確率を低くするような行動は「不快」となるように

できているといえる。 

 例えば、食事、睡眠という行為は「快」に分類される。それに加え、魅力的な人物と話

すことも「快」かもしれない。一方、空腹、身の危険、極度の暑さや寒さは「不快」に分

類される。さらに人間は社会的な動物であるから、他の個体が喜ぶと「快」と感じるよう

な本能も埋め込まれているといえるかもしれない。 

 こうした「本能に直結するような概念をコンピュータが獲得することは難しい」と、松

尾は言う1216。たとえば、「危ない」という概念は人間にとっては分かりやすく、たとえば身

体に物理的な損傷のリスクが迫っていると「危ない」と感じる。しかし、人間にとっての

損傷のリスクとコンピュータにとっての損傷のリスクは基準が異なりうる。そのため、コ

ンピュータにとっての「危ない」は人間と異なる概念になるかもしれない。こうした「本

能」に由来することは、基本的には、進化を経て生み出されるものであり、固体の一生の

うちに発現し、発展する知能とは異なるというのである1217。 

 

第四款 人工知能による侵害を如何に統御するか 

 このように人類とはまた異なった「知能」を身に着けつつあるともいえる人工知能は、

人類にどのような影響を与えるのであろうか。様々な恩恵が得られるとの喧伝が見られる

一方で、その問題性を指摘する声も根強い。 

人類にとっての人工知能の脅威は、シンギュラリティ（technological singularity、技術

的特異点）という概念でよく語られる。人工知能が十分に賢くなって、自分自身よりも賢

い人工知能を作れるようになった瞬間、無限に知能の高い存在が出現するというものであ

                                                   
1215 同上、195 頁。松尾はまた、文法の違いも重要であるとするが、ここではその検討を省

略する。 
1216 同上、196 頁。 
1217 同上。 
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る。 

 人工知能が自分より賢い人工知能をつくり、その人工知能が更に賢い人工知能をつくる。

これを無限に繰り返せば、人工知能は爆発的に進化する。だから、人工知能が自分より賢

い人工知能をつくり始めた瞬間こそ、すべてが変わる「特異点」なのである。実業家のレ

イ・カーツワイル（Ray Kurzweil）は、その技術的特異点が 2045 年という近未来に訪れ

ると主張している。 

 こうした人工知能がもたらすかもしれない脅威に、宇宙物理学で有名なスティーブン・

ホーキング（Stephen Hawking）は、「完全な人工知能を開発できたら、それは人類の終焉

を意味するかもしれない」と警鐘を鳴らしている1218。 

 また、電気自動車やで有名なテスラ・モーターズやロケット・宇宙船の開発・打ち上げ

といった宇宙輸送を業務とする SpaceX の創業者、イーロン・マスク（Elon Musk）は、「人

工知能にはかなり慎重に取り組む必要がある。結果的に悪魔を呼び出していることになる

かもしれないからだ」と述べる1219。さらに、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ（Bill 

Gates）も、「私も人工知能に懸念を抱く側にいる一人だ」と、この脅威論に同調している1220。 

 こうした脅威論に対し、人工知能技術で先端を行くグーグルは、人工知能の研究開発を

行うディープ・マインド・テクノロジーズ社を買収する際に、社内に人工知能に関する倫

理委員会をつくった1221。また、日本でも、人工知能の社会に対する影響を専門家が議論し、

情報を発信するために、2014 年に人工知能学会において倫理委員会が設置されている。 

しかし、人工知能の発達については、警鐘を鳴らす者ばかりではない。シアトルのアレ

ン人工知能研究所の CEO であるオレン・ エツィオーニ（Oren Etzioni）は、ウェブサイ

ト「Reddit」の「AMA」（Ask Me Anything――何でも質問に答える――の略）で、「私は

人工知能を恐れていませんし、みなさんも恐れる必要はありません」と投稿している1222。 

                                                   
1218 Rory Cellan-Jones, Stephen Hawking warns artificial intelligence could end 
mankind (Dec.2, 2014), http://www.bbc.com/news/technology-30290540(last visited Dec. 

9, 2015) 
1219 イーロン・マスクが MIT（マサチューセッツ工科大学）航空宇宙学科 100 周年記念イ

ベントに登壇し、学科長のジェム・プレール（Jaime Peraire）と対談した際の発言。この

対談の動画がネット上にアップされている。One on One with Elon Musk MIT AeroAstro 

Centennial Symposium, 

〈https://www.youtube.com/watch?v=PULkWGHeIQQ〉（最終アクセス 2015 年 12 月 9

日） 
1220 Nick Statt, Bill Gates is worried about artificial intelligence too (Jan. 28, 2015), 

http://www.cnet.com/news/bill-gates-is-worried-about-artificial-intelligence-too/(last 

visited Dec. 9, 2015) 
1221 Amir Efrati, Google Beat Facebook for DeepMind, Creates Ethics Board (Jan. 26, 

2014), 

https://www.theinformation.com/Google-beat-Facebook-For-DeepMind-Creates-Ethics-

Board(last visited Dec. 9, 2015) 
1222 Oren Etzioni, I’m Oren Etzioni, head of Paul Allen’s Institute for Artificial 
Intelligence, who believes AI won’t turn us into robot slaves. Ask me anything! 
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2hdc09/im_oren_etzioni_head_of_paul_allen
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また、松尾も「人工知能が人類を征服したり、人工知能を作り出したりという可能性は、

現時点ではない。夢物語である」という1223。彼によれば、深層学習技術の発達によって起

こりつつあることは、「『世界の特徴量を見つけ特徴表現を学習すること』であり、これ自

体は予測能力を上げる上できわめて重要である。ところが、このことと、人工知能が自ら

の意思を持ったり、人工知能を設計し直したりすることとは、天と地ほど距離が離れてい

る」のである1224。 

 このように脅威論ばかりではないものの、これはあくまで人工知能が「人類の脅威とな

るか」という次元の話であり、情報の多角的利活用とプライバシーの保護という次元では、

人工知能の統御について論ずべき問題は多くあると言えるだろう。ここではさしあたり、

以下の二点に注目したい。 

第一は、深層学習などの技術によってビッグデータを分析する際に、その結果は明確に

示されるものの、その分析過程は不明確であり、ブラックボックス化しがちであること、

つまり、人工知能を応用して情報の利活用をする際に、それが結果としてプライバシー侵

害になるかどうかシステムの利用者には事前にわからない場合もある（というよりもほと

んどがそうであろう）ことである。また第二に、近時の技術の発展（ニューラルネットワ

ークの発達や跳躍学習の開発）により、脳の構造を模した人工知能や自ら学習する人工知

能が誕生しつつあり、そのようなプログラムに対しどのようにプライバシーの保護のあり

方を「学ばせる」のか、そのような法的責任をいかなる主体にいかなる形で課すべきかと

いうことである。 

このうち、前者は、情報の多角的利活用によるプライバシー侵害の救済が、事後的救済

に依らざるを得ないことを示している。エツィオーニの主張するように、端からセンシテ

ィブな情報を特定するためにセンシティブでない情報を分析に掛ける行為（故意不法行為）

を事前に禁止することは可能だが、人工知能によるビッグデータ分析では、当初はそのつ

もりではなかったが、結果的にプライバシー侵害になってしまったということ（過失不法

行為）も起こり得る。そしてこれらの区別は、人工知能による情報処理がブラックボック

ス化しがちであるがゆえに、困難な場面もありうるように思われる。 

また後者については、例えば、矢野が開発に携わった人工知能「H」（「Hitachi Online 

Learning Machine for Elastic Society」の略称）は、以下のような特徴を有する1225。第一

に、人工知能「H」を使って到達すべき目標と、人工知能「H」への入出力は人間が定義す

る。第二に、対象とする問題やアプリケーションに固有の解法（手順）を人間が定義する

                                                                                                                                                     

s_institute_for/(last visited Dec. 13, 2015) 
1223 松尾・前掲書注（4）203 頁。 
1224 同上。 
1225 小島郁太郎「"AI もどき"が多すぎ、日立の汎用人工知能『H』を矢野氏が語る」（2015

年 11 月 24 日）参照。

〈http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/event/15/111000016/112400020/?rt=nocnt〉（最終アク

セス 2015 年 12 月 15 日） 
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必要はない。第三に、既存システムに追加して使える。 

 この人工知能「H」の場合でいえば、第一の段階で人工知能の目標と入出力は人間が定義

することになるため、この局面における行為の帰責性を検討するということが、採りうる

解決策のひとつであろう。そしてこのことは、そのほかの人工知能にも当てはまる（その

意味では、情報処理のブラックボックス化という上記の課題も、ある程度は統御できるか

もしれない）。 

 

第二節 裁判例からみる、サイバーネーションの統御 

 本節では、いくつかの最高裁の判例及び下級審裁判例を検討することで、そこに萌芽的

に見られる、サイバーネーションの統御のあり方について検討していく。 

 

第一款 情報システムの適切な管理を求める事案（住基ネット訴訟最高裁判決） 

1 事実の概要 

本件は、X らが、行政機関が住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」）

により X らの個人情報を収集、管理又は利用することは、憲法 13 条の保障する X らのプ

ライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものであるなどと主張して、X らの住民基本

台帳を保管する Y に対し、上記の人格権に基づく妨害排除請求として、住民基本台帳から

の X らの住民票コードの削除を求める事案である。この点につき、第一審（大阪地判平成

16 年 2 月 27 日）1226は、住民コード自体は、無作為に作成された数字であるから、住民コ

ードの数字そのものからは、氏名、住所、男女の別、生年月日等の個人情報が推知される

ものではない等、X らが、住民コードを割り振られたことにより、X らの人格権、あるいは

何らかの人格的利益が侵害されたとは認められないとした。 

 

2 大阪高判平成 18 年 11 月 30 日1227（控訴審） 

原審は、次のとおり判断して、被上告人らの上告人に対する住民票コードの削除請求を

認容した。 

自己の私的事柄に関する情報の取扱いについて自ら決定する利益（自己情報コントロー

ル権）は、人格権の一内容であるプライバシーの権利として、憲法 13 条によって保障され

ていると解すべきである。一般的には秘匿の必要性の高くない 4 情報や数字の羅列にすぎ

ない住民票コードについても、その取扱い方によっては、情報主体たる個人の合理的期待

に反してその私生活上の自由を脅かす危険を生ずることがあるから、本人確認情報は、い

ずれもプライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、自己情報コントロール権の

対象となる。 

本人確認情報の管理、利用等は、正当な行政目的の実現のために必要であり、かつ、そ

                                                   
1226 判時 1857 号 92 頁、判タ 1164 号 123 頁。 
1227 判時 1962 号 11 頁。 
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の実現手段として合理的である場合には、自己情報コントロール権の内在的制約又は公共

の福祉による制約により、原則として自己情報コントロール権を侵害するものではないが、

本人確認情報の漏えいや目的外利用などにより住民のプライバシーないし私生活上の平穏

が侵害される具体的な危険がある場合には，上記の実現手段としての合理性がなく、自己

情報コントロール権を侵害するものというべきである。 

現行法上、データマッチングは、本人確認情報の目的外利用に当たり、罰則をもって禁

止される。しかし、行政個人情報保護法は、行政機関の裁量により利用目的を変更して個

人情報を保有することを許容しており（同法 3 条 3 項）、この場合には本人確認情報の目的

外利用を制限する住基法 30 条の 34 に違反することにはならない。また、行政機関は、法

令に定める事務等の遂行に必要な限度で、かつ、相当の理由のあるときは、利用目的以外

の目的のために保有個人情報を利用し又は提供することができるから（行政個人情報保護

法 8 条 2 項 2 号、3 号）、住基法による目的外利用の制限は実効性を欠く。さらに、住民が

住基カードを使って行政サービスを受けた場合，その記録が行政機関のコンピュータに残

り、それらを住民票コードで名寄せすることが可能である。 

 これらのことを考慮すれば、行政機関において、個々の住民の多くのプライバシー情報

が住民票コードを付されて集積され、それがデータマッチングされ、本人の予期しないと

きに予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険が生じているという

ことができる。したがって、住基ネットは、その行政目的実現手段として合理性を有しな

いから、その運用に同意しない X らに対して住基ネットを運用することは、X らのプライ

バシー権ないし自己情報コントロール権を侵害するものである。 

 

