日本記者クラブ

「憲法論議の視点」（4）
新しい人権 （プライバシー、ＡＩなど）
山本龍彦・慶應義塾大学教授
２０１８年３月１５日
「プライバシー権」は「私を一人にして（let me be alone）」と言える権利、つま
り私生活を他者の視線にさらされない権利から、自分の情報をコントロールする権利
へと変容している。
情報化社会において人は、自分の情報を隠すだけでなく、開示することをも選択的
に行うことにより、社会の中における自己＝ペルソナ（persona）を作り上げている。
つまり「自己情報」のコントロールを失うことは、現代社会における重要な権利侵害
と捉えられるようになった。
――プライバシー権の変遷と現状をこのように解説した上で、「自己情報コントロ
ール権」が、高度情報化社会とＡＩ（人工知能）の進歩によってどのようなリスクに
さらされているのかをわかりやすく説明した。
ＡＩにより個人の情報が類型的・確率的に評価されることにより、民主主義そのも
のがリスクに直面する可能性を指摘し、憲法改正の意義について考察した。
※論旨をよりわかりやすくするため、山本教授にお願いして、録音による発言の文字
記録に手を入れていただきました。
※レジュメは巻末にあります。
司会：川上高志 日本記者クラブ企画委員（共同通信）
YouTube 日本記者クラブチャンネル動画
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憲法改正には特に異議を差し挟む必要はない

司会＝川上高志 日本記者クラブ企画委員（共
「憲法論議の視点」の 4 回目になり

というようにも思われるわけですが、ほかの改

ます。これまで、総論と憲法改正の手続き、9

正のある種呼び水としてただ書いてみたとい

条をとりあげてきまして、きょうは「新しい人

うだけでは、実際上何の意味も持たないどころ

権（プライバシー、ＡＩ）」ということで、慶応大

か、有害ですらあり得ます。したがいまして、

学の山本龍彦先生にお越しいただきました。

まずはプライバシー権が置かれている現在的

同通信）

な状況を正確に理解し、わざわざ憲法典に書き

自民党が進めている改憲の 4 項目にはこの

込むことの必要性ないし意義というものを現

人権が入っていませんが、実は非常に重要な話

段階で真剣に考察しておく必要があると考え

だと思っています。

ています。

山本先生が最近書かれた『おそろしいビッグ
データ 超類型化 AI 社会のリスク』
（朝日新書）
をお読みになっている方もおいでと思います

今回の講演の第一の目的は、プライバシー権
を取り巻く現在的状況に光を当て、今後の日本
社会においてあるべきプライバシー権論の方

が、いまの技術テクノロジーにおける最先端の

向を照らし、健全な憲法改正論議の材料を提供

プライバシーの状況がどうなっているのか、そ

することにあります。

れを憲法に結びつけてお書きになっていらっ
しゃいます。そうしたことを中心にお話しいた

「Ⅱ.プライバシーの権利」に入ります。

だいて、その後、質疑ということで進めさせて

ご案内のとおり、プライバシー権の嚆矢とさ

いただきたいと思います。

れているのは、アメリカで弁護士をしていたワ
レン（Samuel D. Warren）氏とブランダイス

私は司会を務めます当クラブ企画委員の共

（Louis_Brandeis）氏――このブランダイス氏

同通信の川上です。

は後に連邦最高裁の判事になる人物ですが、こ

それでは山本先生、よろしくお願いします。

の二人が 1890 年、いまから約 130 年前に「ハ
ーバード・ロー・レビュー（Harvard Law Review）
」

「私を一人にして」という権利
山本龍彦・慶應義塾大学教授

に寄稿した「プライバシーの権利（The Right to
本日はこのよ

Privacy）」という共著論文です。これは、プラ

うな機会をいただきましてまことにありがと

イバシー権を「私を一人にして（let me be

うございます。

alone）
」と言える権利と捉えたうえで、写真や
印刷技術の向上を背景に興隆したイエロー・ジ

レジュメ（巻末）に沿って話をさせていただ

ャーナリズム（煽情的報道）へのある種の対抗

きます。

として、私生活を勝手に曝露、公表されない権

「Ⅰ.はじめに」にありますように、憲法改正の

利の重要性を主張するものでした。

議論ではしばしば、
「プライバシー権」などの

そこでは、一人でいるところ、まさにプライ

新しい人権を憲法典に書き込むべきだという

ベートをカメラレンズや写真での公表を通じ

主張が展開されるわけです。

て他者の視線にさらされないということが強

情報通信技術の目覚ましい発達による権利、
利益の侵害が深刻化しているということ。確か

調されたわけです。これをこの講演では「古典

に憲法 13 条の、いわば創造的な解釈からプラ

的プライバシー権」と呼びたいと思います。

イバシー権が引き出され、最高裁も基本的にそ

日本でも、政治家と料亭女将であるその妻と

の方向性を肯定しているものの、憲法典の中に

の夫婦関係を克明に描いた三島由紀夫の小説

その名を書き込んだほうがその保障は磐石な

『宴のあと』（1960 年）が、そのモデルとなっ

ものになり得る、ということがこうした改正論

た政治家のプライバシー権を侵害するかどう

の背景にあるのだと思います。

かが争われた事件で、東京地裁によって「私生
活をみだりに公開されない権利」として、まず

憲法学的には人権フレンドリーな、こういう
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は民事上の人格権として承認され、実際にこの

で私生活が知られてしまう事態を防ぐために、

権利の侵害が認められ、それ以降、このような

自分の情報を本人がしっかりコントロールで

古典的プライバシー権は広く社会に受容され

きることが重要であると認識されるようにな

ていきました。1964 年のことです。

りました。
また、このような自己情報コントロール権の
発想は、私たちのいわば生活実態とも適合的で

自分の情報をコントロールする権利

あるとも主張されました。この点は実は非常に

しばしば忘れられてしまうので強調してお

重要なことだろうと思います。

きますが、プライバシー権のリーディングケー
スであるこの『宴のあと』判決は、プライバシ

古典的なプライバシー権では、「一人になる

ー権の保障が、「個人の尊厳を保ち、幸福の追

こと」、「let me be alone」が強調されたわけ

求を保障するうえにおいて必要不可欠なもの

です。「見ないで」、「私に構わないで」――こ

である」と述べ、この権利を明確に憲法原理か

ういう、ある種逃げの権利です。

ら――言うまでもなく憲法 13 条の個人の尊重

しかし、実態は違うのではないか。私たちは

原理ないし幸福追求権ですが、そこから基礎づ

実は私生活上の秘密を誰に対しても黙ってい

けています。プライバシー権は、いわばその始

るわけではありません。それを特定の誰かに選

まりから憲法に基礎づけられるものとして提

択的に開示し、その特定の誰かと共有すること

示されていたわけです。

で、その相手との親密な関係を積極的に築くこ

「（2）自己情報コントロール権」に行きます。

とがある。例えば、ある秘密を隣人には開示し

1970 年代に入りますと、学界では、情報通信

ないけれども家族には開示するということは

技術の発達を背景に、「情報」を中心に置いた

あるし、同僚には開示しないけれども隣人には

プライバシー権論が主張されるようになりま

開示するということがあります。

す。古典的プライバシー権も、写真技術と印刷

このように考えますと、私たちは、自分のプ

技術の発達を背景に提唱されたものです。その

ライベートな情報を、相手を選んで出し引きし

意味で、プライバシーの権利というのは常に科

ながら生きているということになります。つま

学技術の発達とともにある、と言えそうです。

り、隠す一方ではなく、むしろ主体的に選んで
いる。もう少し法学的な言い方をいたしますと、

さて、プライバシー権の情報論的転回、この
背景には、個人に関する情報の収集、集積、連

相手によって特定の情報を開示するか否かを

結が技術的に容易になることによって、私生活

積極的に選択ないしコントロールしながら生

が本人のあずかり知らぬところで、本人が知覚

きているということになります。

できないところで他者から眼差されるリスク

こうした自己情報コントロール権という考

が増大したということがあるでしょう。

え方は、チャールズ・フリード（Charles Fried）

例えば、Ｙさんだけに開示したはずの私生活

という学者の見解をベースに、現在は京都大学

がネットワークを通じて瞬時に多数に拡散し

名誉教授であります佐藤幸治先生が提唱され

てしまったり、誰にも開示していないはずの私

たものですが、これは自己情報のコントロール

生活が、それと関連する複数の個人情報の連結

が自己目的化されたものではありません。自分

や分析によって本人のあずかり知らぬところ

の情報を出し引きしながら特定の相手とどの

で誰かに知られたりするといった機会が増大

ような関係を築くのか、その相手とどの程度の

しました。

距離をとるのか、これにかかわる関係性の権利
ですし、そのいわば戦略的な関係性というのは

だから、古典的プライバシー権のように、本

私たちが社会生活を自律的に歩むうえで極め

人の知覚し得る多数の眼差しをカットするだ

て重要なものであると考えられます。

けでは十分ではないと考えられるようになっ
たわけです。そこでは本人の知覚できない場所
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民主主義を支える重要な役割

目的に個人情報を継続的、網羅的に収集し、信

よく聞かれる話ですが、人間や人格のことを

条や宗教などを分析して、特定のものを監視対

パーソン（person）と呼びます。このパーソン

象とする。こういったことは例えば個人の行動

はもともと演劇で役者がつける仮面、ペルソナ

を萎縮させ、民主主義の維持、発展に消極的な

（persona）から来ています。要するに私たち

影響を与えるということもあるでしょう。

人間は、自分の情報をうまく出し引きしながら、

近年、学界でよく指摘されますように、自己

社会的人格としてのペルソナを主体的につく

情報コントロール権というのは、先ほどお話を

り上げている。しかし、相手によってそのペル

したように、個人の自律的な生き方を支えるだ

ソナを変えている可能性もあるということで

けでなく、民主主義社会も支える、こういった

す。このような観点でみましても、やはり自己

二重の重要な意味を持つといえます。

情報のコントロールは大事だということにな

これまで申しあげてきましたように、プライ

るわけです。

バシー権を、ただひたすらに隠すという消極的

後で触れますが、実務の世界では、「自己情

なものから、隠したり開いたりする、つまり情

報コントロール権」の受けはあまりよくありま

報を主体的にコントロールするという積極的

せん。しかしそれは、この権利概念の背景にあ

なものに読みかえた場合、秘密を他者の視線に

るこのような深みを知らない批判である可能

さらされることだけが権利侵害ということで

性もあります。きっとその批判者自身も、情報

はなくなってきます。他者の視線にさらされる

を出し引きしながらうまく社会を生きている

という事態が生じていない段階でも情報のコ

可能性があるわけですね。ですから、そのコン

ントロール性が奪われたとき――例えば情報

トロールが奪われるときっと困るのだろうと

を勝手に取られたり、勝手に分析、プロファイ

思います。ちまたでは「自己情報コントロール

リングされたりする。「プロファイリング」と

権」という言葉がどうもこうした背景的な理念

いう言葉の意味は後でご紹介しますが、こうい

から離れてひとり歩きしてしまっているよう

う場合でも、文脈によっては権利侵害が認めら

な印象も受けます。

れるということになるわけです。

もう一点、ここでつけ加えておきたいのは、

このような考えに立ちましても、情報通信技

自己情報のコントロールというのは民主主義

術の発展はある種のリスクということになり

の維持にとっても重要な意味を持つというこ

ます。例えば、情報の高度なネットワーク化に

とです。

よってある情報が本来開示すべきでない相手

例えば、これは後で少し詳細に紹介しますが、 にまで誤配されるリスクや、プロファイリング
を通じて、ある秘密や内心状態というものが予
アメリカなどで議論が活発になっているよう
に、選挙の際に候補者が有権者のＳＮＳの情報

