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‘Bordered Internet’
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Directive 95/46/EC（EUデータ保護指令）

個人情報保護の国際的水準

‣ 構成国に対しデータ保護立法
化を義務付け

‣ 欧州データ保護水準の均質化

‣ 第三国移転に対する制約
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情報化社会とプライバシー／個人情報保護
情報化社会の進展する我が国において、自己情報コントロール権説はプライバシーの権利の通
説とされ、その後の個人情報保護の諸制度においても理論的背景を支えてきた

自己情報コントロール権

個人情報保護

情報化社会

‣ 個人情報保護法
‣ 行政機関個人情報保護法
‣ 独立行政法人等個人情報保護法
‣ 各地の個人情報保護条例
‣ 産業分野別ガイドライン
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個人情報保護の諸制度



自己情報コントロール権
(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やその性質を選択できる権利

自律に関わる度合い

高

低

固有情報

外延情報

個人の尊厳

人間の基本的関係

愛

友情 信頼

「道徳の原理」

「幸福追求権」
プライバシー権
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自己情報コントロール権の理論的背景

全体主義への警戒
プライバシーの現代的意義
孤独への権利の積極的評価
私的領域の尊重

自由放任から積極国家へ

公私領域の融合

情報通信技術の発展
監視の常態化および全領域化
大衆の不安

近代立憲主義の前提の喪失
（公権力 vs 私人の対立構造）

自己情報コントロール権 自己決定権

（行政の）裁量に対するコントロールを強化するというアプローチ
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自己情報コントロール権のイメージ

私的領域 公的領域

個人 X

自己情報に対する
コントロールの喪失
＝プライバシー侵害

情報



自己情報コントロール権説の限界（１）
プライバシーの権利の内実は、未だ定説はないというのが実態であり、
自己情報コントロール権説は実定法の基となりうるだけの具体性を明らかにできていない

プライバシーの定義の諸説

‣ 伝統的「放っておいてもらう権利」説
‣ 社会的評価からの自由説
‣ 多様な自己イメージを形成する自由説

D.Solove 「プライバシーに統一的概念は存在しない」

我が国判例上の位置付けも多様

‣ 「宴のあと」事件：伝統的「放っておいてもらう権利」
‣ 住基ネット事件：行政機関にみだりに情報収集・解析されない権利
‣ 下級審（東京地判平18.3.31）自己情報コントロール権を明確に否定
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自己情報コントロール権説の限界（２）

「自己情報コントロール」概念自体が未だ定まっておらず、混乱を生じせしめている

「自己情報」とは？「コントロール」とは？
定義付けが曖昧であり様々な解釈が乱立している

信用情報は？遺伝情報は？
住所は？生年月日は？
個人を識別可能な情報とは？

所有権？知的財産権？利用権？
管理とは？情報の所有とは？

本来解決すべき問題状況から乖離
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自己情報コントロール権説の限界（３）
情報化社会の進展に伴い、個人情報の利活用へのニーズは高まり続けているが、
自己情報コントロール権説は個人情報利活用のための枠組みを提示することができない

A 個人＝情報主体

X 事業者＝収集/利用主体

A A A A

包括的・一般的な利用許諾 個別的な自己情報コントロール権の束
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A (1)画像を投稿 (Public)

B

(2)画像にタグ付け
　「この人はCさんです」

‣ このケースで自己情報とは何か？
‣ 画像データ、タグデータの帰属は？
‣ 顔画像解析データの帰属は？
‣ 検索閲覧履歴データは自己情報か？

プライバシーポリシー

利用規約

C

！

‣ Cさんは自己情報コントロール権に
基づき、何らかの請求が可能か？
‣ 包括的一般的な事前の同意により請
求権は制約されるのか？
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‣ A,B,Cが異なる国の利用者である場合
どの国の制度が適用されるのか？
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再掲：自己情報コントロール権のイメージ

私的領域 公的領域

個人 X

自己情報に対する
コントロールの喪失
＝プライバシー侵害

情報
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個人によるコントロール可能性の喪失

個人

個人

個人

不確定領域

公的領域私的領域

帰属が明らかでない
不確定な領域からの

情報収集

複数の個人に関する
情報収集



個人 個人 個人

行政機関

不当な収集に
対する抵抗

不当な利用に
対する監視

伝統的プライバシーと情報プライバシー

私企業
（主にマスメディア）

一般大衆

不正な収集に
対する救済

不正な公表に
対する救済
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現在の情報社会

個人 個人 個人

行政機関

私企業

一般大衆

私企業

私企業

行政機関

個人による情報発信

企業の多様・多層化
行政機関の連携

官民の連携

情報収集の多様化
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個人情報保護の位置付け

　新しい情報化社会の個人情報保護は何を基盤としているのか？
　　- 自己情報コントロール権は否定しえても、個人情報保護は必要
　　　- 一般的な個人情報保護に対する期待は法的保護に値する
　　　- 国際的調和を図る必要性がある

　少なくともサイバー空間では、消費者の保護と
権力による監視からの自由が基盤となるのではないか

個人情報保護 当事者間の公平
監視からの自由



Europe vs. Facebook

http://europe-v-facebook.org/EN/en.html

欧州の利用者がFacebook Ireland Ltd.に対し抗議活動

同社所在地であるアイルランドICOに対し働きかけ
ICOは調査を開始する旨を回答（2011年8月）

愛Data Protection ActおよびEUデータ保護指令違反の疑い
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http://europe-v-facebook.org/EN/en.html
http://europe-v-facebook.org/EN/en.html