3 最判平成 20 年 3 月 6 日1228（上告審） 

原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。 

「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（最高裁昭和 40 年

（あ）第 1187 号同 44 年 12 月 24 日大法廷判決・刑集 23 巻 12 号 1625 頁参照）。」 

「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

討するに、住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、氏名、生年月日、性

別及び住所から成る 4 情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。この

うち 4 情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定

されている個人識別情報であり、変更情報も、転入、転出等の異動事由、異動年月日及び

異動前の本人確認情報にとどまるもので、これらはいずれも、個人の内面に関わるような

秘匿性の高い情報とはいえない。これらの情報は、住基ネットが導入される以前から、住

民票の記載事項として、住民基本台帳を保管する各市町村において管理、利用等されると

                                                   
1228 民集 62 巻 3 号 655 頁。 



                                                                         

282 

 

ともに、法令に基づき必要に応じて他の行政機関等に提供され、その事務処理に利用され

てきたものである。そして、住民票コードは、住基ネットによる本人確認情報の管理、利

用等を目的として、都道府県知事が無作為に指定した数列の中から市町村長が一を選んで

各人に割り当てたものであるから、上記目的に利用される限りにおいては、その秘匿性の

程度は本人確認情報と異なるものではない。」 

「また、前記確定事実によれば、住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令

等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範

囲内で行われているものということができる。住基ネットのシステム上の欠陥等により外

部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はな

いこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい

等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情

報の保護に関する審議会を、指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置すること

として、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなど

に照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確

認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又

は公表される具体的な危険が生じているということもできない。」 

「そうすると、行政機関が住基ネットにより住民である X 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。」 

「以上と異なる見解に立って、X らの住民票コード削除請求を認容した原審の判断には、憲

法解釈の誤り及び結論に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤りがある。」 

 

4 若干の検討 

 この最高最判決の判断枠組みは、本稿の方向性と軌を一にするものであると評価するこ

とができる。本件で問題になっている住基ネットは地方自治体のデータベースであるため、

エツィオーニの言う高ボリューム、高センシティビティ、サイバーネーションの制限必須

の類型に当てはまるものであるということができるが、ここで求められるのは何よりもア

カウンタビリティを適切に施したサイバーネーションの制限と、データ漏えいの防止であ

った。 

 この点、最高裁判決は、①「住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にア

クセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと」、②「受



                                                                         

283 

 

領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒

処分又は刑罰をもって禁止されていること」、③「住基法は、都道府県に本人確認情報の保

護に関する審議会を、指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして、

本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていること」をあげ、「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」とする。このうち、②と③はまさにアカ

ウンタビリティによるサイバーネーションの制限であるといえる。そして、①は現に漏え

いの問題が発生していないことを意味する。このような場合、本法理論においてもプライ

バシーの侵害が発生していないという結論にいたることになろう。 

また、本判決が「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。」としている点も、重要で

ある。このことと前述の分析をあわせ理解するならば、まさにこの判決は一次的な収集に

ついては寛容に、二次的な情報の管理を厳密に検討しているのである。 

 

第二款 二次的利活用に対する配慮を求める事案（グーグル・ストリートビュー訴訟判決） 

1 事案の概要 

本件は、Y がインターネット上で提供する「ストリートビュー」と題するサービス（以下

「ストリートビュー」という）に関し、X のプライバシー侵害等を理由とする損害賠償請求

の可否が争われた事案である。 

 X は、X が居住していたアパートのベランダに干していた洗濯物（下着を含む）を、Y

に撮影され、ストリートビューの画像としてインターネット上で公表されたことにより、X

の既往症である強迫神経症及び知的障害が悪化した上、転居を余儀なくされたとして、撮

影行為及び公表行為によるプライバシー侵害等の不法行為による損害賠償請求権に基づき、

慰謝料や、通院費用・住居の転居費用の一部の支払いを求めた（以上のように X は、平成

22 年 10 月 13 日、福岡地方裁判所に対し、Y を被告として、ベランダに干してあった洗濯

物を盗撮されたことにより精神的苦痛を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償を求め

て訴えを提起したが、その後、Y は、本件画像の公開停止の措置を採っている）。 

 

2 福岡地判平成 23 年 3 月 16 日（第一審）請求棄却 

 以上の X の主張に対し、裁判所は以下のように判示した。 

「本件画像によれば、本件住居のベランダに洗濯物らしきものが掛けてあることは判別で

きるものの、それが何であるかは判別できないし、もとより、それがその居住者のもので

あろうことは推測できるものの、X 個人を特定するまでには至らない。」 

「そして、元来、当該位置にこれを掛けておけば、公道上を通行する者からは目視できる

ものであること、本件画像の解像度が目視の次元とは異なる特に高精細なものであるとい
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った事情もないことをも考慮すれば、Y が本件画像を撮影し、これをインターネット上で発

信することは、未だ X が受忍すべき限度の範囲内にとどまるというべきであり、X のプラ

イバシー権が侵害されたとはいうことができない。したがって、本件においては、不法行

為の要件である、権利又は法律上保護すべき利益の侵害が認められないというべきである。」 

 

3 福岡高判平成 24 年 7 月 13 日1229（第二審）請求棄却 

3.1 撮影行為の違法性 

「写真ないし画像の撮影行為については、被撮影者の承諾なく容ぼう・姿態が撮影される

場合には肖像権侵害として類型的に捉えられるが、さらに、容ぼう・姿態以外の私的事項

についても、その撮影行為により私生活上の平穏の利益が侵され、違法と評価されるもの

であれば、プライバシー侵害として不法行為を構成し、法的な救済の対象とされると解さ

れる。プライバシーを人格権の一つとして保護する趣旨は、人が私的な空間・時間におい

て、社会から解放されて自由な生活を営むという利益を法的に保護することであるが、容

ぼう・姿態以外であっても、人におよそ知られることが想定されていない私的な営みに関

する私的事項が、他人からみだりに撮影されることになれば、私生活において安心して行

動することができなくなり、実際に撮影された場合には、単に目視されるのとは異なり、

その私的事項に関する情報が写真・画像として残ることにより、他人が客観的にそれを認

識できる状況が半永続的に作出されてしまうのであり、そのために精神的苦痛を受けるこ

ともあり得る。そうであれば、容ぼう・姿態以外の私的事項に対する撮影も、プライバシ

ーを侵害する行為として、法的な保護の対象となる。ただし、写真や画像の撮影行為に対

する制約にも制限があり、当該撮影行為が違法となるか否かの判断においては、被撮影者

の私生活上の平穏の利益の侵害が、社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか

が判断基準とされるべきであると解される」。 

「本件居室のあるアパートの周囲は住宅が多く、アパート建物は公道から通路部分（通路

と駐車場と兼用している土地部分。）を経た奥の土地部分に建てられており、アパート建物

は公道に直接面してはいない。アパート建物の敷地と公道との間には、平屋建ての建物が

あり、その建物の一画に乗用車と植木があるため、本件画像の上では、平屋建ての建物等

がアパート建物を背にして比較的大きく見える。そして、本件居室は、アパート建物の 2

階にあるが、当該建物の中でも公道及び前記通路部分から奥の方に位置している」。 

「本件画像上には、本件居室のベランダが写っているが、画像全体の構成としては、手前

に平屋建ての建物等があり、その奥にアパート建物があり、本件居室はアパート建物の一

部として、撮影地点から相当離れたところに見えるにすぎず、ベランダの手すりに布様の

ものが掛けてあることは分かるが、それが具体的に何であるかは判別できない。ベランダ

の手すり以外のところに、物干しやハンガー等に吊られている洗濯物等もなく、ベランダ

                                                   
1229 本件の評釈として、長谷川俊明「本件判批」国際商事法務 43 巻 2 号 166 頁、島戸純「本

件判批」民事判例（日本評論社）10 号 98 頁、上机美穂「本件判批」判時 2259 号 138 頁。 
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全体を見ても下着が干してあることまでは分からない。本件画像には人物、表札や看板な

ど個人名やアパート名が分かるものは写っていない」。 

「以上に照らせば、本件画像は、本件居室やベランダの様子を特段に撮影対象としたもの

ではなく、公道から周囲全体を撮影した際に画像に写り込んだものであるところ、本件居

室のベランダは公道から奥にあり、画像全体に占めるベランダの画像の割合は小さく、そ

こに掛けられている物については判然としないのであるから、一般人を基準とした場合に

は、この画像を撮影されたことにより私生活の平穏が侵害されたとは認められないといわ

ざるを得ない。一般に公道において写真・画像を撮影する際には、周囲の様々な物が写っ

てしまうため、私的事項が写真・画像に写り込むことも十分あり得るところであるが、そ

のことも一定程度は社会的に容認されていると解される。本件の場合は、ベランダに掛け

られている物が具体的に何であるのか判然としないのであるから、たとえこれが下着であ

ったとしても、上記の事情に照らせば、本件に関しては被撮影者の受忍限度の範囲内であ

るといわなければならない。」 

 

3.2 公表行為の違法性 

「撮影された本件画像の公表行為の違法性については、その物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て判断すべきところ（最高裁平成 15 年 3 月 14 日第二

小法廷判決・民集 57 巻 3 号 229 頁参照）、前述のとおり、本件画像においてはベランダに

掛けられた物が何であるのか判然としないのであり、本件画像に不当に注意を向けさせる

ような方法で公表されたものではなく、公表された本件画像からは、X のプライバシーとし

ての権利又は法的に保護すべき利益の侵害があったとは認められない。したがって、その

他の事情を検討するまでもなく、本件公表行為についても不法行為は成立しない。」 

 

3.3 個人情報保護法違反について 

「さらに、X との関係に限定した場合であっても、そもそも、個人情報保護法上の個人情報

とは、特定の個人を識別することができるもの（同法 2 条 1 項）であり、本件画像には特

定の個人を識別することができるものはなく、インターネット検索で住所検索とストリー

トビューの画像が関連付けられるとしても、それだけでは X 個人を識別することはできな

いので、個人情報に該当しないと解される。そうであれば、個人情報を含む情報のデータ

ベースであるところの個人情報データベースや個人データにも該当しない。」 

 

3.4 プライバシー配慮義務違反について 

「さらに、X は、事業者が、プライバシー侵害の可能性を含む新規事業の展開に際して、プ

ライバシー侵害が生じないよう、一定の方策を行うなどの配慮義務があると主張し、これ

に違反した場合には不法行為が成立する旨主張するが、独自の見解であり、また、前記の

とおり、本件においてはプライバシー侵害が生じていないのであるから、X の主張は採用で



                                                                         

286 

 

きない。」 

 

4 若干の検討 

 この事案について本稿が着目すべきであると考えるのは、データの二次的利用の危険性

と、事業者に対するプライバシー配慮義務について、原告が主張した点である。また、グ

ーグル・ストリートビューの事業展開に際し、日本の地域社会が大きな反応を示したこと

が主張されていることも注目すべきである。 

 この問題を本理論の枠組みにあてはめて検討するならば、低ボリューム、高（？）セン

シティビティ、高サイバーネーションの事案であると言うことができるかもしれない。た

だ、実際問題としては写りこんでいるという洗濯物の写真があまり鮮明でないことから、

センシティブさはあまり高くないということになりそうではある。また、事業者側が原告

の居宅部分の画像にぼかしを入れていることからも、さらにそのセンシティブさは低下し

ていると考えなければならない。 

 そうすると、本件は低ボリューム、低センシティビティの事案であることになり、その

不法行為該当性はそこまで高くないということになろう。しかし、原告が主張しているよ

うに、地域社会によるサービスに対する反発が大きなうねりとなっていれば、あるいは原

告の居宅が写っていたという事実から、より強い保護の要請が導かれたかもしれない。 

 また、原告が主張する二次的利活用の危険性については、なるほどそのとおりかもしれ

ないが、問題とされるべきなのはむしろ本サービスと結合して複合的な情報の処理を実際

に行う事業者なのではないだろうか。本理論が禁止するセンシティブでない情報を利用し

たセンシティブな情報の特定行為とは、本件で言えば本サービスとその他のサービスとを

結合することによって、例えば原告の素性や思想信条などを明らかにする行為を差すので

あって、そのような行為を行った事業者に対して不法行為責任を追及するなら格別、本サ

ービスを提供する事業者に請求するものではなかろう。 

 そこで、本理論と本判決の結論は同じ方向性であるといえる。 

  