想もしない相手に把握されてしまうというリ

を分析して、その有権者の政治的な信条である

スクが高まるわけです。

とか心理的な傾向を秘密裏に把握し、特定の情

かくして、この考えにおいても、情報通信技

報を選択的にフィードして投票行動を操作す

術の発展によって自己情報をコントロールす

るということが問題になり得ます。これをハー

る必要性はさらに増すものと評価されること

バード大学のジョナサン・ジットレイン

になります。

（Jonathan L.Zittrain）教授は「デジタル・

以上のように、憲法学界においては 1970 年

ゲリマンダリング（digital gerrymandering）
」

代以降、プライバシー権を自己情報コントロー

という言い方をしていますが、これは、いわば

ル権として捉える見解が通説化してきたわけ

選挙の公正というものをゆがめ、民主主義に打

です。もちろん、百家争鳴を是とする学界のこ

撃を与えるということにもなります。

とですから、この考えにもさまざまなバリエー

あるいは、政府がテロ対策や犯罪予防などを

ションがあります。例えば、レジュメに紹介し
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ています奥平康弘先生（東京大学名誉教授）は

びつきはあまり意識されていないように思わ

「他者に対して自己を開いたり閉じたりする

れます。

能力の確保」とおっしゃったり、棟居快行先生

このように日本の場合、個人情報保護法が、

（専修大学法科大学院教授）は「多様な役割イ

憲法の理念を背負った権利概念との結びつき

メージを使い分ける自己イメージのコントロ

を意識的に絶ってしまってきたために、何のた

ールだ」と捉えたり、小山剛先生は「コントロ

めの個人情報なのかがわからなくなってしま

ールすべき情報を単純情報まで含めてより広

っているというところがあります。個人情報を

く捉えよう」とお考えになったり、また「コン

守ることそれ自体が自己目的化してしまうこ

トロール性を担保するためのアーキテクチャ

とで、「個人情報保護のための個人情報保護」

やシステム構造といったものを重視する見解

になってしまい、政府も事業者も、なぜそこま

があったり、さまざまです。

で個人情報を守らなければならないのかよく

しかし、立教大学の渋谷秀樹教授が次のよう

わからなくなる。それは、先ほど申しました関

におっしゃっておられることが注目されると

係性の構築やペルソナの保護といった憲法レ

思います。これらは「結局、自己情報の開示・

ベルの目的ないし原理が意識されてこなかっ

非開示、そして開示する場合はその内容につい

たからだとも考えられます。つまり、保護それ

て相手に応じて自分が決定できることに核心

自体の自己目的化は結果的にコンプライアン

部分があり、それは自己情報のコントロールと

ス意識も低下させる、とも思わるのです。

いう定義の中に吸収できる」
。こう考えますと、

さらに、憲法的な幅を持たず、情報セキュリ

いくつかのバリエーションがあるからといっ

ティ、つまり情報の外部漏洩を防ぐことにその

て学界がその定義について混乱しているわけ

主眼が置かれてしまったことで、後でお話をし

ではなく、基本的にはプライバシー権を自己情

ますプロファイリングなどの問題にうまく対

報コントロール権と捉えることについて一定

応できない可能性を指摘することもできます。

のコンセンサスが形成されていると考えてよ

「Ⅱ－2.実務（2）判例」に行きます。

いように思われます。

最高裁もこれまで「自己情報コントロール権」
という言葉を一度も使用していません。注意深

実務はまだ古典的プライバシー権の延長

くその言葉を避けてきたとも言える。一見した

「Ⅱ－2.実務――遅延？」に入りたいと思い

ところ、わが国の最高裁はプライバシー権を、

ますが、しかし、このようなプライバシー権の

本人が知覚し得る状態で、他者に私生活を眼差

捉え方は、実務ではその受容を拒まれてきまし

されない、他者の視線にさらされないという古

た。

典的プライバシー権の延長で理解してきたよ
うに思います。

例えば、わが国の個人情報保護法は、こうし
た学界のコンセンサスにもかかわらず「自己情

『宴のあと』判決から 5 年後の 1969 年です

報コントロール権」という言葉を使っていませ

が、最高裁は、警察官による容貌等の写真撮影

ん。「六法全書」をひもときますと、個人情報

の合憲性が問題となった京都府学連事件で、憲

保護法は実は「憲法編」の中に収録されていま

法 13 条を根拠に、対国家との関係においても、

す。恐らくそれは、
『宴のあと』判決がプライ

憲法上、個人の私生活上の自由の一つとして、

バシー権を、この事件が民事上の人格権を問題

みだりにその容貌、姿態を撮影されない自由が

にしたものであったにもかかわらず憲法に基

保障されることを認めました。

礎づけたことと無関係ではないと思います。

これは、プライバシー権が、日本国憲法に明

しかし、個人情報保護法をみますと「自己情

記されていないにもかかわらず、憲法上保障さ

報コントロール権」という言葉は使われておら

れることを認めた判決として極めて重要です

ず、同法の解釈におきましても憲法原理との結

が、しかし、カメラレンズを通して検察官に容
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貌をのぞきみられないこと、これを認めたにと

シー権侵害に当たるかどうかが争われた事件

どまるという点では、他者の視線、眼差しを問

で、最高裁は、住基ネットが行政機関のネット

題にする古典的なプライバシー権の枠組みに

ワーク上で情報を瞬時にやりとりするもので

従ったものと考えることもできます。

あり、そこでは自己情報に対するコントロール
性の喪失が問題になっているにもかかわらず、

再び民事上の事件に戻ります。なお、プライ
バシーの侵害者が政府なのか民間なのかによ

古典的な権利定式を引き継ぎ、プライバシー権

って、具体的な保障のあり方は大きく変わって

を「個人に関する情報をみだりに第三者に開示

きます。その意味でプライバシーの権利という

又は公表されない自由」と定義したうえで、お

のは文脈依存的な権利であるわけですが、先ほ

そらくはこのネットワーク内で適切に情報が

ど申しあげましたように、民事上の人格権とし

管理、利用される限り、秘匿性の高い情報が他

てのプライバシー権もその基礎ないし根拠は

者の視線にさらされることはない、こういう理

憲法 13 条にありますので、基本的な発想それ

由でこの権利の侵害を否定しました。

自体は、侵害者が政府か民間かで変わらない、

この判決も一見、眼差しの知覚を重視する古

あるいは変わるべきでないということになり

典的プライバシー権に執着したもののように

ます。

思われます。

ここで、レジュメの「ノンフィクション『逆
転』事件判決」を紹介したいと思います。

高度情報化社会においてより重要に

これは、沖縄で有罪判決を受けて服役した者

以上のようにわが国の実務世界では、自己情

が、この前科を隠して東京で就職、結婚し、平

報を本人が主体的に出し引きする、コントロー

穏な生活を送っていたところ、あるノンフィク

ルするという意味におけるプライバシー権は

ション作品――『逆転』というタイトルのノン

正面から承認されておりません。いまだ古典的

フィクション作品ですが、この作品によって実

プライバシー権的な理解にとどまっている。憲

名で前科を公表されたという事件でした。

法改正を考えるとき、このような学界と実務と

この事件で最高裁は、みだりに前科等にかか

の間のギャップをどう捉えるかが重要になっ

わる事実を公表されないことについて法的な

てくると思います。

保護に値する利益を有すると述べ、作家の不法

私の見解を結論から先に申しあげますと、特

行為責任を認めました。ただ、これも、本人が

に学界と「判例」とのギャップにつきましては、

隠しておきたい過去を本人の意識下で他者の

後でお話をしますようにそれほど大きくはな

視線にさらされたこと、これに法的救済を与え

い。しかし、近年の情報通信技術の変化、ある

たという点では古典的プライバシー権を承認

いはＡＩ社会化というものを考えますと、自己

した事案と位置づけることもできそうです。

情報コントロール権の理念をより社会に浸透

また、柳美里氏の小説『石に泳ぐ魚』でモデ

させていくために、憲法の改正、あるいは憲法

ルとなった女性が、この小説でみずからの顔面

に書き込むことは一定の意義を有するのでは

の腫瘍を詳細かつ苛烈に描写されたことがプ

ないかと考えている次第であります。

ライバシー権侵害に当たるなどとして公表差

「3.判例の再読と憲法改正の意義」に移ります。

し止め等を請求した事件でも、最高裁はこの請

まず、学界のコンセンサスと「判例」とのギャ

求を認めたわけですが、この判決も、顔の腫瘍

ップが実はそれほど大きくないのではないか

が小説の出版を通じて不特定多数の他者に眼

ということを、フェアに述べておきたいと思い

差されること、その眼差しを知覚して精神的な

ます。

苦痛を感じることを問題にしたようにも思わ

私がみるところ、相手に応じて自分の情報を

れます。

主体的に「出し引き」をして、コミュニティご

さらに、住基ネットの運用、これがプライバ

とに仮面（ペルソナ）をつけかえる、自己を演
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じ分ける、こういう自己情報コントロール権の