 1. Pokes  12. Data Security

 2. Shadow Profile  13. Applications

 3. Tagging  14. Deleted Friends

 4. Synchronizing  15. Excessive processing of Data

 5. Deleted Postings  16. Opt-Out

 6. Postings on other Pages  17. Like Button

 7. Messages  18. Obligations as Processor

 8. Privacy Policy and Consent  19. Picture Privacy Settings

 9. Face Recognition  20. Deleted Pictures

 10. Access Request  21. Groups

 11. Deleted Tags  22. New Policies

22個の具体的問題点を指摘

18



透明性 Facebook Ireland社の役割が不明確
プライバシーポリシーが複雑で曖昧

Opt-In
Facebookは多機能であり更新も頻繁
そのため現行のOpt-Out方式では
利用者が正確に予測できず不公正

自己決定
写真へのタグ付けやコメントの開示など、

他人による情報開示が容易であり
さらに利用者には対抗手段がない

データ最小化
検索履歴、削除済データ、Chat、Like等の
あらゆるデータを収集・保管しており、
それらの利用目的を明らかにしていない

違法性が疑われる（とされる）点
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透明性 消費者保護

Opt-In 消費者保護

自己決定 消費者保護

データ最小化 監視からの自由

違法性が疑われる（とされる）点
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EUデータ保護指令
25条：個人情報の越境について、移転先の第三国が
十分なレベルの保護を確保していることを求める

29条に基づく作業部会が十分性を評価
 →評価結果に基づき欧州委員会が十分性を認定する

日本：十分性を充たしていないと評価されている

26条に定める例外規定の適用が求められる
　- 情報取扱主体による独自の追加的保護措置の実施を証明
　- 欧州委員会が定める標準契約書に基づき個人情報を取り扱う

個人情報保護の国際的調和

21



日本が同指令の十分性の認定を受けるために必要な措置

(1) 個人による開示請求権
　現在の個人情報保護法は情報開示を事業主体の義務としてのみ規定

(2) 自動的意思決定の禁止
　　自動的に収集・処理された情報のみにより本人に不利な決定をしては
　　ならないという原則

(3) 監督機関の設置

(4) 保護の不十分な第三国への提供の禁止

個人情報保護の国際的調和
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EU域内のデータ保護を巡る相克
基本的概念の不統一

立法状況の相違

「データ」とは？

「情報主体」とは？

「Controller」とは？

「Processor」とは？

ドイツ、デンマーク、ギリシャではデータ保護を憲法上の権利として規定
する一方、他の構成国では憲法上の位置付けが不明確

明文上、EUデータ保護指令に基づく情報流通の自由を認めているのは、
一国（オーストリア）のみ
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クラウドコンピューティング

仮想
領域

個人

仮想
領域

個人

仮想
領域

個人

マルチテナント Big Data

大容量データを扱うための技術

Atomic(原子性)
Consistent(一貫性)

Isolated(独立性)
Durable(永続性)

Basically Available（基本的に利用可能）
Soft-state（柔らかい状態）

Eventual consistency （最終的な一貫性）
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クラウドに対する監視
Microsoft UK社のGordon Frazer氏は、同社が欧州向けに提供するクラウドサービスに対する
米国 Patriot Act の適用に関して、以下のように発言し物議をかもした

“Microsoft cannot provide those guarantees. 
Neither can any other company“

（欧州の利用者は、Patriot Actに基づく米国政府による
　情報開示請求やデータ押収に対抗できるのか？という質問に）
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データ構造からロジックへ
大規模化するデータを取扱うための技術として登場した Big Data は、従来から存在した技術で
あるが、その役割および重要性が拡大している

‣ トランザクションの変化：ACIDからBASEへ
‣ データの大規模化：常時更新され、蓄積される一方

データそのものよりも、検索ロジック／条件が重要

検索結果に「ゆらぎ」が生じる可能性がある
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クラウドとプライバシー／個人情報保護

　　◆ 仮想化技術によって支えられるマルチテナント空間に対しては、
　　　容易に国家権力が介入しうる
　　◆ データ構造やデータ自体に加え、アクセスにおけるロジックや条件が
　　　検索結果に影響を与えうる

　静的なデータ構造に対する匿名化や暗号化だけではデータ保護は不十分

　　個人に由来する権利だけでは十分な保護ができない
　　　国家権力による監視への抵抗は、個人とデータのみを出発点としては
　　　導きだすことが難しいのではないか



28

パーソナライゼーション
携帯情報端末の高機能化と爆発的普及により、パーソナライゼーションが進行しているが、
その内容は従来の受動的なものから能動的なものへと変化している

Recommendation
受動的パーソナライゼーション

Cloud Computing & Ubiquitous
能動的パーソナライゼーション

個人

個人情報を
提供・収集

加工済情報
提供

Controller / Processor 

個人情報を
提供・収集

自ら
情報発信

自ら加工・同期

個人
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情報社会における私的領域の強化
能動的パーソナライゼーションの発展によって、個人同士が結び付く私的なネットワークが形
成され、国家に対抗可能な権力として認識されつつある

個人

国家
国家

国家 国家

国家 国家

個人
個人

個人

個人

個人

国家

伝統的な対立軸 ネットワーク化する個人
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パーソナライゼーション

　　◆ 受動的パーソナライゼーション：
　　　　- Controller/Processor はサービス事業者
　　　　- 個人は単なる情報のソースであり、主体ではない
　　◆ 能動的パーソナライゼーション：
　　　　- 個人もまた Controller/Processor であり、境界が曖昧に
　　　　- 自己決定が可能であり、サービス事業者は仲介者に過ぎない

　　今日的な自己情報コントロール権の意味 ＝
　　　　　能動的パーソナライゼーションにおける自己決定
　　　- 自らの私的領域を想定することが可能
　　　- 自らの選択で親密な関係を構築することが可能
　　　- しかし相手の心の中のイメージまでコントロールすることは不可能
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ご清聴ありがとうございました