第三節 小括 

 以上、実際に新たな情報技術の扱いについて問題となった近時のいくつかの事案につい

て検討してきた。そこでは、第一に、情報システムの管理の適切性の問題について、法整

備やシステムの堅牢さを重視し、一次的な収集への同意不同意の問題ではないことを示す

住基ネット訴訟最高裁判決は、その論旨について賛否はあろうが、少なくとも本稿の方向

性からは妥当なものであるように思われる。また情報の二次的利用の危険性の問題が前面

にでたグーグル・ストリートビュー判決においては、事業者が既に一定の対応をしている

ことなどから、これも結論としては妥当であるということになるだろう。しかしこの判決

では、プライバシーに対する配慮義務を事業者に負わせることについて否定的であったこ

とは、不本意ではある。後述のようにこのようなシステムの問題をマンション紛争の延長
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線上の、まちづくり事案の新たな類型であると捉えれば、このような義務を一定程度要求

できることは、明らかであるように思われるからである。 

このように、本稿の提示する理論が少なくとも近時の事案については適合性を示してい

るということが明らかになったのではないだろうか。 

この点、情報分析の技術発展の急進性を鑑みるに、今後は単に情報システムの管理とい

う観点からではなく、より詳細に、本章で検討したような「人工知能等のプログラムによ

る情報分析の程度」というレベルにまで踏み込んで事業者の責任を検討する必要が生ずる

ことは多言を要すまい。 

 

第三章 「オープン」な IoT の進展とコミュニティのプライバシー 

第一節 グローバルな情報の利活用とコミュニティ 

2015 年現在、「インターネットとプライバシーの問題」と聞くと、多くの者がネット上の

曝露行為などを主たる侵害行為として思い浮かべることだろう。それもそのはず、1990 年

代に学術用コンピュータ・ネットワークがインターネットという名前で民間に開放された

後、ここ 20 年間の主な応用としては、人間と人間の間のコミュニケーションを補助するよ

うな研究、開発に力が注がれてきた。例えば電子メールやウェブサイトで多くの人が情報

を共有する仕組みや、SNS のような、多くの人が一対一や一対多数で意見交換をするシス

テムなどである。パソコン、そしてスマートフォンといったコンピュータやネットワーク

は、これまで人間のための情報処理や情報交換の道具として主に発達してきたのである。 

 しかし、これらの技術の応用は人間同士の交信に限らなくてもよいのではないかという

ことは、インターネットのプロトタイプの ARPANET の段階から言われ続けてきた。なぜ

なら、インターネットというシステムを成立させるために、そもそもノード（具体的には、

例えばルータ）という機械同士が人間間のコミュニケーションの有無にかかわらず交信し

ているからである。 

 ただ、人間間のコミュニケーションに使われる情報量の多さゆえに、必要とされる回線

速度の拡大が続いており、そこにさらに機械同士のリアルタイム交信が加わるとすると、

その総情報量は莫大なものとなる。そのような技術的な課題のせいもあり、つい最近まで

インターネットによる機械間の交信の積極利用は、実用的な話題にはならなかった。しか

し今や通信の速度面の課題は克服されつつあり、このような応用が現実的になろうとして

いる。 

 このようにインターネットの進歩によって、機械間交信の積極利用の実現が視野に入っ

てきたことで、昨今大きく注目されている研究開発分野が IoT である。 

 IoT とは、「モノのインターネット」、すなわち、「人間のコミュニケーションを助ける今

のインターネットとは違う、モノがネットワークにつながり連携すること」を表す標語で

ある1230。そのほかにも、これとほぼ同様のコンセプトが、ユビキタス・コンピューティン

                                                   
1230 坂村・前掲書注（2）12 頁〔坂村健〕。 
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グ（Ubiquitous Computing）、M2M（Machine to Machine）、CPS（Cyber-Physical Systems）

等といった、多くの異なる言葉で呼ばれてきた。それらに共通することは、「現実の世の中

にあるモノをネットワークにつなげ、それにより現実空間と仮想空間を密に連携させよう」

とする点である1231。 

 ある意味では、IoT はすでに実用化されている。例えば、GE 社のインダストリアル・イ

ンターネット構想では、GE 製の発電機やタービンの運転状況データを過去の故障事例のビ

ッグデータとつきあわせ、故障が発生する前の兆候を見つけるとしている1232。運用を最適

化し、燃料を節約するなど効率を向上させていくことで、試算によると 15 年間での効果は

1500 億ドルに上るかもしれないという。 

また、序論で述べた日本における「ICT 街づくり」や、第三部で検討したアメリカの「ス

マートシティ構想」等、IoT の技術が実際のまちづくりに応用されてきている。例えば、日

本の「ICT 街づくり」事業について、より敷衍するならば、以下のような事業がある。 

まず三鷹市は、株式会社まちづくり三鷹と提携し、〈要援護者の見守り・買い物支援、災

害時の情報通信・情報伝達制御〉に着目した「ICT 街づくり」を進めている。具体的には、

「要援護者の市外親族等が転居等する場合でも、最新住所を把握できるよう、共通 ID 導入

の検証」をし、「災害時の情報伝達基盤として駅前 WiFi を整備、災害情報の伝達手段の統

合制御、要援護者のデータベース化と、独居高齢者等の安否確認や買い物支援をシステム

で支援」することを目指している。つぎに、千葉県柏市は、株式会社三井不動産、株式会

社日本ヒューレット・パッカード、株式会社イーソリューションズ等とともに、〈医療・健

康、エネルギー〉をテーマとして、「住民の健康情報をリアルタイムで収集・管理・分析し

て疾病・介護予防につなげる健康管理システムの構築」、及び、「インターネットを通じて、

手軽に個人の健康データ、エネルギー消費データ、地域の行政情報等をみることができる

環境を実現」することを目指している。 

そして、長野県塩尻市は、信州大学、株式会社日本ソフトウェアエンジニアリングとと

もに、〈見守り・地域情報〉をテーマに、「見守り、鳥獣害、土石流、水位等の状況を把握

できるセンサーを設置し、携帯電話等で住民に情報提供するシステムを構築」し、「災害時

には、最適な避難経路の通知や被災者の安否確認に活用」することを目論む。さらに、愛

知県豊田市は、名古屋大学、岐阜大学、足助病院、株式会社メイテツコムとともに、〈医療・

健康、交通〉をテーマとして掲げ、「公共交通機関で利用できるカードに、既往症や投薬歴

等の医療データを統合。急病時にどこでも最適な医療サービスを受けることができるシス

テムを構築」することや、「CAN プローブ・システムから収集するプローブデータやツイ

ッター等のつぶやきデータを活用し、渋滞情報、通行規制、ミクロな渋滞・災害情報、高

齢者のまちの支障個所等を把握活用なシステムを構築」することを目指す。 

                                                   
1231 同上、13 頁。 
1232「インダストリアル・インターネット構想」のサイトとして、以下の URL を参照。

〈http://www.iiconsortium.org/〉（最終アクセス日 2015 年 12 月 15 日） 
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最後に、静岡県袋井市は、静岡県、慶應義塾大学、神奈川工科大学、株式会社大和コン

ピューターなどと提携し、〈農業・物流〉をテーマに、「地区名産品であるメロン等に電子

タグを貼付し、入出荷情報や配送情報を把握。加工・流通・犯罪情報等をデータベース化

して分析することにより、物流の最適化を実現」し、これを「災害時には避難所に確実に

支援物資を配送するシステムとして活用」することを目指している。 

 このように、実用化されつつあるように見える IoT だが、この状況について、日本にお

ける IoT 技術開発の草分け的存在である坂村健は、「これらは組織や場所や、応用で『閉じ

た IoT』であることに注意が必要だ」という1233。なぜなら、それに対して「『インターネッ

トが世の中を大きく変えた』のは、インターネットの基本哲学が『オープン』だったため

である」というのだ1234。ここにいう「オープン」とは、所与の公的ルールに従うことを条

件に、誰もが何にでも利用できるということである。 

 坂村によれば、インターネット的な「オープン」こそがこれからの IoT の課題であり、

前述の「閉じた IoT」を超えてインターネットのようになることが、「世の中を大きく変え

る」にあたり重要なポイントなのであるという1235。 

 例えば、東日本大震災では、ホンダがカーナビデータを吸い上げて集計し、グーグルと

協力してマップに反映した1236。それによってどの道が通れるかの実績情報がインターネッ

トで誰でも見ることができるようになり、援助にも復旧状態の把握にも有用だった。 

 この延長線で考えるなら、自動車から集めるビッグデータには、単なる交通状況ではな

い「道路の状況」が把握できるという大きな可能性があると、坂村は言う1237。なぜなら、

「多くの車がここで振動する。多くの車が特定の天気においてここで減速する」といった

データが得られれば、道路の状況についてより多くのことがわかる。そうすれば、それを

電光掲示板による注意喚起にフィードバックさせたり、道路の保守点検、予防修理、道路

設計の高度化にも活かすことができる。走っている自動車が道路状態のセンサーになるの

である。 

 これはまさに IoT だが、同時に「閉じた IoT」と「オープンな IoT」の境にある問題を浮

き彫りにする例でもあると坂村は指摘する1238。「技術的に十分可能でも、クローズな環境な

らいざしらず、それがオープンな社会で許されるかは制度の問題である」からである1239。

そこで、「個々の自動車の状況情報を集めることは社会に認められるか？」といった問題に

                                                   
1233 同上、18 頁。 
1234 同上。 
1235 同上、19 頁。 
1236 林信行・山路達也「東日本大震災と情報、インターネット、Google 進化した地図が

支援の道を切り開く」（2012 年 5 月 25 日） 

〈http://www.google.org/crisisresponse/kiroku311/chapter_12.html〉（最終アクセス 2015

年 12 月 15 日） 
1237 坂村・前掲書注（2）19 頁〔坂村〕。 
1238 同上、20 頁。 
1239 同上。 
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ついて、「『オープンな IoT』には」これを積極的に論拠づける「哲学が必要である」という

1240。 

 このように、情報通信技術の発展の結果、インターネット上のプライバシーの問題領域

は、これまでのコミュニケーション上の問題のみならず、あらゆるモノが情報を収集しそ

れが蓄積・分析されることによる侵害への対応も、喫緊の課題となっている。そしてより

具体的には、そのようなあらゆるモノが収集する莫大な情報をどのレベルで共有し、利用

するかということが、問題として急浮上してきているのである。 

 この点について、この技術を開発する坂村のように可能な限りオープンであることを志

向する者は多い。例えば、グローバルに展開する情報産業の企業は、その筆頭であると言

えるだろう。彼らは世界中のあらゆる地域の消費者の情報をどん欲に収集している。しか

し、一方で、第三部で検討したエツィオーニは、リベラル・コミュニタリアニズムの観点

から、公共の安全、公衆衛生にかかわる情報に関しては、個人の私的選択を不当に抑圧し

ない限りで積極的により広い範囲へ開示していくことを求めつつ、一方でコミュニティの

価値に裏打ちされたセンシティブな情報を特定しうるような情報については、グローバル

な市場による濫用を抑止することを主張したのである。 

このような彼の見解は、国家と個人を対置するリベラリズムのプライバシー理論と比べ

ると、結論において如実に差が生じてくる。なぜなら、このような場面でどのような範囲

に情報の拡散をとどめるかを考えると、リベラリズムの見解（の素朴な理解）では、個人、

国家の二段階、さらに広く見ても国家を超えたグローバルな流通と、併せて三段階の範囲

しかないことになり得るからだ。しかし一方のエツィオーニ等のコミュニタリアニズムの

見解によれば、個人と国家の間に様々な中間組織が選択肢として生じることになる。それ

ら中間組織に属する人々の情報を各中間組織のデータベースに統合して利活用しつつ、そ

の不要な拡散を抑止するということが、「閉じた IoT」と「オープンな IoT」の間のグラデ

ーションとして、あるいは存在してもよいのではないだろうか。 

 