う相手に対しては顔の腫瘍を隠していたかも

基本的な発想は、従来の判例の中にも伏在して

しれない。つまり、一部のコミュニティには自

いたように思います。これは判例というわけで

己情報をコントロールして、「顔に腫瘍のない

はありませんが、そもそもプライバシー権の源

自分」というものを演じていたかもしれません。

流である、「私を一人にしておいてもらう権利

要するに、ここでは、
「顔に腫瘍のある自分」

（let me be alone）
」というものも、コミュニ

としてつながるネットワーク、これは家族や親

ティや人間関係から永遠に一人しておいても

しい友人ということでしょうが、この近距離の

らう、つまり永遠に離脱させてもらうというこ

コミュニティと「顔に腫瘍のない自己」として

とまでは想定していなかったはずです。無人島

つながるネットワークとを切り分け、コントロ

で生活することを望まない限りは、ずっと一人

ールしていたということかもしれません。そし

でいるということはおよそ不可能で、他者との

て、最高裁はそれを保護したと理解することも

関係性の構築は不可避だからです。

不可能ではないように思います。
さらに、これも先にご紹介した「ノンフィク

判例とのギャップは大きくはない

ション『逆転』判決」ですけれども、これはい

そうなると、この最も古典的な権利の形式で

ったん過ちを犯した者でも一定の条件を満た

さえ、永遠の隠遁ではなく、一時的な隠遁とい

せば、その過去、前科者としてのスティグマを

う主体的な選択にかかわるものだった、と考え

隠し、新たな自分として異なるコミュニティと

ることができる。つまり、閉じたり開いたり、

つながり直すことを認めるものと理解するこ

あるいは情報の「出し引き」に関する選択に関

とができる。

するものであったと考えることはできるよう

有罪判決を受け、服役をした沖縄のコミュニ

に思うのです。

ティでは、犯罪者というペルソナをつけさせら
れていた。この判決は、一定の条件を満たせば

判例の再読に移ります。

この前科を秘匿し、異なるコミュニティ――こ

まず、さきに紹介した『石に泳ぐ魚』判決で

の事件では東京のあるコミュニティというこ

すが、これはどのコミュニティないしネットワ

とになりますが、そのコミュニティに対しては

ークにどういった情報を「開く」のか、この選

別のペルソナを提示できるということ、つまり

択・コントロールにかかわる事件だったと捉え

情報の出し引きをしてペルソナを取りかえら

直すことができるかと思います。

れるということ、それによって人生をやり直せ

実はこの判決に対しましては、小説のモデル

ることを認めたもののようにも思えます。

となった原告女性の顔の腫瘍はすでに外部に

最高裁判決は「更生を妨げられない利益」と

表出しており、すでに他者の視線にさらされて

いう言葉を使っていますが、要するに前科情報

いるものなのだから、小説による公表をプライ

を引っ込めて、別の情報を出すことで人生を再

バシー権の侵害と捉えるのはおかしいのでは

構築する、そうした自由を認めたものとも解さ

ないか、という批判があったわけです。プライ

れます。そうすると、ここでもプライベートな

バシー権を古典的に考えれば、確かにそういう

事柄が他者の視線にさらされたことが単純に

批判はあり得ました。

問題にされたというよりも、そもそも前科情報

しかし原告女性は、例えばその文通相手、い

はプライベートなものと言いがたいわけです

まならＳＮＳのコミュニティということなの

から、ノンフィクション作品の刊行によって情

かもしれませんが、こういった相手に対しては

報の主体的な出し引き、あるいは新たなコミュ

顔の腫瘍を隠していたかもしれません。いまも

ニティとのかかわり直し、これが困難になった

インスタグラム等で顔を修正するということ

ことが問題にされているようにも思います。

はよくあるわけです。それとパラレルに考えて

また、一般に古典的権利形式を承継されたと

いいかどうかわかりませんが、しかし、そうい
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批判される「住基ネット判決」も、見方によっ

う少し考えてみたいと思います。これは端的に、

ては自己情報コントロール権の考え方とそれ

人工知能（ＡＩ）に依存した社会に向かってい

ほど相性の悪いものではないかもしれません。

る現状をどう評価するかにかかわってきます。

プライバシー権の定義のなかに明確に「情報」

まず認識しておくべきなのは、ＡＩ社会では、

概念を組み込んでいますし、実はこの判決は、

データのフローとストックが絶え間なく繰り

ネットワークシステムや構造の堅牢性を審査

返されるということです。第一に、まず大量の

し、仮にそのシステム構造が脆弱で、法令で事

データが収集されプールされる段階、これを

前に示された情報のフローとは異なる、そうい

「ビッグデータの収集と集積の段階」と呼ぶこ

う情報のフローやデータマッチングが起きる

とができるかと思います。

具体的な危険、具体的なリスクがあれば、実際

そして第 2 に、こうしてプールされたデータ

にそれらが起こる前に権利侵害が肯定される、

がＡＩによって解析され、われわれ人間が気づ

こういうふうに述べているからです。

かなかったような事物の相関関係や行動パタ

後者の部分は、システム構造の脆弱性と権利

ーンが抽出される段階、これを「解析の段階」

侵害概念とを関連づけることでコントロール

と呼ぶことができるかと思います。

の実効性を確保しようという試みであると評

例えば、カーリーポテトフライという、らせ

価することも不可能ではありません。

ん状にクルクル巻いたポテトフライ、これが好

以上の検討によりますと、表面上は古典的プ

きな人は知能が高いということがビッグデー

ライバシー権の概念に執着しているようにみ

タ上相関関係があると言われているわけです。

えるわが国の最高裁においても、学説の言うよ

これはおそらく人間の経験則からはわからな

うな「自己情報のコントロール」という発想が

い。つまりビッグデータを収集してみないとわ

ないわけではないということがわかる。とすれ

からない相関関係です。ビッグデータを解析す

ば、この水脈を掘っていく、この水脈を強調し

ると、われわれが思いも寄らなかったような相

ていくことで、憲法改正なしに学界が求めるよ

関関係であるとか、人間の行動パターンが抽出

うなプライバシー水準を実現できる可能性は

されるということがあるわけです。

あるということになります。

第 3 に、このように抽出された相関関係やパ

さきに申しあげましたように、学界と判例と

ターンが特定のデータベースに適用され、デー

のギャップは通常思われているほど大きくは

タベースに登録された個々人の趣味嗜好であ

ないのかなと思うわけであります。しかし、憲

るとか健康状態であるとか心理状態、あるいは

法典に自己情報コントロール権を――これを

性格、能力、信用力などが予測される段階、こ

どう言葉として表現するかは大きな問題です

れを「プロファイリングの段階」と呼ぶことが

が、ともあれこの権利概念を明記することによ

できるかと思います。

って、いまお話をしたような最高裁判例の伏流

そして第 4 に、プロファイリングによって得

を顕在化させるお手伝いをし、判例の水準を引

られたこの予測結果が、特定の目的、例えばマ

き上げること、そしてまた個人情報保護法制の

ーケティングであるとか企業の採用活動、ある

目的を再定義して、
「個人情報保護のための個

いは犯罪の予防活動などのために利用される

人情報保護」
、いわば「理念なき個人情報保護」

段階、これを利用の段階と呼ぶことができるか

を脱することの意味はあるようにも思います。

と思います。
最後、第 5 に、この予測結果の妥当性を検証

ＡＩ社会は「データが循環する社会」

するために、データベース登録者の行動が事後

「Ⅲ.ＡＩ社会がもたらす憲法上のリスク」に移りた

的に追跡される段階。この追跡結果がフィード

いと思います。

バックされてさらにＡＩがどんどん賢くなる、
こういう循環があるわけです。

そうした水準の引き上げが必要な現状をも
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ＡＩ社会ではこの 1 から 5 までのステップが

めてＡＩに供給し、解析させて、精度の高い予

絶え間なく繰り返されるのです。

測、プロファイリングを行う、それによって個
別化されたサービスを提供すること、これがポ

次に、このステップないしデータのサイクル

イントになってくる社会だと言えそうです。

が何を目的になされているのかを考えてみた
いと思います。

センシティブな個人情報の取得が可能に

それは「予測」と「個別化」であることがわ
かるかと思います。例えばビッグデータの解析

次に「2.憲法上のリスク」について考えます。一

から得られたパターンを使ってプロファイリ

見便利な世の中のように思えるわけですが、憲

ングを行い、ユーザーの趣味嗜好を予測する。

法上いくつか気をつけておかなければならな

そうすれば、当該ユーザーに合った個別化広告

い論点があります。

を送ることができます。これは打っても響かな

一つは、ＡＩを用いたプロファイリングによ

いような相手も含めて、一般的な広告を送って

って、精神性の疾患ですとか健康状態、政治的

きた事業者にとっては利益になる。さらに、自

信条など、一般にセンシティブと考えられる事

分が関心を持たないような情報を排除し、有用

柄がかなり高い確率で予測できることです。こ

な情報を選別して提示してくれるという点で、

れは本人にとっては、打ち明ける相手を厳密に

私たち消費者にとっても実は利益になるわけ

絞り込みたい、あるいは選択したいという事柄

です。皆さんもアマゾンで買い物をしたことが

であるかもしれない。例えば精神状態などは、

あると思いますが、アマゾンでは購買履歴や閲

場合によっては本人にすら気づいていない事

覧履歴などからユーザーの好みをプロファイ

柄である可能性があります。こうした事柄がプ

リング、予測して、あなたにお勧めの商品をリ

ロファイリング技術を使いますと複数の個人

コメンドしているわけですね。ここでも「予測」

情報から予測できてしまう。

と「個別化」が行われているわけです。

例えば、かつてアメリカの小売業者であるタ

また、多くの人から行動記録や健康状態の記

ーゲット社は、顧客の購買履歴を使って顧客の

録を集めてこれを解析しますと、「〇〇という

妊娠の有無を予測していました。ビッグデータ

生活習慣を持つ人は××という病気にかかり

を解析した結果、特定の年齢層に含まれる女性

やすい」というパターンが浮かび上がってきま

で、無香料性のローション、特定のサプリメン

す。さらに、こうした記録に遺伝情報などを組

ト、大き目のバッグなど、こういった商品を同

み合わせますと、より詳細な健康予測モデルが

時期に購入した者は妊娠している可能性が高

できます。「〇〇という生活習慣と△△という

いというパターンを抽出できたために、顧客に

遺伝子を持つ人はかなりの確率で××という

直接、妊娠の有無を問わなくても、このパター

病気にかかりやすい」というモデルが構築され

ンを顧客のデータベースに当てはめることで

るわけです。

誰が妊娠しているかを予測できたわけです。そ

こうしたパターンを個々人のデータに当て

して、妊娠が予測された者に対して個別的にベ

はめれば一人一人の健康状態を予測できます

ビー用品のクーポン券を送っていた。

ので、一般的な健康指導ではなく、その人に合

これは「ニューヨーク・タイムズ」が報道し

わせた、いわば個別的な、より効果的な健康指

たのですが、送られてきたのは女子高校生で、

導が可能になってくる。これは医療費の削減を

お父さんがびっくりしたわけですね。自分の娘

狙う政府にとって利益となるだけでなく、私た

になぜベビー用品のクーポン券が送られてき

ちにとっても利益になるわけです。

たのかと。ターゲット社に問い合わせたら、実

このようにみますと、ＡＩ社会というのは、

はターゲット社のＡＩのほうが娘の事情を知

データのサイクルを効率的に循環させる社会、

っていたらしくて……。要するに実際に妊娠し

言い換えますと、できるだけ多くのデータを集

ていたということでお父さんは引き下がった、
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こういう事案でして、かなり大きな議論を呼び

ングすればよいということになってしまいま

ました。

す。それは 17 条 2 項の規定にもかかわらず、

もちろんプロファイリング技術を用いれば、

事前同意なく要配慮個人情報にアクセスでき
てしまうことを意味します。

妊娠だけでなく、うつ状態にあるかとか、ある
いは犯罪傾向があるとかが予測評価できます。

私の言葉を使いますと、現状の個人情報保護

アメリカでは、既に再犯のリスク評価などに使

法はプロファイリングを通じた要配慮個人情

われています。こうした重要なセンシティブ情

報の「迂回的な取得」を許していることになる

報が、何気ない行動記録から抽出されうるとい

わけです。実際、ウエブの閲覧履歴や購買履歴

うわけです。多くのセンシティブ情報がプロフ

などから私たちの多くの事柄がプロファイリ

ァイリングによって、ある種丸裸にされてしま

ングされているということが現状なのだと思

う可能性がある。

います。

古典的なプライバシー権概念では、こうした

この点で、ことしの 5 月から施行されるＥＵ

プロファイリングへの対応は困難かもしれま

の一般データ保護規則――ＧＤＰＲ（General

せん。なぜなら、こうした予測結果が他者の視

Data Protection Regulation）と呼ばれるもの

線に直接さらされる、眼差されるわけではない。 ですが、これがデータ主体に対し、プロファイ
従来の権利概念では、これを直ちにプライバシ

リングに対して異議を唱える権利、right to

ー権侵害だと捉えるのは難しいように思いま

object というものを認めたことが注目されま

す。

す。この権利が行使された場合、データ管理者

他方で、自己情報コントロール権の考え方で

は、やむにやまれぬ正当な根拠を示さない限り

は、妊娠のようなセンシティブ情報をどの範囲

はプロファイリングを中止しなければなりま

に伝えるのか、あるいは隠しておくのかという

せん。ＥＵは、古典的プライバシー権の枠組み

ことに関するコントロールが奪われているた

から一歩も二歩も進んでいるがゆえにこうし

めに、権利侵害が肯定しやすくなり、こうした

た権利が組み込まれた、と考えてよいようにも

専断的なプロファイリングに対する対応が容

思われます。

易になると考えられます。

プロファイリングが招くディストピア

また、こうしたセンシティブ情報に関するプ
ロファイリングについては、現状の個人情報保

「（2）差別あるいは排除――バーチャル・スラム」

護法制での対応が難しいかもしれません。先般

です。ＡＩ社会の憲法的なリスクとして、AI

改正された個人情報保護法は、一般的な個人情

による差別や社会的排除の問題があります。

報とセンシティブ情報――保護法のいう要配

アメリカでは、ＡＩを用いたプロファイリン

慮個人情報の取り扱いに違いを設け、17 条 2

グが人種差別など少数派に対する社会的な排

項は、要配慮個人情報を取得する場合には原則

除を加速させてしまうのではないかという問

として本人の事前同意が必要であると規定し

題が活発に議論されていますが、時間の関係上、

ました。

この問題は割愛させていただき、ここでは、誰

他方で、一般的な、センシティブでない個人

もが差別ないし排除の対象になり得るのでは

情報については、基本的には事業者が本人の事

ないかということを指摘したいと思います。

前同意を得ずにこれを取得することを認めて

レジュメに書きました 6 ページの下のシナリ

います。そうなると事業者としては、事前同意

オをごらんいただきたいと思います。ＡＩ社会

の縛りがない一般的な個人情報をまずは収集

の負の側面を私なりに描いたものです。

して、そこから要配慮個人情報をプロファイリ
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あるシナリオ（山本龍彦『おそろしいビッグデータ』〔朝日新聞出版、2017 年〕
）

通信事業を行う Y 社は、新卒採用に、採用希望者の適性（職務遂行能力）を AI に予測
評価させるプロファイリングシステムを導入している。ただし、この予測評価を導くアルゴリズム
は公開しておらず、希望者のどのような情報を、どのようなウェイトで考慮しているのか、外部
には具体的にわからないようにしている。
大学４年生の X は、Y 社への入社を希望し、エントリーシートを送付したが、その後、不採
用を知らせる連絡を受けた。X は、エントリーシートに記入した事項以外の情報（例えば、SNS
に関する情報）も広く AI の予測評価に使われていることを知り、自分の何が AI の評価を下げ
たのだろうと悩み始めることになった（SNS で市民運動家の A と「友だち」になっていることが悪
いのかとか、数年前に外国の反政府活動家の写真に「いいね」を押したのが悪かったのか、
などと諸々悩むことになった）。どうしても Y 社に入社したい X は、就職浪人することに決め、
卒業後にファースト・フード店でアルバイトを始めた。しかし、翌年も、エントリーシートの送付
後に不採用を知らせる連絡を受けた。X は、試しに、Y 社のプロファイリングシステムと同じシ
ステムを導入している B 社や C 社にもエントリーシートを送付したが、やはり不採用の連絡を
受けた。
X は、思い切って、Y 社に対して、AI の「意思決定」プロセスを開示するよう求めたが、営業
上の秘密に当たるなどとして拒否された。X は、その後も AI に「嫌われる」理由がわからず、
自己改革の方向性もわからぬまま、採用に AI によるプロファイリングシステムを導入していな
い低賃金のアルバイト職を転々とした。
X は、アルバイトをしながら独学でビジネスの勉強を始め、30 歳を迎えたときに自ら事業を
始めようと、D 銀行に対してオンライン上で融資を申し込んだ。D 銀行は、融資判断の際に、
申込者の返済率や信用力を AI に予測評価させるプロファイリングシステムを導入している。
X は嫌な予感がしたが、案の定、オンライン上で、D 銀行から融資できないとの回答を受けた。
そこでも、予測評価のアルゴリズムや、融資が拒否された理由などが開示されることはなか
った。そのため X は、融資が拒否された理由が、低賃金のアルバイトを長年続けていたことに
あるのか、それとも別のところにあるのかわからず、途方に暮れることとなった。
X は、その後数年、AI の予測評価システムを導入しているあらゆる組織から疎外され続け、
自らが社会的な不適合な劣った存在であると感じるようになった。X は、自分以外にも、明
確な理由もわからず AI の予測評価によって社会的に排除され続けている者たちが多数存
在し、仮想空間において「スラム」（バーチャル・スラム）を形成していることを知った。しかし X
は、その者たちと SNS で交流すると、信用力などに関する AI の予測評価がさらに下がるとい
う噂を聞いていたために、悩みを共有する相手もいないまま、孤立を深めていた。そのとき、
携帯していたスマートフォンが鳴り、日々の生活記録などからユーザーの健康を管理する団
体から、「あなたはいま鬱状態にあるようです。気を付けてくださいね」というメッセージが届い
た。X は、そのメッセージをみて、かえって生きる気力を失った。
ものです。

このシナリオを考えるに当たり、まず申しあ
げたいのは、ＡＩの予測評価やプロファイリン

しかし、例えばアフリカ系アメリカ人という

グというのは、具体的に存在している個人を対

集団の中にもいろいろな個人がいるのと同じ

象にしたものではなく、共通の属性を持った集

で、セグメントαに属する者にも実際にはいろ

団、すなわちセグメントを対象にしたものだと

いろな人がいるはずです。セグメントαに属す

いうことです。非常に単純化して言ってしまい

る者にも、ほかに属性Ｇを持つ者もいれば属性

ますと、ＡＩというのは、ビッグデータ解析を

Ｈを持つ者もいるだろうし、あるいは同じ属性

踏まえて、属性Ａ、属性Ｂ、属性Ｃ、属性Ｄ、

Ａ、例えば精神性の疾患でも、それが遺伝に由

属性Ｅ、属性Ｆを共通して持つ集団、例えばこ

来している場合と環境に由来している場合が

の集団をセグメントαとしておきますが、その

ある。ＡＩの予測評価のためにはさまざまな背

セグメントαに属する者の一般的傾向を見る

景や経路を持つ属性をコンピュータに入力可
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能な形で「丸める」必要があり、それによって