第二節 相隣関係に関する規定の起草者意思、裁判例の検討 

以上のようなエツィオーニの見解を日本法へと応用する際に、本稿が手掛かりとして求

めたのが、むしろこれまでは古典的な規定とされており、あまり顧みられることのなかっ

た民法 235 条・236 条の相隣関係の規定及びその事例群なのである。 

 

第一款 起草者の理解 

 ここでは、相隣関係に関する規定の起草者である梅謙次郎の理解を検討することで、本

問題における解釈の方向性を定める手がかりとしたい。そこで以下では、まず 235 条と 236

条に関する梅の解説を――少々長いがそのまま引用することで――確認し、若干の検討を

加えたい。 

                                                   
1240 同上。 
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1 235 条及び 236 条に関する起草者意思 

梅はその著書で、235 条について、以下のように論じている。 

 

 

「本条ハ窓又ハ縁側ヲ設クルニ付キ必要ナル制限ヲ規定シタルモノナリ蓋シ窓及ヒ縁側ナ

ルモノハ他人ノ土地ヲ観望スヘキモノニシテ（他人ノ土地ヲ観望セサル窓ナキニ非スト雖

モ是レ本条ノ適用ヲ受クヘキモノニ非ス）其隣地ノ所有者ハ為メニ自己ノ地内ノ状況ヲ窺

視セラレ頗ル不愉快ヲ感スルコト多カルヘシ此ノ如クンハ其者ハ土地ノ所有権ヲ充分ニ行

使スルコトヲ得サルモノト謂ワサルコトヲ得ス是レ窓又ハ縁側ヲ設クルニ付キ相当ノ制限

ヲ規定スルノ已ムコトヲ得サル所以ナリ」1241。 

「然リト謂エトモ此制限タルヤ厳ニ失スルトキハ其窓又ハ縁側ヲ設ケント欲スル所有者ノ

権利ヲ害スルニ至ルヘシ故ニ立法者ハ雙方ノ利害ヲ較量シ最モ公平ナル程度ニ於テ其制限

ヲ設ケサルコトヲ得ス而シテ本条ニ於イテハ（第一）境界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ窓

又ハ縁側ヲ設クル場合二シテ（第二）隣地カ宅地ナル場合ニ限リ此ノ制限ヲ設ケタリ故ニ

隣地カ田畑、山林ナル場合ノ如キハ敢テ本条ヲ適用スヘキ限ニ在ラス（第三）右ニ二条件

ヲ具フル場合ト雖モ尚ホ絶対ニ窓又ハ縁側ヲ設クルコトヲ禁スルニ非ス唯此場合ニ於テハ

目隠ヲ附スルコトヲ要スルモノトシタルノミ而シテ其目隠ノ材料ハ法律ニ之ヲ規定セサル

カ故ニ慣習ニ従ヒ多クノ場合ニ於テハ唯木板ニテ窓又ハ縁側ノ前ヲ掩フヲ以テ足テリトス」

1242。 

 

また、236 条については、次のように論じている。 

 

 

「前二条ノ規定ハ立法者カ普通ノ事実ヲ参酌シテ最モ適当ト認ムル所ヲ定メタルモノナリ

ト雖モ是等ノ事ニ付イテハ往往一定ノ慣習アルヘキカ故ニ其慣習アル場合ニ於テハ法律ノ

力ヲ以テ強ヒテ之ヲ変更スルノ必要アルコトナシ乃チ本条ノ規定ニ依リ其慣習ニ従フヘキ

モノトス」1243。 

 

2 若干の検討 

以上のように梅は、自宅において近隣住民の不要な視線を感じることは、（プライバシー

権ではなく）所有権の十分な行使を妨げることであると考えていた。そのため、そのよう

                                                   
1241 梅謙二郎『訂正増補 民法要義巻之二 物権編（復刻版）』（有斐閣、1984、1911 年版

復刻）153-154 頁。 
1242 同上、154 頁。 
1243 同上、157-158 頁。 
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な視線を近隣住民に与えることがないよう、他人の土地を観望することになる窓や縁側を

設置する場合は、同時に目隠しを設置することを行為規範として求めているのである。 

 しかし、そのような規制が行き過ぎると逆に「視線を感じさせる側」の所有権を過度に

制限することとなる恐れがある。そこで、両者の権利を衡量して、土地の境界線の距離、

相接する土地がともに宅地であること、窓や縁側を設置してはいけないのではなく目隠し

を設置すればよいことを定め、その目隠しの材料については慣習に任せるとしているので

ある。 

また、236 条の規定については、慣習による一定の修正を認めている。この点、彼は 235

条の解説において、目隠しの材料について慣習によるべきである旨述べているが、236 条の

適用はこれに限られるべきであろうか。その答えは否であろう。実際、後の事例において

も、建物の距離が問題になってもいるからである。 

梅によって定められたこれらの規定は、現代社会においてもなお常にどこかで問題とな

っているような、現実の相隣関係において一定程度普遍的な事案に関する対応を規定して

いるものであるといえる。ただ、プライバシー保護という観点からすれば、所有権を根拠

としている点で古典的であり、かつ、住宅という物理的な空間の内部の保護を認めるに過

ぎない点で、サイバー時代のプライバシー理論の根拠とするには不十分の謗りは免れえな

いかもしれない。しかし、戦後林立するようになった集合住宅の構造それ自体が人びとの

プライバシー規範の形成に大きな影響を与えてきたとする見解1244や、住宅に限られない

様々な科学技術によって知らぬ間に人びとの自律が脅かされるかもしれないとする近時の

アーキテクチャ論を踏まえると、住宅のあり方という角度からプライバシーの問題につい

て検討するのは、むしろ今日的であると再評価することができる。また、「視線を感じさせ

る側」に一定の配慮義務を認めているといえる点も、今日においても応用可能な視点を提

供してくれるものであるといえよう。 

さらに、この場面において、梅が地域の慣習を重視している点にも着目すべきである。

梅が民法を起草した当初の日本は、幕藩体制を打開して明治維新を経、西洋に倣った中央

集権化を目指ざしていた。そのような観点から国家レベルでの法制定を進める中、なお考

慮すべき地域性というものがありうるのではないか、との配慮から、相隣関係については

このような規定が盛り込まれていたといえる。 

この点、情報通信技術が発達し、高度情報社会となった昨今では、新しい技術の導入の

結果、近代の中央集権国家の変質が不可避であるとの指摘が（序論でも述べたように）欧

米の研究者によってなされている。そしてそこで重要となるのが、コミュニティなのであ

る。このような観点からすれば、近時の「ICT 街づくり」のような事案においても、重視

                                                   
1244 この問題に関する山本理顕、松山巖、上野千鶴子の討論が収められているものとして、

山本理顕（編）『徹底討論 私たちが住みたい都市 身体 プライバシー 住宅 国家』（平

凡社、2006）61 頁以下。また、山本理顕のこの問題に関する近時の論考として、同『権力

の空間/空間の権力』（講談社選書メチエ、2015）。 



                                                                         

293 

 

されるべきは個人の観点というよりも、むしろ地域社会の動向なのではないだろうか。そ

してこのような観点を、236 条を援用することですくい上げることが可能なのではないだろ

うか。 

 

第二款 相隣関係に関する裁判例の若干の検討 

 本款では、プライバシーにまつわる相隣関係の問題を扱った裁判例を検討していく。ま

ず、235 条が問題となった事案を検討し、次に、235 条と 709 条が同時並行的に論じられ

ている事案を検討し、さらに、236 条が問題となっている事案を検討する。これらの検討を

行った後、235 条を離れ、709 条に基づいた上で、相隣関係の問題を扱っているいくつかの

裁判例を検討することにする。以上の各裁判例を検討することで、これまでの相隣関係の

紛争において日本の裁判所がどのような要素を重視していたかを見、そしてそれが今日の

新たな通信技術の導入に対する地域社会の応答の問題の手掛かりとなることを確認する。 

 

1 235 条に関する裁判例 

 235 条に関する裁判例のうち、京都地判昭和 42 年 12 月 5 日1245と東京地判平成 19 年 6

月 18 日1246が 235 条に定められる「観望すべき窓」について、これを観望の目的で設置し

たものと解するべきではなく、その窓から他人の宅地を観望することが可能であるような

ものであると解するべきであるとしている。また、特に後者は、ほとんど利用されていな

くても、窓に目隠しを設置する義務があるとしている。このことを敷衍するならば、今日

においても、情報通信技術の使用目的は問われず、現に覗き見うるような構造をしていれ

ば、プライバシーに配慮する必要性があることになり、何らかの対応をすべきであるとい

うことになるのではないだろうか。 

 名古屋地判昭和 54 年 10 月 15 日1247（第一審）、と名古屋高判昭和 56 年 6 月 16 日1248（控

訴審）は、当時建築様式として新しかったベランダが、（改正前の）条文にいう「縁側」に

含まれるかについて、これを含まれると判断したものである。このことは、技術の発達に

よるシステムの発展性（ここでは、土木技術の発展による、木造の低層住宅から鉄筋コン

クリートの中高層住宅への変化）を考慮していると評価することができる。ここから、235

条の規定及び裁判所によるその解釈は、社会の発展に無頓着であると言うわけではないと

いえる。 

 大阪地判昭和 55 年 11 月 17 日1249は、条文が対象を窓又は縁側に限定した趣旨を解釈し

ている。そこでは、「住居の一環として眺める視線は恒常的である」ため、特別の配慮が必

要となるとする。この事案ではマンションの通路部分からの視線は恒常的ではないとして、

                                                   
1245 判時 506 号 26 頁、判タ 215 号 108 頁。 
1246 判タ 1256 号 113 頁。 
1247 判時 952 号 105 頁、判タ 397 号 56 頁。 
1248 判時 1021 号 113 頁、判タ 448 号 105 頁。 
1249 判タ 440 号 135 頁。 
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住居でない部分からの視線に対して目隠しを設置する必要はないと判示したが、今日にお

いては、あらゆる情報通信技術の視線が恒常的であるといえる。それはもはや家の中にす

ら入り込んでしまっている。そのため、このことを重大視する必要がある。 

 東京地判平成 5 年 3 月 5 日1250、東京地判平成 19 年 4 月 27 日1251は、目隠しの設置のみ

ならず、損害賠償請求が問題となった事案である。このことにつき、前者では日常生活上

不便を感じたことは推認できるが、社会生活上受忍すべき限度を超えるものであったこと

を認めることができないとして、これを否定している。一方で後者では、現に（原告本人

ではないものの）入浴中の女性が写真を撮られるという事態が発生しており、損害賠償が

認められている。これらは、損害賠償請求の限界を画するものであると言える。 

 また、東京高判平成 5 年 5 月 31 日1252は、235 条は宅地間の問題について規定している

ものであるということから、事業者が個人に目隠し設置を請求することはできないとして

いる。これは、現代的な問題においても、事業者が消費者側に特殊な対応を求めることは

許されないとしているものであると敷衍することができるのではないだろうか。 

 

2 235 条及び 709 条に関する裁判例 

ここでは、単に 235 条に基づいて隣家に対して目隠しの設置を請求するのみならず、日

照侵害やプライバシー侵害を根拠に 709 条の不法行為責任をも追及する事案を取り扱う。

そのような事案としては、大阪地判昭和56年2月4日1253、横浜地判昭和57年4月22日1254、

東京地判昭和 61 年 5 月 27 日1255、京都地決昭和 61 年 11 月 13 日1256、東京地判平成 3 年 1

月 22 日1257がある。 

 これらの事案では、社会の技術の発展及び都市の人口の過密傾向とがあいまった結果、

アパートやマンションという中高層の集合住宅が建築されるようになり、そのゆえに、高

地からの観望の恐れと近隣住民宅の日照が争点となっている。このあたりから、この事案

類型は単なる近隣同士のプライバシーへの配慮の問題というよりも、集合住宅を建設する

事業者に対する請求の問題へとその性質を変容させていく。 

このことは、今日の情報通信技術の問題に対応する場合に、非常に重要な点である。の

ちに検討するように、この傾向は顕著となり、純粋な 709 条の問題として扱う事案におい

ても、諸判決が地域性を配慮した集合住宅の建築を事業者に求めるようになるからである。 

 

                                                   
1250 判タ 844 号 178 頁。 
1251 判時 1990 号 34 頁。 
1252 判時 1464 号 62 頁。 
1253 判タ 449 号 184 頁。 
1254 判時 1054 号 125 頁、判タ 481 号 91 頁。 
1255 判タ 626 号 154 頁。 
1256 判時 1239 号 89 頁。 
1257 判時 1399 号 61 頁。 
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3 236 条に関する裁判例 

大判昭和 11 年 8 月 10 日1258を見ると、236 条の「慣習ハ即チ経験則ノ一場合」であって、

ここに言う「経験則」とは、「或ル特定人ニ限リ私有スル知識」ではなく、「多少トモニ広

汎ナル或範囲ノ人々ニ知レ渡リタル抽象的事柄」であるとする。 

そして、裁判所がいかにしてこの慣習を特定するかについては、「如何ナル方法ニ依リテ

以テ其知識ヲ求ムルモ可」能であり、「個人」の意見あるいは「文献」を調べたり、あるい

は「専門家ニ質」問するのでもよい。さらには、「自ラ実地ニ就キテ調査」してもよい。ま

た、この特定においては、「民事訴訟法ニ所謂証拠トシテ規定セラレアル訴訟資料ニ」基づ

く必要はなく、「固ヨリ鑑定（即鑑定ノ結果）ニノミ局限セラルヘキ」道理は無い。ただ、

「鑑定人ノ意見若ハ推測」も、「其採ルヘキヲ採ルニ於テ」妨げはない。 

 大審院の慣習の理解において重要なのが、次のような判示である。 

「或地ノ慣習ナルモノ其地ニ原生シタルモノアルト共ニ他所ヨリ移リ来リシモノ亦有リ得

ヘシ」「若シ永年其地ニ行ハレシモノニ非サレハ以テ慣習ト為スニ足ラスト云ハハ到ル所ノ

新市街ニ於テ市街トシテノ慣習ハ即チ一モ之無キニ至ラムナリ」。このように大審院は、慣

習はある地域から他の地域へと伝播していくこともあるもので、刻一刻と時の流れととも

に変わっていくものであり、必ずしも「古き善き伝統」をさすものではないと考えている

といえる。 

 以上のような大審院の慣習に関する理解は、情報通信技術を応用した街づくりが活発化

しつつある今日においては、非常に重要な観点であるように思われる。なぜなら、何か新

奇な技術が地域社会に導入されるときには、えてして過敏反応が見られるものであり、し

かしこれは時とともにやがては収まり、その利便性や応用可能性から、人々はこれを積極

的に活用するようになる。これは後に検討するグーグル・ストリートビューの事案でもみ

られたものである。このような科学技術を導入する際に、あまりに伝統を重視しすぎると、

社会の発展可能性はない。重要なのは、地域社会が重んずる文化と、新たな科学技術の恩

恵を、いかに適合させるかということにある。 

 この点、東京地判昭和 60 年 10 月 30 日1259は目隠し設置の請求の妥当性について、居住

の先後関係を重視し、「相隣関係に基づく互譲の精神」からすると、「後で境界線に接近し

て建物を設置した者」は目隠し設置の請求はできないとしている。この互譲の精神という

ものも、以上のようなバランスを達成するためにときに求められ得るものであると言える

かもしれない。 

 

4 不法行為に基づく裁判例 

 以上のような 235 条や 236 条に関する事案と相前後して、709 条のみに基づいてプライ

バシー侵害や日照侵害を訴える事案が見られるようになる。そのような事案としては、千

                                                   
1258 新聞 4033 号 12 頁、評論 26 巻民訴 13 頁。 
1259 判時 1211 号 66 頁、判タ 593 号 111 頁。 
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葉地判昭和 47 年 1 月 26 日1260、仙台地決昭和 55 年 1 月 25 日1261、千葉地決昭和 62 年 2

月 7 日1262、東京地判平成 3 年 9 月 20 日1263、熊本地決平成 6 年 12 月 15 日1264が挙げられ

る。 

 これらの事案は、すべて、マンション開発に対して地域住民が反対したものである。ま

た、おおよそすべての事案において、地域性に関する主張・反証がなされ、裁判所がその

双方の主張を重視して結論を導いている点に特徴がある。 

 これは仙台地決昭和 55 年 1 月 25 日で顕著であるが、裁判所は、それまで培われてきた

プライバシーに配慮するようなまちづくりを重視し、「前記疎明の結果から X 土地近隣は個

人の居宅を主とする地域であることが認められ、こうした地域においては、住環境の保持

の観点から特に個人の住宅内におけるプライバシーが十分に保護されるべきである」とい

うのである。 

 この点、既述のように、一方で裁判所は時代に伴って変わり行く慣習というものも重視

しないわけではない。そのため、この事案では、事業者側から、むしろ当該地域が近時は

商業的な発展を重視し始めていることが反証としてあげられていたことも、重要である。 

このような地域性というものを、本稿で検討したような新たな問題に対しても積極的に

打ち出していく余地があるのではないだろうか。具体的には、ある街 A は地域の安全や公

衆衛生のための情報の提供を住民に求め、住民もこれに応じてきたが、その情報の管理を

行っていた会社がグローバルに展開する保険会社に買収されることになったため、地域住

民が情報の統合についてこれまでのまちづくりの方向性を根拠に反対運動をする、という

ような場面である。 

ここでは、グローバルな企業による情報の統合に対して、地域社会の住民が自らの情報

をセンシティブなものであるとして、囲い込むことの是非が問題となる。 

 

第四章 情報のサイバーネーションと自己決定 

第一節 実親子関係とプライバシー、自己決定 

 また、情報の利活用は、第二部で検討した監視社会論の論者のみならず、第三部で検討

したエツィオーニによっても、人びとの自己決定への悪影響が懸念されている。本章では、

科学技術の発展によって可能となった情報の利活用と、当事者のプライバシーないし自己

決定が鮮烈に対立してきた分野である、実親子関係に関する問題を検討することで、情報

のサイバーネーションと自己決定の衡量のあり方について考えてみたい。 

具体的には、民法 772 条により嫡出の推定を受ける子と母の夫との間に生物学上の父子

関係が認められないことが DNA 鑑定等の科学的証拠により明らかである等の事情がある

                                                   
1260 判時 664 号 64 頁。 
1261 判時 973 号 115 頁。 
1262 判時 1243 号 90 頁。 
1263 判時 1413 号 92 頁。 
1264 判時 1537 号 153 頁。 
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場合において嫡出推定が排除されるか、という問題について検討する。この点については、

かねてより学説において争われてきた1265。そしてそこでは同時に、当事者のプライバシー

にいかに配慮するかということが、大きな問題となっている。 

 この点、現代社会は、単に DNA 情報を正確かつ詳細に分析できるようになりつつあるの

みならず、DNA 情報それ自体や、DNA 鑑定を利用したという顧客情報を大規模に集積し、

利活用することで、医療技術の発展や新たな商業サービスの創出等、より一層の公共的利

益を享受せんとする段階に至っていることは、本稿の検討からも明らかだろう。しかし、

これまでの実親子法における議論では、科学技術の進歩の結果、生物学上の親子関係が明

らかになるようになったことを法がどう受け止めるかについては考慮されているものの、

当該鑑定によって得られた当事者の DNA 情報及び鑑定の利用に関する顧客情報が、情報通

信技術の発達の結果、どのように再利用されうるようになったか、そしてそれによってど

のような利益や問題が生じうるかについて意識した検討があまりなされていないように思

われることを、筆者は過去に指摘したことがある1266。 

 

第一款 ICT 街づくりと、企業による情報のサイバーネーション 

 このような観点から日本の「ICT 街づくり」の事業を見てみると、興味深い事例が目に

付くことが分かる。それは、前橋市の「ICT しるくプロジェクト」である。 

 

1 前橋市「ICT しるくプロジェクト」とは 

本プロジェクトは、次の三つの事業から成り立っている1267。妊婦から誕生を経て小学校

卒業までの乳幼児、児童の健康管理情報を一元管理する「母子健康ポータル」、小学校の児

童及び保護者を対象に学校からの諸連絡を携帯端末等で確認ができるほか、街中の駐車場

空き情報や市内一部主要バス路線を走るバスの位置情報を発信する「前橋マイページ」、そ

して前橋商工会議所が行う市民講座「まちなかキャンパス」において受講者専用のポータ

ルサイトを開設して、受講者の利便性向上と中心市街地の情報提供を図る「ICT まちなか

キャンパス」、以上の 3 事業である。 

 いずれも、ウェブ上にセキュリティの担保された個人のポータルサイトを用意し、行政

の分野ごとに管理されている市民の個人情報を一元的に集約し、本人のみがいつでもどこ

                                                   
1265 772 条の立法趣旨、戦前・戦後の判例及び下級審の流れ、学説の対立等を解説したもの

として、阿部徹「民法 772 条・774 条（嫡出推定・嫡出否認）」広中俊雄・星野英一（編）

『民法典の百年Ⅳ』（有斐閣、1998）53 頁以下、中川善之助・米倉明（編）『新版注釈民法

（23）親族（3）』（有斐閣、2001）148 頁以下〔高梨公之・高梨俊一〕等。 

1266 拙稿「民事判例研究――最判平成 26 年 7 月 17 日」北大法学論集 66 巻 1 号（2015 年）

113 頁。 

1267 特集 3・あなたが住む街からの情報発信への取り組み「ICT を活用した学びの場の創造

と健康を支える環境づくり（前橋 ICT しるくプロジェクト）（群馬県前橋市）」Future Vol. 

18（2015）44 頁。 
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でも簡単に情報を確認することのできる利便性の高いシステムを構築する1268。また、税と

社会保障の分野で開始が予定されているマイナンバー制度を視野に入れ、それぞれの事業

が横断的にデータ連携することでより高度な行政サービス提供につなげるものである1269。 

 このうち、本章の観点から重要なのが、「母子健康ポータル」である。これは、各年代や

分野ごとに散在する健康管理に関する情報を一元集約し、こうした情報をスマートフォン

からアクセスできるようにすることで、市民一人ひとりの健康を支える環境づくりにつな

げようとするものであるという1270。 

 