に理解することができないということです。

個人間の実際の個性というものが捨象されて

そもそもＡＩを利用する側でさえ、ＡＩがな

しまう可能性があるわけです。

ぜそのような評価をしたのか説明することが

もちろん、使用するデータの量をふやせばセ

難しい。特にＡＩが自律的に学習し始めますと、

グメントはより細分化され、より個々人の実態

プログラマーですら、そのアルゴリズムがどの

に近づくことになるわけですが、具体的存在と

ように構成されているのかを理解できなくな

しての個人というのはどこまで行っても属性

る。ＡＩの意思決定を誰も説明できなくなる。

の集合としてのセグメントには還元されない

そうすると、ＡＩを利用する側も、「私には何

ようにも思われます。

だかよくわからないのだけれども、ＡＩがあな
たの信用力は低いと判断したのです」としか説

このように考えますと、セグメントに基づく

明できなくなるわけです。

ＡＩの類型的な評価というものを自動的に受
容することは、集団属性によって個人の能力な

そう考えますと、私たちは現状、ＡＩの予測

どを短絡的に決めつけることにつながります。

評価やプロファイリングに実質的な反論、訂正

例えば「属性Ａ、属性Ｂ、属性Ｃ、属性Ｄ、属

を加えることは難しい。セグメントという集団

性Ｅ、属性Ｆを持つ人は職務遂行能力が低い」

の特性に基づく類型的な判断にいわば従属せ

ということが確率的に言えたとしても、ほかな

ざるを得ないということになろうかと思いま

らぬその個人はそうでないかもしれない。しか

す。

し、このあり得る余剰――つまり、本人それ自

また、この類型的判断によって、行政の現場

身とＡＩが評価した自分との間の「余剰」は、

や雇用、保険、融資、教育などの場面で個人が

ＡＩ依存型の予測社会では切り捨てられてし

不利益をこうむるようなことがあれば、それは

まう可能性が高いわけです。

身分やジェンダーなどとは異なる、新たな集団

これは比喩的に申しあげますと、個人がいわ

属性に基づく差別を生み出すことにもなるか

ばベルトコンベヤーに乗せられて属性をセン

と思います。

シングされ、ＡＩによって、類型ごとにパッパ
ッと仕分けされるような世界だと言えそうで

自己情報コントロール権がＡＩリスクに対峙する礎

す。

先ほどのシナリオにありますように、このよ

これに対して、私たちがＡＩの類型的で確率

うな「劣った」セグメントに属する者たちは理

的な評価に実質的に反論する機会、あるいはＡ

由も説明されないまま排除され続け、仮想空間

Ｉの評価を訂正する機会が持てればよいので

上にスラム（バーチャル・スラム）を形成する

すが、次に挙げる二つの理由から現状では一定

ことも予想されます。ＡＩが自分に関するどの

の難しさがあるように思います。

ような情報を使い、それらをどのようなウェイ

一つは①「自動化バイアス」の存在です。自

トで評価したのかがわからなければ、自己改善

動化バイアスとは、私たち人間はコンピュータ

の方法もわかりません。いったんＡＩに嫌われ

による自動化された判断を信じてしまうとい

た者は一生嫌われ続けるかもしれないのです。

う認知傾向を持っており、その判断をつい、う

もちろん、プライバシー権を自己情報コント

のみにしてしまうというものです。確かに、大

ロールの観点から捉え直したからといって、こ

量のデータを参照し勉強したＡＩが科学的に

のようなセグメントによる排除やバーチャ

導き出した結論を否定できる人間はなかなか

ル・スラムの問題がすぐに解消されるわけでは

多くないようにも思います。

ありません。ＥＵのＧＤＰＲのように、より広

もう一つは、仮にＡＩの予測評価に対して反

い視点からその対応を講ずる必要があるよう

論する機会が形式上与えられても、私たちはそ

に思います。

の予測評価の何が間違っているのかを具体的

ＧＤＰＲの 22 条は、
「データ主体は、当該デ
12

ータ主体に関する法的効果をもたらすか、又は

度知るための透明性や、ＡＩの評価に対して

当該データ主体に同様の重大な影響をもたら

「それは間違っている」と反論、訂正できる権

すプロファイリングなどの自動化された取扱

利を必要とするように思います。

いのみに基づいた決定に服しない権利を持つ」

言いかえますと、主体的に自己情報を管理、

と規定し、ＡＩの評価のみに基づいて採用や融

コントロールできるという考え方、ＡＩの評価

資などの重要な決定を下されない権利という

に対して受動的・従属的にはならないという考

ものを保障しました。

え方は、シナリオのようなディストピアを防ぐ

要するに、人生に重要な影響を与える重要な

ためのドライビング・フォースになるのではな

決定には、原則として人間が関与しなければな

いかということです。

らないという「人間関与原則」です。これは先
ほど申しあげたような「ＡＩプロファイリング

ザッカーバーグが選挙を左右？

による確率的で類型的な判断からの自由」を保

「（3）“more date”と生まれによる差別」ですが、

障したものと考えてよいかと思います。

この部分は時間の関係上簡単に申しあげます。

もちろんこれには例外もありますが、時間の

ここで強調しておきたかった点は、結局、ＡＩ

関係上、この例外につきましては省略させてい

社会というのは「もっとデータを」という社会

ただきます。

だということです。つまり、ＡＩの予測精度と

わが国においても、シナリオのような事態を

――いわば賢さとデータの量というのは完全

回避するために、今後ＧＤＰＲのような手続を

な比例関係に立つわけです。データの量がふえ

講じることが必要になるかと思います。実際、

ればＡＩは賢くなり、データの量が減ればＡＩ

一部の企業はすでに採用や融資にＡＩプロフ

の予測精度は落ちるという関係です。そうしま

ァイリングを導入しているわけですから、こう

すと、もっとたくさんのことをＡＩは知りたい

した手続を整備することは不可欠であるとも

という、そういう自然的欲求にかられるわけで

言えると思います。

す。

このような手続は確かに自己情報コントロ

そうしますと、例えば、過去の若気の至りの

ール権から直ちに導かれるものではありませ

ようなものがその人の信用力と相関している

んが、この権利の基本理念は、制度の構築のた

とＡＩが考えた場合に、その若気の至りはやは

めのドライビング・フォースになるとは思いま

り評価に使いたいということになる。むしろ予

す。と申しますのも、自己情報コントロール権

測精度を上げるためにそうしなければならな

の考え方は、ＡＩが評価のために用いる情報を

い。おそらくＡＩはそう判断するだろうと思い

制約することと関連します。例えば就職を希望

ます。

する企業に対してみずから開いた、例えばエン

あるいは、保険のリスクを評価する、スコア

トリーシートにみずから記入した情報以外の

リングする際に、遺伝情報が有用だ、相関して

情報が、ＳＮＳなどから収集され、評価に使わ

いるということになったときに、ＡＩは、遺伝

れたとすれば、あるいはアルゴリズムが完全に

情報を使うのは当たり前だと考える。相関関係

ブラックボックス化しているとすれば、自分の

があるのに使わないというのはわざわざ予測

情報を出し引きしながら、主体的に自分のペル

精度を下げるようなものですから、それは使い

ソナをつくり上げる機会が奪われることにな

たいということになる。しかし、若気の至りと

る。

いうものは誰にでもあるわけで、おそらくここ

こう考えますと、自己情報コントロール権の

にいる皆さんもにも忘れてもらいたいことが

発想というのは、ＧＤＰＲが要求するような、

ある。しかし、それをいつまでも相関関係があ

どのような情報が評価に使われるのか、どのよ

るということで使っていると、その人はずっと

うなロジックが用いられているのかを一定程

過去に拘束されてしまい、人生を再創造してい
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くことができなくなる。先ほどの「ノンフィク

を掲示しておく。ほかのグループのユーザーに

ション『逆転』判決」がいう人生をやり直す自

はそういうものを掲示しない。この実験で、そ

由を妨げる可能性もありますし、遺伝情報の場

ういう情報を掲示した者の投票行動は促進さ

合には、相関しているからといって、そういっ

れることがわかったわけです。

た自分が選択・修正できない、親から受け継が

そうすると、ジットラインというハーバード

れたものを使うということになると、かつて存

の先生は「ザッカーバーグは選挙結果を左右で

在したような「生まれによる差別」を引き起こ

きる」と言うわけです。つまり、フェイスブッ

すように思います。この点は、憲法のリスクと

クのいろんな「いいね！」ボタンから、その人

密接に結びついているように思うのです。

の政治的傾向・信条をプロファイリングする。

レジュメの「（4）民主主義へのリスク」では、2

ザッカーバーグ自身の好みと合った、ザッカー

点ほど申しあげたかったことがあります。

バーグの支持政党と同じ政党を支持する者に

一つは「フィルター・バブル」ということで

のみ特定の情報をフィードすれば、その人たち

す。これはイーライ・パリサー（Eli Pariser）

のみをプッシュできるということです。これを

というアメリカの論者が使っている言葉です。

ジットラインは「デジタル・ゲリマンダリング

われわれがインターネットなどをみています

だ」と称して、その問題性を指摘した。こうし

と、自分の好みに合った情報のみが送られてき

た投票行動の操作もプロファイリングの問題

ている。つまり、自分の好みに合わないとＡＩ

と密接にかかわる。民主主義の一つの危機と言

が判断したものについてはフィルタリングさ

っては大げさかもしれませんが、リスクかもし

れている。そういうバブルの中にいるというよ

れないということです。

うなお話です。確かにニュースのポータルサイ
トなどをみていますと、実はトップニュースは

ＡＩが憲法の基本原理におよぼすリスク

みんな同じものをみていますが、トップニュー

最後に「3.憲法改正の意義」を説明して終わ

ス以外は、人によって違うニュースが表示され

りにしたいと思います。

ています。そうしますと、パリサーや憲法学者

これまで申しあげてきましたように、ＡＩ社

のキャス・サンスティンなどは、このように同

会の「予測」と「個別化」というのはよい面ば

じものに囲まれていると人はその考え方を極

かりではありません。特にＡＩを用いたプロフ

端化させていく、そうすると、自分の考えと異

ァイリングを無制約に認めますと、深刻な社会

なる他者と対話できなくなる、と指摘していま
す。これを「集団分極化」と呼んだりします。
これは深刻な社会的分断を招くのではないか。
フィルター・バブルの中に閉じ込められるとい

的排除や民主主義へのリスクをもたらす可能
性があります。ＡＩの法的問題というと、自動
運転で事故を起こした場合、誰が責任をとるの
か。ＡＩなのか、製造者なのか、運転者なのか

うのは自分では気持ちいいかもしれない。自分

ですとか、ＡＩの著作物について誰が権利を持

の好きな情報に囲まれていますから。しかし他

つのかといった民事上の問題がよく論じられ

者との接触機会を減じられるということは、民

ます。一方、憲法上の問題は日本ではあまり議

主主義との関係で問題になりうる。
もう一つ、「デジタル・ゲリマンダリング」。
これは先ほどお話をしたことと関連していま
す。実はフェイスブックを使った実証実験が、
2010 年 11 月のアメリカの連邦議会議員選挙の

論されません。しかし、これまでほんの一部の
みをご紹介しましたが、ＡＩプロファイリング
というのは、個人の尊重原理や国民主権原理と
いった憲法のいわば基本原理に重要な、それも
消極的な影響を与えるというわけです。