2 株式会社エムティーアイの事業展開 

この点、以上の前橋市による事業の、「母子健康ポータル」の実証事業にかかわったのが、

株式会社エムティーアイである1271。同社は、もともとは携帯電話の販売代理店として創業

された企業だが、携帯電話の普及が一段落すると、音楽配信事業等のモバイルコンテンツ

事業に主軸を移すようになった。そして本件 ICT 街づくり事業とかかわるコンテンツとし

てあげられるのが、アプリケーション「ルナルナ」である。これは端的に謂うと、保有す

るユーザのビッグデータを生かし、独自の排卵日・妊娠可能日の予測ロジックを導入した、

「生理日管理」のアプリケーションであり、同種のサービスの中で大きなシェアを誇るも

のである。 

同社は、前橋市「ICT しるくプロジェクト」において、スマートフォン・タブレット・

PC で利用できる母子健康情報サービスの提供を行い、「母子健康手帳や小中学校の成育記

録に記載のある情報の提供」、「マイナンバーカードとの連携による官民相互データの活用」、

「緊急時利用システムとの連携」などの実現に向けた、約 40 名の女性を対象とするモニタ

ー検証を行った1272。そこでは、同社が長年ヘルスケア分野で培ってきたノウハウを活かし

ている。 

この母子健康情報サービスの主な機能・特徴としては、「胎児や子どもの成長を記録・グ

ラフ化」、「予防接種の管理・リマインダー通知」、「子どもの健康情報管理、日記機能」、「健

康診断情報管理」があげられており、マイナンバーカードの利用を見越し、病院や小中学

校が保持する妊婦や子どもの健康診断データが、自治体を通じて自動的にマイページに記

                                                   
1268 同上。 
1269 同上。 
1270 同上、44-45 頁。 

1271 エムティーアイ information「『前橋市 ICT しるくプロジェクト』で、エムティーアイ

が実証事業を開始！～新たな健康管理ツールとして、マイナンバーカード連携の母子健康

情報サービスを提供～」（2015 年 2 月 2 日） 

〈http://www.mti.co.jp/wp-content/uploads/pdf/pr/2015/pr_20150202_1.pdf〉（最終アクセ

ス日 2015 年 12 月 20 日）。 

1272 同上。 
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録される予定であるという1273。 

 また、「情報提供機能」として、「各自の妊娠・子育て時期にあった知識や情報」や「市

区町村からのお知らせ」が提供される仕組みになっている。 

 さらに、「データ共有」として、「いざという時に、救急隊がサイト上に登録してある必

要な母子の健康情報を確認できる」ようにするための「緊急時利用システムとの連携」が

図られ、そのうえ、「わが子の成長記録や健康データを父親にも共有することで、男性の育

児参加を促すきっかけにも貢献」するために、「データを家族間で共有」も視野に入れられ

ているという1274。 

 この点、エムティーアイは単に女性の生理日の予測をするのみならず、近年は遺伝子研

究にまで手を伸ばしている。 

まず、エムティーアイが遺伝子解析事業拡大のために 2013 年 9 月に設立した 100％子会

社の株式会社エバージーンが、2014 年 4 月 4 日より、がん遺伝子解析サービス『ディア

ジーン』の提供を開始している1275。 

『ディアジーン』は、がんや生活習慣病、体質などに関係する遺伝子を解析し、スマート

フォンや PC などから Web を通じて結果をお知らせする、遺伝子解析サービスである。遺

伝的特徴から、どんな病気になりやすいタイプなのかという傾向とリスクが分かります。 

「胃がん」「肺がん」「食道がん」などを含む 8 種類のがん遺伝子解析キットを基本コース

とし、さらに基本コースに、生活習慣病や体質などを加えた計 27 種類の、がん＋生活習慣

病遺伝子解析キットも提供されている1276。 

そこでは、遺伝情報の取り扱いにあたっては、経済産業省が定める「経済産業分野のう

                                                   
1273 同上。 
1274 同上。 

1275 エムティーアイ information「エムティーアイの 100%子会社エバージーンが一般消費

者向けに 9,800 円で実施できる、がん遺伝子解析サービス『ディアジーン』をスタート」

（2014 年 4 月 4 日） 

〈http://www.mti.co.jp/wp-content/uploads/pdf/pr/2014/pr_20140404_1.pdf〉（最終アクセ

ス日 2015 年 12 月 20 日）。 

1276 より詳細な遺伝子解析項目は以下のとおりである（同上参照）。 

① がん遺伝子解析キット  

胃がん、肺がん、食道がん、大腸がん（直腸・結腸含む）、腎臓がん（腎がん） 、膀胱

がん、前立腺がん、上咽頭がん （計 8 種類） 

② がん＋生活習慣病遺伝子解析キット  

上記 8 種類のがんに加え、2 型糖尿病、心筋梗塞、ＬＤＬコレステロールレベル、骨粗

しょう症、加齢黄斑変性、脳梗塞、胆石、原発性胆汁性肝硬変、尿路結石症、痛風、速筋・

遅筋の発達、睡眠時間、アルコール、ニコチン、カフェイン代謝、カフェイン過敏症、ア

レルギー鼻炎・喘息、喘息、円形脱毛症（計 27 種類） 
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ち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報ガイドライン」をはじめ、各種ガイド

ラインや基準、法令を順守しているとの記述があるが、一方で、「予告なしで項目が変更さ

れる場合があります」とも記されている点には留意が必要であろう。 

また、2014 年暮れ、エムティーアイが運営する女性のための健康情報サイト『ルナルナ』

とエバージーンは、「医療法人社団 薬善会 つくば国際臨薬理クリニック」と、「女性固

有の疾患・症状・体質（味覚・食物アレルギーなど）」について、共同で遺伝子研究を開始

したことが明らかになった1277。そこでは、長年蓄積してきた『ルナルナ』のバイタルデー

タ（生体情報）などを組み合わせた研究を行うという。 

 さらに、2015 年になると、エバージーンは、「パーソナル・ゲノム・サービスの新時代を

切り開くため」として、長年国内外の研究機関に最先端の遺伝子解析技術を提供してきた

アフィメトリクス社（本社 米国）1278、およびタカラバイオ（株）1279と新たな協力体制を

確立し、事業の拡充を図っている1280。 

また上記の協力体制のもと、医師であり遺伝統計学の権威として数多くの研究をリード

してきたという鎌谷直之の監修による、新たな遺伝子解析サービス『DearGene(ディアジ

ーン) スターターキット』を販売している。 

さらにエバージーンは前述のように、エムティーアイの女性の健康情報サイト『ルナル

ナ』と、臨床研究を手掛ける、つくば国際臨床薬理クリニックと共同で、『ルナルナ』会員

を対象にした遺伝子研究を、2014 年 12 月より開始している。その研究では『ルナルナ』

会員に協力者を募ったところ、1 万人を超える応募があったという1281。 

ここでは、同クリニックの院長でもある鎌谷直之とともに、長年蓄積してきた『ルナル

ナ』のバイタルデータ（生体情報）などと組み合わせて研究を進め、新たな知見をパーソ

ナル・ゲノム・サービスに追加し、社会に還元することで、人々の健康増進に貢献してい

                                                   

1277 エムティーアイ information「～女性が健康で輝く社会、安心してママになれる社会の

実現へ～女性の健康情報サイト『ルナルナ』が遺伝子研究を開始」（2014 年 12 月 18 日） 

〈http://www.mti.co.jp/wp-content/uploads/pdf/pr/2014/pr_20141218_1.pdf〉（最終アクセ

ス日 2015 年 12 月 20 日）。 

1278 アフィメトリクス社は、1994 年に多数の遺伝子を同時に解析できる最初のマイクロア

レイの販売を開始した企業である。 

1279 タカラバイオ株式会社は、2000 年にアジア最大規模のゲノム解析センターを設立し、

最先端の研究をしている大学や企業から遺伝子解析を受託している企業である。現在は、

マイクロアレイやシーケンサーなど、最新の機器を用いて、年間数万検体を解析している。 

1280 「エムティーアイの 100%子会社エバージーンが、新体制でパーソナル・ゲノム事業を

展開 がん 10 種の遺伝子解析が実施できる『DearGene スターターキット』発売（2015 年

4 月 10 日）〈http://www.mti.co.jp/wp-content/uploads/pdf/pr/2015/pr_20150410_1_.pdf〉

（最終アクセス日 2015 年 12 月 20 日）。 

1281 同上。 
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くことが目論まれている。そして同社は将来的には、少子化問題、医療費の削減など、社

会問題への貢献も視野に入れサービスを提供することを目指しているという1282。 

以上のように、「ICT 街づくり」にかかわる民間企業が一方で、個人に関する多様な情報

をデジタルデータの形で包括的に収集しているという実態があるのも事実なのである。そ

こでは、排卵日・妊娠可能日の予測のために大勢の女性の生体データが大々的に収集・統

合・分析される一方で、100%子会社というほぼ同一主体と看做してよい企業によって、当

人やその家族の遺伝子情報や健康データなども収集・解析されている。これらの情報の利

活用が、情報主体に利益をもたらすことは間違いない。しかし他方で、その情報が漏えい

したり、悪用されたりすれば、大きな不利益になることも否定できないだろう。 

 そのような、遺伝子情報の悪用によって当事者に不利益となりうる事例として考えられ

るもののひとつが、DNA 鑑定と嫡出推定の排除の問題なのである。以下では、この論点が

争われた近時の最高裁判決を検討することで、情報のサイバーネーションと当事者の自己

決定の衡量のあり方を模索したい。 

 

第二節 血縁関係の有無と家族形成の自己決定に関する事案（最判平成 26 年 7 月 17 日） 

第一款 事実の概要 

1 札幌ケース（平成 24 年（受）第 1402 号） 

1.1 事案 

Y1男（上告人）と A1女は、平成 11 年、婚姻の届出をした。平成 20 年頃から、A1女は

B1 男と交際を始め、性的関係を持つようになった。しかし、Y1 男と A1 女は同居を続け、

夫婦の実態が失われることはなかった。 

平成 21 年、A1女は妊娠したことを知ったが、その子が B1男との間の子であると思って

いたことから、妊娠したことを Y1男に言わなかった。同年 A1女は、Y1男に黙って病院に

行き、X1（被上告人）を出産した。 

その後、Y1男は、入院中の A1女を探し出した。Y1男が A1女に対して X1が誰の子である

かを尋ねたところ、A1 女は、「2、3 回しか会ったことのない男の人」等と答えた。同月、

Y1男は、X1を Y1男と A1女の長女とする出生届を提出し、その後、X1を自らの子として監

護養育した。 

平成 22 年、Y1男と A1女は、X1の親権者を A1女と定めて協議離婚をした。A1女と X1

は、現在、B1男と共に生活している。 

X1側で私的に行った DNA 検査の結果によれば、B1男が X1の生物学上の父である確率は

99.999998％であるとされている。 

平成 23 年 6 月、A1女は、X1の法定代理人として、本件親子関係不存在確認の訴えを提

起した。 

 

                                                   
1282 同上。 
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2 大阪ケース（平成 25 年（受）第 233 号） 

2.1 事案 

Y2男（上告人）と A2女は、平成 16 年、婚姻の届出をした。平成 19 年から、Y2男は単

身赴任をしていたが、月に 2、3 回程度 A2女の居住する自宅に帰っていた。 

平成 19 年、A2女は B2男と知り合い、B2男と親密に交際するようになった。しかし、A2

女は、その頃も Y2男と共に旅行をする等し、Y2男と A2女の夫婦の実態が失われることは

なかった。 

平成 20 年、Y2男は、A2女から妊娠している旨の報告を受けた。 

平成 21 年、A2女は、X2（被上告人）を出産した。Y2男は、X2のために保育園の行事に

参加する等して、X2を監護養育していた。 

平成 23 年、Y2男は、A2女と B2男の交際を知った。同年、A2女は、X2を連れて自宅を

出て Y2男と別居し、その後は X2と共に、B2男及びその前妻との間の子 2 人と同居してい

る。X2は、B2男を「お父さん」と呼んで、順調に成長している。 

X2側で平成 23 年に私的に行った DNA 検査の結果によれば、B2男が X2の生物学上の父

である確率は 99.99％であるとされている。 

平成 23 年 12 月、A2女は、X2の法定代理人として、本件訴えを提起した。 

また、A2女は、Y2男に対し、平成 24 年 4 月頃に離婚調停を申し立てたが、同年 5 月に

不成立となり、同年 6 月に離婚訴訟を提起している。 

 

第二款 下級審の判決 

1.1 旭川家判平成 23 年 12 月 12 日（第一審） 請求認容 

①X1は、Y1男と A1女が婚姻中に懐胎した子であり、しかも、その当時 Y1男と A1女は同

居しており、夫婦としての実態が失われていたというような事情はうかがわれない一方で、

②A1女が、X1を懐胎した当時、Y1男と A1女との間には妊娠に至るような性交渉がないた

め X1が Y1男の子である可能性が低く、A1女は X1が Y1男の子でないと確信し、Y1男も X1

が自分の子であるか疑っていた。③さらに、DNA 鑑定の結果から A1女が交際していた B1

男が X1の父である可能性が極めて高いこと等に照らすと、X1と Y1男との間には、生物学

的観点からの親子関係は存在しないことは明らかである。④そのうえ、Y1男と A1女はすで

に離婚しており、現在、X1、A1女及び B1男は一緒に暮らしていて子供の養育環境の安定が

害されるとはいえない。以上からすると、本件で 772 条の嫡出推定を排除しても同制度の

趣旨に反するとまではいえない。 

 

1.2 札幌高判平成 24 年 3 月 29 日（控訴審） Y1男による控訴棄却、X1の請求認容 

本件では、①Y1 男と X1 との間の生物学上の親子関係の不存在が科学的証拠により客観

的かつ明白に証明されており、②Y1男と A1女は既に離婚して別居し、X1が親権者である

A1女の下で監護されているという事情が認められる。この点、民法が婚姻関係にある母の
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出産した子について父子関係を争うことを厳格に制限しようとした趣旨は、家庭内の秘密

や平穏を保護するとともに、平穏な家庭で養育を受けるべき子の利益が不当に害されるこ

とを防止することにあると解されるから、このような趣旨が損なわれないような特段の事

情が認められ、かつ、生物学上の親子関係の不存在が客観的に明らかな場合においては、

嫡出推定が排除されるべきである。 

 

2.1 大阪家判平成 24 年 4 月 10 日（第一審）X2の請求認容 

①長期在監の事実等、X2懐胎の頃 A2女と Y2男との間で Y2男が X2の生物学上の父であ

る蓋然性が否定されるような例示的・定型的事実が存したとはいい難い。②しかし、DNA

鑑定自体の外形的証明力及びこれによって導かれる今日の DNA 鑑定の信用力を併せ考慮

すると、X2 が Y2 男の生物学上の子でないことは明白である。③この点、不貞を行った A2

女とその相手である B2 男が、Y2 男の関与する余地のない DNA 鑑定の結果を突き付けて

X2 との親子関係を否定することが許されるかどうかという問題も存し、権利濫用的要素も

考慮に値するが、X2 に対してなお父として振る舞うことを Y2 男に強要するのは酷であり、

また、X2にとっても Y2男に父として振る舞われることは酷であると言わざるを得ない。 

以上より、DNA 鑑定は嫡出推定を覆す。 

 

2.2 大阪高判平成 24 年 11 月 2 日（控訴審） Y2男による控訴棄却、X2の請求認容 

①DNA 検査の結果によれば、X2が Y2男の生物学上の子でないことは明白である。②Y2

男も X2 の生物学上の父が B2 男であること自体について積極的に争っていない。③現在、

X2は、A2女と B2男に育てられ、順調に成長している。④本件訴えは X2の真実の親子関係

を確認するという X2の利益のためになされたものであり、その目的の重要性・公益性から

すると、権利濫用には当たらない。 

以上から、民法 772 条の嫡出推定が及ばない特段の事情がある。 

 

第三款 最判平成 26 年 7 月 17 日（上告審） 破棄自判 

「民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには、

夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、同訴えにつき 1 年の出訴期間を定め

たことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる

（最高裁昭和 54 年（オ）第 1331 号同 55 年 3 月 27 日第一小法廷判決・裁判集民事 129 号

353 頁、最高裁平成 8 年（オ）第 380 号同 12 年 3 月 14 日第三小法廷判決・裁判集民事 197

号 375 頁参照）。そして、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的

証拠により明らかであり、（※筆者注：以下、札幌ケースについて）夫と妻が既に離婚して

別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、（※筆者注：以

下、大阪ケースについて）子が、現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物

学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、（※筆者注：以下、双方の事案
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において）子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、

上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえ

ず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと

解するのが相当である（下線部判決文ママ）。このように解すると、法律上の父子関係が生

物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、同条及び 774 条から 778 条ま

での規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。」 

「もっとも、民法 772 条 2 項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎

すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住し

て、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場

合には、上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるか

ら、同法 774 条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子

との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である（最高裁昭和 43年（オ）

第 1184号同 44年 5月 29日第一小法廷判決・民集 23巻 6号 1064頁、最高裁平成 7年（オ）

第 2178 号同 10 年 8 月 31 日第二小法廷判決・裁判集民事 189 号 497 頁、前掲最高裁平成

12 年 3 月 14 日第三小法廷判決参照）。」 

「しかしながら、本件においては、A 女が X を懐胎した時期に上記のような事情があった

とは認められず、他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない1283。」 

  

なお、本判決には、櫻井龍子裁判官、山浦善樹裁判官の補足意見と、金築誠志裁判官、

白木勇裁判官の反対意見が付されている。 

 

第四款 若干の検討 

嫡出推定の排除に関する、これまでの下級審を含めた（本件最高裁判決を除く）裁判例

を整理すると、子から戸籍上の父に対する親子関係不存在確認の訴えは、当事者（父母）

間に法的父子関係の不存在に関する合意があったり、父子の双方が親子の交流を望んでい

なかったり、新たな父となる者が子の養育に参加していたりする等の事情もあったため、

おおよそ認容されてきたといえる1284。また、親子関係不存在を認めなかった事案も、子の

福祉を重視して、戸籍上の父や第三者からの親子関係不存在確認の請求を否定したもので

あった。 

                                                   
1283 最高裁第一小法廷は、本件各判決と同日、戸籍上の父が子に対して嫡出否認の訴えの出

訴期間の経過後に提起した親子関係不存在確認の訴えを却下すべきものとした原判決に対

して父側から提起された上告受理申し立て（平成 26 年（オ）第 226 号、民法 777 条の憲法

違反等をいうもの）について、これを不受理とし、上告を棄却している。 

1284 最判についてこれを指摘するものとして、前田陽一「民法 772 条をめぐる解釈論・立

法論に関する 2,3 の疑問」判タ 1301 号（2009）61 頁、62 頁の図表 2。下級審を含めた公

表裁判例においてこの傾向があることを指摘するものとして、二宮周平「子の福祉と嫡出

推定～外観説の射程」戸時 692 号 11 頁。 
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その一方で、家裁の実務では、いわゆる合意に相当する審判が最高裁と矛盾しない形で

運用されてきている。具体的には、父母の一方が親子関係不存在確認の訴えを申し立てた

場合、調停前置による家事調停において、父子関係不存在の合意、家事事件手続法 277 条

（旧：家事審判法 23 条）の審判をする旨の合意が成立すれば、事実上離婚や別居認定を緩

和し、審判において科学的認定を行い、親子関係不存在確認の審判を出して紛争を解決し

ているのである1285。 

このような状況のもとで、本件では、法律上の父子関係の維持を望んでいる戸籍上の父

に対して、子の側から親子関係不存在確認の請求がなされ、下級審ではその訴えは認めら

れたものの、最高裁はこれを認めなかった。そこでは、①夫と子との間に生物学上の父子

関係が認められないことが科学的証拠により明らかであることに加えて、②夫と妻が既に

離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があるか、②´子

が、現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長し

ているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなる

ものではなく、嫡出推定を覆すことはできないとされた。もっとも、民法 772 条 2 項所定

の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期に、夫婦間に性的関係

を持つ機会がなかったことが明らかである等の事情がある場合は別であるとして、従来の

最高裁判例が引用されている。 

この点、本件二つの事案は、子から父に対する親子関係不存在確認の請求であって、当

事者間に法的親子関係不存在の合意がなく、戸籍上の父が法律上の父子関係の維持を望ん

でいる事案である。 

このことと従来の家裁における合意に相当する審判の運用とを勘案すると、本判決は父

子間の法的親子関係不存在に関する法律上の父母の合意がない限り、DNA 鑑定の結果を訴

訟にて重視することはできないとした判示と読める。これは、本問題に関する訴訟におけ

る DNA 鑑定の利用について、当該情報主及び血縁者の同意ではなく、法律上の親の同意が

必要であることを明らかにしたものといえる。そして、そのような同意がない場合には、

DNA鑑定を実施しないよう事業者に要請するものであると理解することはできないだろう

か。 

このような場合に夫婦のプライバシーを守ることは、本問題における通説である外観説

1286にとってはある意味では至極当然のことではある。しかし、DNA 情報の利活用の問題

にとっては、父子鑑定において、情報主（子）個人及びその血縁者（血縁上の父、母）の

同意ではなく、子が現在帰属する法律上の家族（とくに戸籍上の父）の同意も求められる

ことを最高裁として明らかにしたものであると理解することができないか。この点、戸籍

                                                   
1285 詳しくは、岡部喜代子「いわゆる推定の及ばない嫡出子の手続き的側面」判タ 1301 号

（2009）47－48頁、澤井真一「実父子関係の成立を巡る実務上の諸問題」判タ 1301号（2009）

51 頁、大沼洋一「嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認請求訴訟」野田愛子他（編）『新家

族法実務体系 2』（新日本法規、2008）163－165 頁等参照。 
1286 我妻栄『親族法〈法律学全集〉』（有斐閣、1961）221 頁。 
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上の父の同意といっても、単なる恣意的な同意不同意の問題ではなく、親子関係不存在確

認の結果いかんによって、子との面接交渉、相続、扶養の問題といった、重大な利益がか

かわっているがゆえに同意が求められる点には、注意を要する。ここでは、戸籍上の父の

家族形成の自己決定が問題となっており、本判決はその保護を重視しているように思われ

る。 

 以上の判決は、本稿の観点からすると、妥当なものであると言えるであろうか。この点、

本判決が戸籍上の父親の「同意」を重視している点は、一見したところ本稿の立場からは

積極的に評価できないものであるようにも思われる。しかしこの事案は戸籍上の父親の個

人としての恣意的な意思を単純に重視したというよりも、生まれてきた子が自身の血縁上

の子供でないことを知りながらなお実の父親として家族を構築しようとした戸籍上の父親

と、それを必ずしも拒絶しなかった母親、そしてそのもとで育ってきた子、この三者によ

って構成される家族というコミュニティで培われた価値観を重視しているのではないだろ

うか1287。そこに構造化された戸籍上の父親にとって、ただ血縁が無いという一点の理由か

ら法律上の親子関係がなくなってしまうということが、その家族形成の自己決定を害しう

るものであるとして、本判決は嫡出推定の排除を認めなかったのである。 

 コミュニティの価値観から生ずる選好を重視する本理論の観点からすると、このような

場合に事業者に DNA 鑑定に関する「同意」を当事者（法律上の）家族に求めることは、必

ずしも個人の恣意的な意思を重視するものではなく、当事者家族が培うことを志した価値

観を重視するものであるため、妥当なものでありうるということになる。 

 しかしこのことは一方で、難問を提示している。なぜなら、本件の母親は戸籍上の父親

とすでに離婚しているか、あるいは離婚係争中であり、母親と子はすでに血縁上の父親等

と新たな家族を構築しているのである。よって、ここには古いコミュニティと新たなコミ

ュニティのどちらを優先するのか、という、一概に答えに行き着けない問題が存する。 

 ただ、ここで思い出されるべきは、第三部で検討したエツィオーニはコミュニティ間の

平等もできる限り慮るということである。これらの事案では全体として、かつての夫婦の

離婚は認めたうえで、戸籍上の父子間の法律上の親子関係は子の父に対する扶養義務等に

配慮して維持する、という方向性を採用している。このことは、その平等観からすると、

比較的穏当な解決の方向性であるように思われるのである。 

  

第五章 本稿のまとめ 

 以上、本稿はこれまで、情報の多角的利活用と個人のプライバシーの保護の問題につい

て、コミュニティの存在をより強く意識した立場から、アメリカの社会学者アミタイ・エ

ツィオーニの見解を参考にしつつ、検討してきた。ここでは最期に本稿の要約を行いたい。 

 かつてプライバシーの問題が法的に論じられるようになった頃、主たる侵害行為は報道

                                                   
1287 本判決にあらわれるこのような観点を評価した評釈として、拙稿・前掲注（1266）132

頁以下。 
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であり、その主体はマスコミであった。その後情報技術の発展と相まって、国家による国