中間選挙で行われています。これはフェイスブ

このようなことに思いをいたしますと、「自

ックユーザーを二つに分けるわけです。一つの

己情報コントロール権」的な発想がことさらに

グループには、あなたの近くの投票所、そして

重要になるのではないか。現代社会では、我々

投票にすでに行った友達のプロフィール等々
14

はスマートフォンを常に携帯し、常に情報ネッ

もちろん、憲法に書き込まれれば万事オーケ

トワークシステムとつながっている。イタリア

ーということではありません。憲法に書き込ん

の哲学者ルチアーノ・フロリディの言葉をかり

だとしても、裁判所がその条文を解釈し、新た

ますと、我々はネットワークシステムに常に

な判例法理を積み上げること、立法府がその理

「埋め込まれた」状況にあります。こうした状

念を社会的に実現、具体化するための立法を行

況を踏まえますと、古典的なプライバシー権的

うこと、これらが当然必要になります。しかし、

な理解には限界があると言わざるを得ません。

新たな憲法条文がこうした判例法理の形成や、

私生活が曝露され、他者の視線にさらされるこ

立法を指導し促すことは期待できる。

とから自由でいられるだけでは明らかに不十

先ほどご紹介したようなＡＩプロファイリ

分です。

ングが与えるリスクを踏まえれば、憲法に新た

ポイントは、ＡＩ社会では情報のフローとス

な条文を起こし、こうした判例法理や立法によ

トックが常時繰り返されているということ。そ

る制度形成のペースを早める、ある種の立法事

こにおいて私たちの情報が常に収集され、ＡＩ

実ならぬ憲法事実も存在するのではないか、こ

に供給され、プロファイリングされ、重要な評

れが私の差しあたりの結論になります。その際

価決定の基準となっていることにあります。そ

に、慎重に検討しなければならないポイントが

こでは、情報サイクルの中にあって、いかに個

三つあります。

人の主体性を確保できるかが重要になるかと
思います。ネットワークシステムに埋め込まれ、
ただＡＩに情報を提供するだけの存在になる

情報先進国として「自己情報コントロール権」の明記を
例えば、2012 年の自民党の憲法改正草案が

のか、それとも、ネットワークシステムの中で

「何人も個人に関する情報を不当に取得し、保

なお主体性を確保し、ＡＩを「使う」存在にな

有し、又は利用してはならない」と規定した際

るのか、その鍵は、自分の情報を主体的にコン

に、報道の自由などに対する制約になってしま

トロールする能力にあると思います。自己情報

うのではないかといった懸念もみられました。

コントロール権は無節操なＡＩプロファイリ

しかし、憲法上の権利、自由も絶対無制約のも

ングへの「対抗」になり得るのです。

のではありません。公共の福祉の観点から制約

もちろん、さきに申しあげましたように、自

されますから、憲法に書かれたからといって、

己情報コントロール権を提唱してきた学界と
判例とのギャップは実はそれほど大きくなく、
これまでの判例法理を発展させることで、現在

いついかなる場合でも絶対的に認められるわ
けではない。もちろん、報道の自由や表現の自
由など他の憲法上の権利と慎重に衡量される

の憲法のもとでも自己情報コントロール権的

ことになります。もっといえば考量されなけれ

発想を花開かせることは可能だと思います。そ

ばならない。

して私たちはそのような方向で当面は努力す

このような制約の場面を改正の議論の際に

べきだと思います。そうであれば、憲法に新た

前もって丁寧に議論していくことで、無用な心

に書き込む必要などないのではないかという

配を取り除く必要があると思います。

見解もあり得ます。

次に、どう条文化するのかということも問題

しかし、学説と判例との間にギャップがある

になります。私はこれまでの判例法理をただ書

こと、判例が表層においてはなお古典的プライ

き込むだけ、つまり古典的プライバシー権の形

バシー権に執着しているようにみえること、個
人情報保護法制もその指導理念が明確でない、
これらのことは明らかです。憲法に自己情報コ

式を書き込むだけならばやめたほうがよいと
思います。例えば「何人も私生活上の自由とし
てみだりに何々されない自由を保障される」と

ントロール権の考え方を書き込み、裁判所や立

いうのであれば、現在の判例法理でも十分に承

法府を方向づけることは決して無意味ではな

認されているため、わざわざ書く必要がありま

いように思います。
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せん。むしろそれを書いたことによって「その

例がないから憲法改正は必要ない」という議論

水準でよいのだ」ということになり、現状を追

への反論になると思います。むしろわが国は、

認するだけのものになってしまう。プライバシ

プライバシー保護のレベルにつき、欧州委員会

ー権の発展がかえって妨げられる可能性があ

から十分性認定を受けるのに時間がかかり、Ｅ

ります。そうなると、自己情報コントロール権

Ｕの域内企業とデータのやりとりをする日本

的な思考を書き込むべきだということになる。

企業はそれぞれ個別の対応を迫られてきたの

例えば「何人も公共の福祉に反しない限り、自

です。このことを踏まえますと、自己情報のコ

己の情報を管理する自由を有する」と書くこと

ントロールないし管理について憲法レベルで

などが考えられるかと思います。

書き込むことにより、他国からの信頼を集め、

また、他国の憲法をみても、憲法レベルで自

企業が国際間でデータをやりとりすることが

己情報コントロール権ないし個人情報保護ま

容易になるかもしれません。このことはデータ

で規定しているものは少ない。このことは、そ

の利活用を推進する立場とも矛盾しません。

れを憲法に明記することが不要であることを

実は、現在特にＥＵを中心とする国際的な基

示しているのではないかという見解もあるか

準に日本のプライバシー水準を合わせるに当

もしれません。もちろん、古典的なプライバシ

たり、個人情報保護委員会が努力を積み重ねて

ー権、私生活上の自由というものを憲法に保障

きています。私は同委員会の活動に敬意を表す

している国は少なくないわけであります。実は

る者の一人でありますが、実は独立性の高い、

日本国憲法も、21 条の 2 項で「通信の秘密」、

いわゆる三条委員会の一つである同委員会の

35 条で「住所の不可侵」を規定しているわけ

独自外交によるすり合わせには、民主的な正当

で、プライバシー権に関する規定を持っていな

性が欠ける、あるいは民主的な正当性が薄くな

いとは言えません。

るという問題があります。

ですからポイントは、自己情報のコントロー

つまり、他国で成立したプライバシー水準が、

ル、あるいは個人情報保護の規定を憲法の中に

内閣や国会ではなく、この委員会を窓口にして

持つかどうか、あくまでもこの点にある。プラ

わが国に流れ込んでくる。それに対する私たち

イバシー権を書くかどうかではないわけです。

主権者国民の関与、同意はどうなるのか。それ

その点で、個人情報の保護や自己情報コント

はいわば押しつけではないかという問題です。

ロールまで書いている国が少ないからこそ、情

憲法レベルでの規定は、こうしたグローバリ

報先進国として書く意味があるとも言えそう

ズムに対して主権者国民の同意、あるいは民主

です。また、そもそもこうしたことまで書いて

的正当性を与えるようにも思います。その意味

いる国がないわけではない。スイスなどはそう

でも、仮に改正まで行かなかったとしても、こ

ですし、何よりＥＵというのは「欧州基本権憲

うしたグローバルなデータ流通の問題まで含

章」で個人情報保護を規定しています。

めて、憲法レベルで議論することの意義は非常
に大きいように思います。

また、そのＥＵには、何といってもことし 5
月に施行されるＧＤＰＲがあります。プロファ

以上、憲法改正論議との関連で新しい人権の

イリングや自動処理のみに基づく決定に服し

一つとしてカテゴライズされるプライバシー

ない権利を組み込んだＧＤＰＲは、加盟国を拘

権、特に自己情報コントロール権の性格や現状

束するわけですから、加盟国にとっては国内法

について、私なりのご意見を申し述べさせてい

以上のいわば憲法的な意味を持ちます。そうし

ただきました。

ますと、ＥＵ加盟国を含む多くの国が憲法レベ

ご清聴どうもありがとうございました。

ルで個人情報保護の規定を持っているという
ことにもなり得ます。
また、このことは少なくとも「他国に多くの
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◆ 質 疑 応 答 ◆