民生活に対する積極的な介入がなされるようになり、必然的にわれわれに関する情報は否

がおうにも収集されるようになった。そしてその傾向はなお弱まることなく、昨今では更

に、より発達した情報通信技術を利用した私企業による情報分析が盛んになっている。 

そしてついには、人工知能を応用した複合的なシステムによる、「スマートシティ構想」

や「ICT 街づくり」なる産官共同の事業が世界各地で行われるようになっている。そこで

は、街全体はいうに及ばず、家の中ですら各種センサーが取り付けられ、そこから得られ

る情報の分析がなされるようになりつつある。そのため、もはや従来のような「公」や「私」

といった区別はなくなりつつあるのかもしれない。 

しかし一方で、情報分析による恩恵はわれわれにとっても非常に有益であることもあり、

単に古典的な私的領域を守るプライバシーの保護を訴えれば済むような状況ではない。わ

れわれは、情報の利活用によって得られる公益と、個人の情報に関する権益のバランスを

如何にとるかを検討しなければならない。これを考察するのが本稿の課題であった。 

 この課題に対し、本稿はまず、問題の捉え方を市場における事業者対消費者個々人の問

題ではなく、新たな技術の展開を目論む事業者と、それに応答する地域社会の問題である

と捉えなおすことから出発した。これは欧米の情報社会論者の見解に着想を得たものであ

る。彼等は情報通信技術の発展によって国家や社会の構造が変わるとき、コミュニティの

役割が重要となると主張したのであった。 

そこで本稿がその手がかりとしたのが、直截的に 709 条に依拠するのではなく、民法 235

条及び 236 条を参照することであった。これは相隣関係に関する規定であり、そこには、

①「プライバシー」やそれに類似する権利の保護を明示することなく、②事実上他人のプ

ライバシーを侵害する恐れがある行為を、③一定の取り決めによって事前に防止する行為

規範が定められている（具体的には、近所の住宅内を覗き込んでしまうような窓に目隠し

をつけなれければならないのである）。この③の一定の取り決めとは、すなわち、国家によ

る標準的判断基準の提示と、慣習によるその修正の認可という二段階の取り決めである。

民法はその当初より、地域社会のあり方に配慮したプライバシーの規定を用意していたの

である。これを参考にすると、われわれは地域社会に参入する事業者に対し、あるいは一

定の配慮義務を負わせられるのではないだろうか。 

しかしこれだけでは問題を解決する端緒とすらならない。なぜならこの規定は明治時代

のものであり、今日のような情報通信技術の登場を予定していないからである。そこで本

稿ではプライバシーに関する日本法上の議論を、民法に限らず憲法や基礎法、知的財産法

の分野にわたって検討し、プライバシー研究の到達点と課題を確認した。そこで明らかと

なったのは、本稿で検討対象とするような情報の多角的利活用の問題に包括的かつ具体的

レベルまで対応できる理論は、いまなお見られないということであった。それは今般なさ

れた個人情報保護法改正においても同様である。本改正法では情報の種別について以前よ

りも詳細なものとなったが、事業者の責任を具体的に定めるには至っておらず、なお不明
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確なのである。 

そこで本稿では、235 条・236 条を足がかりとしつつも、日本における研究の到達点と課

題に即応性のある、本問題に適合的なアプローチの手がかりを、日本同様情報通信技術の

発展著しいアメリカのある論者の主張に求めた。それがアミタイ・エツィオーニの見解で

ある。 

彼は 2000 年ごろから、アメリカの優勢なプライバシー学説や一般的なプライバシー意識

が個人の権利保護に傾きすぎているとし、公共の安全や公衆衛生といった共通善に配慮し

たうえでプライバシー保護を論ずるべきであると主張してきた。 

 総論的には、彼はプライバシーの権利について、アメリカの憲法判例を参照しつつ、「詮

索の免除に関する社会的認可を受けた領域」としての「プライバシー」と、「規制の撤廃、

学校の選択、生殖に関する選択」等の「私的選択」とに分類する。そして、前者の過剰な

保護を抑制して情報の利活用をし、共通善を達成する一方で、後者の不当な抑圧は回避す

ることを主張する。 

 また、昨今の情報通信技術の加速度的発達にあわせて、彼の理論はより精緻なものにな

っていく。彼は上に述べた「詮索の免除に関する社会的認可を受けた領域」としての「プ

ライバシー」を以下の要素に分節し、その保護の方向性を具体化しているのである。すな

わち、「情報のセンシティブさ」、「ボリューム」、「サイバーネーション（人工知能による情

報処理）の程度」という三要件である。この三要素の複合的な考察によって、プライバシ

ーが保護されるかどうかが決まるのである。 

この点、これらのうち、彼が最も重視するのがサイバーネーションという要件である。

より具体的には、彼は情報システムの管理について過度のサイバーネーションを抑制する

ことを求め、あわせて、サイバーネーションを悪用してセンシティブでない情報からセン

シティブな情報を特定することを禁止すべきであると主張している。 

この二つの主張は、日本の個人情報保護法制及び不法行為法上のプライバシー保護、と

くに個人情報保護法上の「安全管理措置」、「利用目的制限」の解釈について、示唆を有し

ているということができよう。さらに本稿の観点からすると、この情報のセンシティブさ

の理解について、彼がコミュニティの価値観を重視していることが重要である。 

 以上のエツィオーニの見解を参考に、本稿では日本法におけるサイバー時代に即した解

決の方向性について、若干の裁判例の検討もふまえつつ、以下の類型について試みた。す

なわち、情報システムの発達とサイバーネーションの統御の問題、「オープン」な IoT の進

展とプライバシーの問題、情報のサイバーネーションと家族形成に関する自己決定の問題、

以上三つの課題である。 

 まず、第一の課題では、昨今の情報の利活用の場面では、情報処理作業それ自体は飛躍

的に発達しはじめた人工知能技術に担われつつあることに鑑み、当該技術の特性を明らか

にした。そこから、人工知能による情報処理の過程はブラックボックス化しがちであるた

め、場合によっては事後的救済によらざるを得ない局面もあろうこと、しかし、（最新のそ
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れを含めた）人工知能の性質上、情報処理の最初の方向付けは人間が行う形式になってい

るため、その局面における行為の帰責性を問うことが、規制のひとつのあり方であること

を述べた。これは、プライバシーを情報のシステムと捉える方向性に、新たな知見を加え

るものといえよう。 

 つぎに、第二の課題では、情報の多角的利活用の場面においては、個人の利益よりも公

共的な利益を重視して積極的に情報を開示させる要請があり、そのことには規範的に妥当

性もある一方で、「ICT 街づくり」を含む「IoT」の経済的技術的要請として、よりグロー

バルで包括的な情報収集・統合・分析の進展を過度に志向するきらいがあるため、他方で

その情報の拡散を、より低次元のコミュニティレベルに留めることがときに求められるこ

とを示した。これは、プライバシーの公共的利益としての保護の一態様であるといえよう。 

 最後に、第三の課題では、情報の多角的利活用による公益の享受の一方で、あるいは個

人の自己決定がないがしろにされる可能性のある場面のひとつとして、DNA 鑑定と嫡出推

定の排除の問題を検討した。具体的には、DNA 鑑定を根拠とした、子から父に対する親子

関係不存在確認の請求であって、当事者間に法的親子関係不存在の合意がなく、戸籍上の

父が法律上の父子関係の維持を望んでいる事案に関する最高裁判決について検討した。本

判決は、生まれてきた子が自身の血縁上の子供でないことを知りながらなお実の父親とし

て家族を構築しようとした戸籍上の父親と、それを必ずしも拒絶しなかった母親、そして

そのもとで育ってきた子、この三者によって構成される家族というコミュニティで培われ

た価値観に構造化された当の父親にとって、ただ血縁が無いという一点の理由から法律上

の親子関係がなくなってしまうということが、その家族形成の自己決定を害しうるもので

あるとして、嫡出推定の排除を認めなかったと理解できる。このことは、コミュニティの

価値観を重視する観点からは、妥当なものであると評価できよう。 

 以上のようなプライバシーないし自己決定の保護のあり方は、情報の利活用の場面に限

定して言えば、一定の公共の利益に十分配慮しつつ、なお個人の権益をなおざりにはしな

い、一つの方向性を示しているものであるといえよう。 

 

第六章 課題と展望 

以上、本稿では、サイバー時代におけるプライバシー保護の問題を検討してきた。ここ

では、本稿で検討することのできなかった問題について、課題と展望として触れておきた

い。 

第一に、本稿はあくまで情報の利活用に関する先端的な問題に限って、サイバー時代に

おけるプライバシーのあり方について検討したものであった。そのため、匿名掲示板や SNS

等のインターネット上の新たな表現行為に関する問題について適切な理論を構築すること

は対応が全くの空白となっており、これを検討することが今後の課題の一つである。この

ことと関連して、やはり名誉概念と本稿に言うプライバシー概念の緻密な整理は避けて通
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れないだろう1288。 

ただこの点、昨今の人工知能の発展はすさまじく、ニュース記事を書くことができるプ

ログラムも開発されるに至っている1289。このことを踏まえるなら、サイバーネーションと

いう要件を重視する本理論が、表現行為にも自ずと適合的になる社会がやがて訪れるかも

しれない。座して待つわけではないが、そのことを念頭に置いた理論の構築が求められて

いることも確かだろう。 

このこととあわせて、第二に、人工知能にまつわる法的問題という観点から整理すると、

本稿はそのごく一部を扱ったに過ぎない。序論でも触れたように、人工知能は自動車の自

動運転への応用が試みられているし、この技術を社会（とくに法）がどう受け止めるべき

かに関する議論も行われている1290。また、今日の金融取引では、人工知能による取引が主

流になりつつある1291。そのため、株価等の乱高下について、人工知能との関係を法的に検

討する必要性も、あるいはあるかもしれない。そのほかにも「人工知能と法」という観点

から検討すべき領域は多く存在し、また新たに生じていくことだろう。 

第三に、本稿はコミュニティとのかかわりからプライバシーを捉えなおすことを主たる

試みとしながら、その検討は地域社会や家族に関する問題のごく一部を拾い上げたに過ぎ

ず、具体性、細密性を欠いていたことは否めない。人工知能による情報処理という要素が

如実に現れている実際の争訟が現状では必ずしも多くないという制約によることも大きい

が、エツィオーニがコミュニティを具体的に捉え、その方向性を本稿が積極的に評価する

以上、現実のコミュニティに拠って立った上で本問題に適合的な理論を構築していかなけ

                                                   
1288 日本不法行為法において保護されてきた名誉概念の形成過程を詳細に検討しつつ、ドイ

ツでなされている議論と比較することで、不法行為法上の保護法益の一つとしての名誉の

解釈論を提示する近時の論考として、建部雅『不法行為法における名誉概念の変遷』（有斐

閣、2014）。 
1289 バスケットボールの試合の解説や企業の決算を伝える記事を人工知能が書いているこ

とを報道するものとして、テレビ報道番組：クローズアップ現代「人間は不要に？ “人

工知能社会”の行方」（2015 年 3 月 3 日放送分）。その番組内容を記したサイトとして、以

下の URL 参照。 

〈http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3625_all.html〉（最終アクセス 2015 年 12

月 21 日） 
1290 例えば松尾は、以下のように語る。「人工知能の場合は、価値基準を人間が与えると、

それに対して最適なふるまいを学習することができるので、事故を減らすというふうな目

的を与えることはできますね。ところが事故を減らすっていったときに、それは事故の件

数なのか、それとも死亡者の数なのか、あるいは重傷者と軽傷者っていうふうに、どうい

うふうに重みをつければいいのか、こういうあたりも従来は議論されてこなかったことな

んですけれども、人工知能が社会に入っていくうえでは、十分に議論して、社会全体でコ

ンセンサスを取っていかないといけない部分かなというふうに思います。」（松尾・同上の

番組での発言）。 
1291 金融業界における人工知能の利用の実態について触れるものとして、柏木亮二「金融

IT フォーカス：金融領域での人工知能の活用」（2015 年 11 月号） 

〈http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2015/11/201511_06.html〉

（最終アクセス 2015 年 12 月 23 日）。 
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ればならないだろう。 

 第四に、本稿では情報の多角的利活用の場面におけるプライバシー侵害の効果論を中心

的論題として扱うことができなかった。このことも、詳細に検討すべき課題として残され

ているというべきであろう。 

 最後に、いわゆるデジタル・ネイティブ論が示しているように、新たな情報通信技術に

幼い頃から接している世代と、そうでない世代との間には、情報通信技術の利用の仕方に

有意な差があらわれることが明らかとなっている1292。このことは、アーキテクチャ論をも

ふまえると、「ICT 街づくり」のような再開発の事案でも、同様に起こりうることであるよ

うに思われる。この想定を前提とすると、情報通信技術を応用した再開発の進度や程度の

地域差によって、われわれのプライバシー意識に――「都市」と「田舎」といった分類よ

りも多様且つ多彩なかたちで――明確な差が今後生じていくかもしれない。コミュニティ

の価値を重視する方向性からすると、この地域差の実証研究も、あるいは「ICT 街づくり」

の進展具合によっては求められることになるかもしれない。 

 以上の各点について、次の機会を期したい。 

 

 

                                      

                                                   
1292 デジタル・ネイティブについて扱っているものとして、木下晃伸『デジタルネイティブ

の時代 2000 万人があなたの味方になる、新ネット戦略とは？』（東洋経済新報社、2009）、

橋元良明ほか『ネオ・デジタルネイティブの誕生 日本独自の進化を遂げるネット世代』（ダ

イヤモンド社、2010）、木村忠正 『デジタルネイティブの時代 なぜメールをせずに「つぶ

やく」のか』（平凡社、2012）等。 