質問

個人とは何か、個人の主体的な判断っ

て一体何なのかということを、憲法を通じて深
く考えさせられるお話でした。

司会 どうもありがとうございました。非常
に興味深い、私ぐらいの年で古い頭ではちょっ

翻って、学説と実務のギャップとおっしゃっ

と想像もつかないようなプライバシー権の現

たんですが、学説と政治の現場のギャップも大

状について――我々は簡単に「新しい権利とプ

変大きいのではないかと思うのです。自民党で

ライバシー権の議論をやったらいいんじゃな

は現在、当面の改憲 4 項目ということで、きょ

いか」なんて言うんですけれども――最先端の

うのような議論は棚上げされています。2012

お話をいただきました。

年の憲法改正草案によると、13 条のところで、
肝心の個人のところですね、「全て国民は個人

私から一問だけ聞かせていただきます。

として尊重される」というところを「個人」で

このようにどんどん技術が速いスピードで

はなく「人」という言葉に置きかえるという案

進んでいくときに、先生は憲法に書き込むこと

を提示しており、これが論議の種になっている。

の意義はあるというお立場でお話しになられ

ちなみに安倍総理は昨年の国会答弁で「この表

ました。これは技術がこんなに急速に進んでい

現の変更については特段の意味はない」と答弁

る中で、憲法で対応することが可能なのか、そ

をしています。この論点についてどのようにお

れとも法律レベルでやったほうがいいのか、あ

考えになりますか。

るいは判例を積み重ねていくことに期待を持

山本

つほうがいいのか――技術のスピードとの関

大変重要なご指摘だろうと思います。

やはり情報のコントロールというのは、主体的

連はどのようにお考えでしょうか。

な個人像、主体的に選択できる、あるいはすべ

山本 ご質問ありがとうございます。

きだという主体的な「個人」というものを前提

結論から言うと、おそらく非常に多層的な対

にしています。「個人を重視する」という発想

応が求められている。つまり、憲法と法律と、

に立っているわけです。だからこそ、ヨーロッ

そして例えば規則、あるいはガイドライン、こ

パで情報自己決定権、まさに情報を自分で決定

ういったいろんなレイヤーによる対応が迫ら

していくという考え方が普及した。それは、非

れる。技術が非常に速く発展していく問題につ

常にヨーロッパ的な個人の主体性を重視する、

いては、おそらくどれか一つではなくて、多層

あるいは個人の尊厳というものを重視する考

なレイヤーをどう協働させていくのか、コラボ

え方に基づいているのかなと思うわけです。

レーションしていくのかということが非常に

私自身もそういった考え方の重要性を感じ

重要なことだろうと思います。

ている者の一人です。その点で、自民党の憲法

ですから、憲法に書き込む場合にも、実はあ

改正草案「何人も個人に関する情報を不当に取

まりに具体的に書き込んでしまうとそこでス

得し、保有し、又は利用してはならない」、こ

タックしてしまうことがあるわけです。あくま

れは実は個人の権利として書かれているわけ

でも憲法ですから、ある種ゆとりを持って書く

ではない。つまり、「何人も」というのは、こ

ことになると思いますし、それをやや具体化し

れは政府ないし企業のことを基本的には意味

た形で法律があり、そしてさらに個別具体的な

しているのでしょうが、そういったものが「し

技術に対応したようなガイドラインになる。こ

てはならない」という義務規定として書かれて

の多層的な問題解決の方向性が非常に重要に

いる。これはまさに、いまおっしゃったような

なってくるのではないかなと考えています。

「個人」という言葉をいじったということと実

司会 ありがとうございます。では会場の皆

は連動している可能性があるわけです。個人に

さんから質問を受けたいと思います。

権利を認める規定ではない。いまの日本国憲法
の個人の自律性、主体性を認めるという考え方
からすると、実はこの改正草案の言葉には違和
17

感を覚えます。

ジネスモデルになっていますし、そのプロファ

そういう点ではやはり、これもちゃんと詰め

イリングを非常に厳しく制限するような規制

て言葉を考えたわけではないわけですが、例え

は経済の発展をそいでしまう側面があるのか

ば先ほどお話をしたように、「何人も公共の福

なと思います。

祉に反しない限り、自己の情報を管理する自

ですから、どのような形でプロファイリング

由」、こういった個人の主体性を強調する形で

について――「規制」という言葉が適切かどう

書くことが重要になってくるのではないかな

かわかりませんが――規制をかけていくのか、

と考えています。

ということがあるわけです。しかし、指摘され
たようにあくまでも日本国憲法のもとで行わ
れることですから、情報を集めてとにかく経済

質問 検討課題の中で「報道の自由」との配
慮という話がありました。ヨーロッパだと結構、
自己コントロール権が確立しているというこ

発展をしなければいけないという経済合理性
の理念のみで動いていくこともまたできない
わけです。やはりプライバシーとのバランスが

とですが、ヨーロッパの先行事例はどんな感じ

重要なのかなと思います。

になっているんでしょうか。

ですから、おそらく情報経済圏ということを

山本 私自身、そこまでヨーロッパの細かい

考えれば、今後、ＥＵの情報経済圏、アメリカ

裁判例を、いま手元に資料もございませんので
はっきりしたことはお話しできないのですが、
ヨーロッパでも当然、プライバシーですとか名

の情報経済圏、そして中国、この三つ巴の争い
になってくると思います。日本がどこを参考に
していくのか、ということは一つ重要な課題に

誉と、表現の自由との調整というものは問題に

なってくるのだろうと思います。

なってきているわけで、常にプライバシーです
とか名誉のほうが勝つということではない。そ

ただ、繰り返しになりますが、日本国憲法下

ういう意味では、個別の事案ごとに丁寧に衡量

においてはその両者のバランスをとることが

していくという考え方に立っているのかなと

重要だと思いますし、そういう意味では、中国

いう印象を持っています。

のようにプロファイリングをやりたい放題と
いうことになってはいけない。それによって経
済活動が多少制約されるとしても、それはやむ

質問 ＥＵのＧＤＰＲが進んでいますが、非

を得ないことだと受け入れるしかない。憲法の

常に気になるのが、中国でプロファイリングと

立場からはそう言わざるを得ないと思います。

いいますか、いろんな個人の格付が進んでいる
と。日本の全体の動きとしてはＧＤＰＲなども

質問

にらんでいると思いますが、一方で、中国の動

最近は「ポスト・プライバシー」とい

きが非常に効率化していって、科学的なプロフ

う言い方もされて議論がされていますので、理

ァイリングは経済の効率化につながると、その

解しやすい提示をしていただいたと思います。

裏で、日本の経済でも闇プロファイリングみた

伺いたいことはいくつかあるのですが、一つ

いなものが進まないとも言えないなと思うの

は、自己コントロール権について。単にコント

です。それがどうやって担保されるのか、ある

ロールする権利ではなくて、主体的にという点

いは、中国は日本とは人権、憲法も違うので、

が非常に大事だと思うのです。この 20 年くら

日本に波及することはないとお考えなのか、そ

いの、少なくともインターネットが始まってか

の辺の懸念といいますか、その可能性について

らの社会の動きをみますと、人々が自分の情報

お聞かせください。

について果たして主体的になれるのだろうか、

山本 ありがとうございます。そこも非常に

という悲観的な見方を持っています。
「nothing

重要なポイントなのだろうと思います。プロフ

to hide」、自分の情報は何も隠すものがないよ

ァイリングというのがいま、おそらく一つのビ

という言い方で一般の方々がどんどん無自覚
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的に情報を提供してしまっていることに対し

価したことを後から追っかけてきて、そのＡＩ

て、悲観、楽観両方あると思いますが、どのよ

がどういうプロセスで評価したのかを明らか

うにご覧になりますか。

にするＡＩ、つまり「説明ＡＩ」と言われてい

もう一つ、コントロールする場合には結局、

るものも開発されつつあるわけです。

権利侵害があることを自覚しない限りコント

ですから、人間が主体的に選択できるために

ロール自体が及ばないと思います。非常に複雑

は、ある種ＡＩですとか、あるいはシステム構

なネットワークの中で、自己情報がどのように

造というものにも頼らなければいけない。そこ

使われたり、あるいは公表されたりということ

にも人間と AI との補完的関係が出てくるのか

を、つまりは具体的には侵害されたという事実

なと思っています。

を、どうやって把握したらいいのかということ

最初の点はこれもまた非常に重要なことで

が非常に難しくなっているのではないか。具体

して、特に日本人はそれほど主体的に情報をコ

的な方法があるのでしょうか。いまお気づきの

ントロールしたいと思っていないのではない

点があれば伺いたいと思います。

か、ということがよく指摘されるわけです。こ

山本 ありがとうございます。大変重要なご

れは慎重に検討しなければならないのだろう

質問をいただいたと思います。

と思います。

最後のほうからお話をしますと、やはりＧＤ

というのは、例えば以前は「日本人の訴訟嫌

ＰＲをみますと――もちろんＧＤＰＲが絶対

い」みたいなことが言われていたわけですね。

的にすばらしいのだと思っているわけでは必

そこでは、それは日本人の性質なのか、それと

ずしもないわけですが――、一つの参考モデル

も制度がちゃんと用意されていないのか、どち

として参照いたしますと、ＧＤＰＲはプロファ

らなんだという議論があったわけです。いまわ

イリングの異議を申し立てる権利ですとか、あ

れわれは、自分の情報をコントロールすること

るいは自動処理のみに基づいて決定されない

を諦めてしまっているところがあるのではな

権利というものを組み込むのとコインの裏表

いか。つまり、選択をしようと思っても選択が

で、透明性を重視するわけですね。つまり、実

できない複雑な構造になっている。プライバシ

際にプロファイリングをやっているのかどう

ーポリシーもざっと長く書いてあるけれども、

かとか、そういったことを告知しなければいけ

基本的には誰も読んでいないわけです。少なく

ないということをかなり強調しているわけで

とも私は、正直にもうしまして全部熟読しては

す。

いないわけですが、
「同意」をクリックしてし
まう。

ですから、透明性とセットで考えないとまさ
に権利行使できない。つまり、中で何をやって

そういう意味では、説明の仕方、あるいは告

いるのかわからないということになってくる

知の仕方がやはりわかりにくいということも

わけですから、おそらく透明性であるとか、あ

あるでしょうし、例えばある部分についてオプ

るいは説明責任というものをどうデータの管

トアウトしたいと考えても、なかなかそのオプ

理者の側に課していくのか、ということも非常

トアウトの手続まで行けない。ですから、本当

に重要になってくるのではないかと思います。

に日本人が主体的に選択したくないのか、した

あとは、先ほどのアルゴリズムのブラックボ

いと思っているのだけれども、そのための仕組

ックス化との関係では、例えばＡＩの評価に対

みや制度が用意されていないのか、ここは非常

して異議を申し立てるときに、そのアルゴリズ

に慎重に見定めていかなければいけないこと

ムがどういうものなのか、ＡＩがどういうプロ

だと思います。逆に言うと、そういう制度さえ

セスで評価したのかということが少なくとも

用意しておけば選択しやすくなるし、日本人も

ある程度わかっていないと異議を申し立てる

主体的に選択するかもしれない。これは一つ重

こともできなくなってくる。近年は、ＡＩが評

要なポイントだろうと思います。
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もう一つ言っておくと、先ほどの「モアデー

あるなと。判例を重ねるにも、最高裁は下から

タ社会」においては、データを集めることが非

上がってこないと判断を出せないわけです。そ

常に重要です。そうすると、非常にうがった見

こで、どういった訴訟を提起したら、水脈を活

方をしますと、集める方としてはわかりやすく

かすような判例が期待できるのか。どのような

しないほうがいいわけです。つまり、わかりや

前提を置けばやりやすいのではないか、という

すくオプトアウトの手続を用意してしまうと

ことを教えていただきたい。それから、プライ

データがとれなくなってしまうので、そこは微

バシーの権利、自己情報のコントロール権を憲

妙な駆け引きになってくる。ですから、どのよ

法に書き込むとなった際には、それとセットで、

うにわかりやすいオプトアウトの仕組みを用

言論の自由、出版の自由の優位性を書く必要が

意するのか、デザインしていくのかということ

あるんじゃないかという感想を持ちました。合

がまず求められるのかなと思います。

衆国憲法のように、言論の自由の優位性をもっ
と明示して書く必要性があるのではないかと

一つ一つのデータ、情報をコントロールする

思うのですが。

のは現実的にはかなり難しくなってくるとい
うのは、そのとおりだろうと思います。そうし

山本

非常に難しいご質問をいただきまし

たときに総務省などでも議論されている、いわ

た。後者については、実は私も、例えば「自己

ゆる情報銀行などがありますが、例えば、ある

情報コントロール権」という言葉を使うかどう

自分の情報をマネジメントしてくれるような

かは別として、こういう考え方を憲法に書くと

ネットワークシステムが複数あるとします。Ａ

きにどのように書くべきなのかということは

というネットワークシステムは、自分の傾向、

いろいろ悩んでおります。先ほど少し触れまし

嗜好というものをわかってくれている。だから、 たように「公共の福祉に反しない限り」という
ここに預けておくといい。Ｂというシステムに

留保を入れておいたほうがいいかなと思って

預けておくと自分のプライバシー選好とは違

います。例えば「表現の自由」にはこういった

うような取り扱いをされてしまう。こういうこ

留保は入っていないわけですね。他方で、憲法

とがあるわけですね。

22 条の「職業選択の自由」については「公共
の福祉に反しない限り」となっている。

そうすると、一つ一つの情報をコントロール
することは難しいとしても、つながる情報ネッ

そこは考慮しなければいけない何かという

トワークを選ぶことはあり得るわけです。Ａと

ことをある種、憲法は示唆をしているわけです。

いう情報銀行を選ぶのか、Ｂという情報銀行を

「自己情報コントロール権」的なものを憲法に

選ぶのか。自分がつながるネットワークシステ

書く場合に、報道の自由を必ずしも書かなくて

ムを選ぶということも一つの主体的な選択で

もよい。しかし、「公共の福祉」のような対立

す。それは一つ一つの情報をコントロールする

利益とバランスをとるべきだということを文

というよりも、その取り扱い方について個性の

面上示唆する何かを書いておくことのほうが

ある複数のネットワークシステムの中から一

いいかなと、現状では考えています。

つを選択するということなのかもしれません。

訴訟についてですが、これは非常に難しいの

「コントロール」という言葉も、場合によっ

ですが、どうなんでしょう･･･。例えばＧＰ捜

てはそういう広がりを持った言葉として理解

査の判決が最高裁で出ましたが、ああいったも

できるのかもしれないということです。

のをどのように評価していくのかにかかわっ
てくると思います。

質問 最高裁の判例変更、表層的にはまだこ

あの事件で問題になったのは、警察が車にＧ

だわっているというような書き方をされてい

ＰＳ装置を取りつけて、継続的、網羅的に監視

るが、「水脈がある」と。そこの水脈をかなり

したということでした。そのような事案では、

積極的に読み込む内容になっていて可能性が

確かに外部に何か私生活上の秘密がさらされ
たということではなくて、まさに網羅的、継続
20

的監視ということがポイントになってくるわ

て恐縮ですが、プライバシーの出どころという

けです。そういう事案でどう判断するのかが最

のは、おそらく憲法 13 条の「個人の尊厳」で

高裁にとっておそらく悩ましいところで、「古

すとか「幸福追求」になるのだろうと思います。

典的プライバシー権」に執着していた場合には

その点では基本理念は同じだと思いますけれ

なかなかそれを権利侵害とは言いにくい。その

ども、保障の程度や保障のあり方はおそらく官

あたりの、外部に何かがさらされることを伴わ

と民で変わってくるだろうと思います。

ない、情報の網羅的、継続的収集というものが

公権力の行うプロファイリングには憲法の

最高裁を試す一つ試金石になるのかなと思い

デュープロセス条項が絡むので、憲法上説明が

ます。

求められる。他方で、民間の場合には憲法上の

ちなみに、最高裁はＧＰＳ判決では網羅的・

要請が直接効いてきませんので、結局は形式的

継続的収集の問題性を指摘したけれども、しか

に人間が関与するにとどまってしまうのでは

し、車に取りつけたという行為、これはトレス

ないかという、多分そういうお話だと思います

パスドクトリンとアメリカで言われているも

が、実はＧＤＰＲは、そのあたりをとても気に

ので、財産権への侵害を一つ乗せてプライバシ

しているように思えます。どういうことかと申

ー侵害を構成している。情報プライバシーとい

しますと、このＧＤＰＲのプロファイリング等

うところにかじを切る前に一つ何かを用意し

につきましては、昨年の 10 月にガイドライン

ているわけですね。

が出まして、その中の「自動処理のみに基づい

例えば企業が、就職希望者のＳＮＳ情報を集

て決定されない」というところでこう述べてい

めて就職の判断をしましたというようなケー

るわけです。「自動処理のみに基づくというの

スは、ＳＮＳ情報というのはそもそも公開情報

は決定プロセスにいかなる人間の関与も存在

ですから、自らさらしているわけですよね。こ

しないということを意味するけれども、管理者

ういったものを継続的に集めてプロファイリ

が人間の関与をでっち上げることにより 22 条

ングしたということを例えばプライバシー侵

を潜脱することはできない」。

害として争ったときに、最高裁はどう判断する

例えば、結果への実際上の影響を考慮するこ

のか。このあたりも一つの試金石になるように

となしで自動的に生成されたプロファイルを

思います。

「決まって」個人に適用するような場合、それ
は自動化された処理のみに基づく決定として
みなされてしまう。つまり、ＡＩの評価にその

質問 いまのお話にも関連しますが、プロフ

まま判を押してしまうような、右から左に流す

ァイリングをやる主体として、民間企業が採用

ということは、自動化された処理のみに基づく

活動とか、あるいは保険会社が審査とか、そう

決定としてみなされるのだと言っていますし、

いう民間企業が主体となるプロファイリング

人間の関与として認められるために、管理者は、

と、ＧＰＳのケースみたいに公権力が主に捜査

決定の監督が単なる名ばかりのジェスチャー

の手段として使うプロファイリングがありま

ではなく実質的なものであることを保障しな

す。民間企業が行うプロファイリングについて

ければならない。それは決定を変更する権限や

は、その企業が「いや、プロファイリングはや

能力を持つ者によって実行されるべきである、

っていますけれども、それはあくまでも参考で

ということもガイドラインで言っています。

あって、最後は役員会で総合的にあなたを不採
用に決めました」と言われると、もうそれ以上

ですから、まさにこの部分が本当に担保され

反論とか抗議もできないのかなと思います。そ

るかどうかはなお疑わしいところもあります

のあたり、官と民を分けて考えるべきなのか、

が、しかし、実質的に人間が関与することを制

いかがでしょうか。

度的にどう担保しようかというチャレンジは
そこからみてとれる。実質的な関与を求める方

山本 非常に一般的な、抽象的な回答になっ

向で考えているということはガイドラインか
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ら読みとれるように思います。

うことを言っている。ただ、この区別をあきら
めるというよりも、まず制度的にこの区別を担

仮に同様の規定を設けた場合には日本でも

保する努力をしていくべきだと思います。

同じような問題が生じると思います。アメリカ
では一部の州で、刑事裁判でＡＩプロファイリ
ングが使われています。量刑判断の際に再犯の

司会

リスクをＡＩにスコアリングさせているわけ

ありがとうございました。

ゲストブックには「独立自尊」とお書きいた

ですね。それは憲法違反なんじゃないかという

だきました。これについてひと言お願いします。

訴えが提起されて、ウイスコンシン州の最高裁

山本

がすでに合憲という判断を下していますが、条

これは私が慶應義塾に勤めていると

いうことに尽きるわけですけれども（笑）、た

件をつけるわけです。それは、やっぱり最後は

だ、まさに先ほど出た個人の主体性ということ

裁判官が決めなきゃいけないと。ＡＩプロファ

を今後真剣に考えていかなければいけないの

イリングの結果を、
「参照」していいが、
「依拠」

ではないか、特に憲法改正を控えたときに、わ

してはいけない。そういう判決を書いたわけで

れわれ一人一人がこの問題について主体的に

すが、多分同じような問題が起きてくる。

考えることが重要なのではないかということ

つまり、「参照」と「依拠」はどう違うの？

を込めたかったのです。

ということですよね。それはハーバード・ロー

司会

レヴュウの判例評釈をみますと、そんなの無理

はい、きょうは本当に貴重なお話をい

ただきましてありがとうございました。
（拍手）

だと。参照と依拠は区別できない。結局、裁判

（文責・編集部）

官はそのスコアに依拠してしまうだろうとい
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シリーズ研究会「憲法論議の視点」

新しい人権（プライバシー、ＡＩ、環境権など）
山本龍彦（慶應義塾大学）

Ⅰ． はじめに
→「プライバシー権」がおかれている現在的な＜状況＞を正確に理解し、わざわざ憲法典に書き
込む必要性や意義について真剣に検討しておく必要がある。

Ⅱ．プライバシーの権利
１．学 説
（1）古典的プライバシー権──他者の視線に晒されない権利
・プライバシー権の源流：ワレン＆ブランダイス「プライバシーの権利」
（1890 年）
→プライバシー権を、
「私を一人にして（let me be alone）
」と言える権利として捉えたうえで、
写真や印刷技術の向上を背景に興隆したイエロージャーナリズム（扇情的報道）への対抗として、
私生活を勝手に暴露・公表されない権利の重要性を主張するもの。
→私生活を他者の視線に晒されないこと（「古典的プライバシー権」）
・日本におけるプライバシー権の源流：『宴のあと』事件判決（東京地判昭和 39〔1964〕年 9 月 28
日下民集 15 巻 9 号 2317 頁）
→「私生活をみだりに公開されない権利」として（民事上の人格権として）承認。
→上記権利は、
「今日のマスコミュニケーションの発達した社会では個人の尊厳を保ち幸福の追求
を保障するうえにおいて必要不可欠なものである」
（同権利を憲法に基礎付ける）
。
※プライバシー権は、そのはじまりから、憲法に基礎付けられるものとして提示されていた。

（2）自己情報コントロール権
・情報論的転回（1970 年代）
→学界では、情報通信技術の発展を背景に、
「情報」を中心に置いたプライバシー権論が主張され
るようになる。
・情報論的転回の背景
①個人に関する情報の収集・集積・連結が技術的に容易になることによって、
「私生活」が、本人
の与り知らぬところで――本人の知覚できないところで――他者から眼差されるリスクが増大し
た。
→本人の知覚できない場所で私生活が知られてしまうという事態を防ぐために、自分の情報を本
人がしっかりコントロールできることが重要であると認識されるようになる。
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②我々は、私生活上の秘密を、特定の誰かに選択的に開示し、共有することで、その相手との親
密な関係を築くことがある。
→我々は、自分のプライベートな情報を、相手を選んで「出し引き」しながら生きている（
「隠す」
一方ではなく、むしろ主体的に「選んで」いる）
。相手によって特定の情報を開示するか否かを積
極的に選択・コントロールしながら生きている（佐藤幸治）
→自分の情報を「出し引き」しながら、特定の相手とどのような関係を築くかをはかっている。
その意味では、関係性の権利。この戦略的な関係性は、我々が社会生活を自律的に歩むうえでき
わめて重要（ペルソナ論）
。
→自己情報をコントロールすることの重要性（自己情報コントロール権）
③民主主義の維持
→監視による萎縮効果（活発な言論の縮減）
・自己情報コントロール権における「権利侵害」
→他者の視線に晒されるという事態が生じていなくても、自己情報に対するコントロール性を奪
われるとき（自らが「開いて」いない相手に情報を知られるなど）に権利が侵害される。
→情報通信技術の発展はコントロール性の喪失をもたらす。
・学界におけるコンセンサス
→憲法学界では、1970 年代以降、プライバシー権を自己情報コントロール権として捉える見解が
通説化。
「他者に対して自己を開いたり閉じたりする能力〔の〕確保」
（奥平康弘）、多様な「役割
イメージ」を使い分ける「自己イメージのコントロール」（棟居快行）、コントロールすべき情報
を単純情報まで含めてより広く捉えようとするもの（小山剛）、コントロール性を担保するための
アーキテクチャや構造を重視するもの（山本龍彦）など様々だが、
「結局、自己情報の開示・非開
示、そして開示する場合はその内容について相手に応じて自分が決定できることに核心部分があ
り、それは自己情報のコントロールという定義の中に吸収できる」
（渋谷秀樹）。
→バリエーションがあるからといって学界がその定義について混乱しているわけではなく、基本
的には、プライバシー権を「自己情報コントロール権」と捉えることについてのコンセンサスが
形成されている。
２．実 務――遅 延？
→実務では自己情報コントロール権の受容が頑なに拒まれてきた？
（1）個人情報保護法制
・個人情報保護法では自己情報コントロール権という言葉が使われず、同法の通常の解釈におい
ても憲法原理との結びつきはあまり意識されない。
→日本の場合、個人情報保護法が憲法の理念を背負った権利概念との関係を意識的に絶ってしま
ってきたために、何のための個人情報保護なのかわからなくなってしまっている（個人情報保護
それ自体が自己目的化。
「個人情報保護のための個人情報保護」
）
。
→結果的にコンプラインス意識も低下
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※プライバシーといえば情報セキュリティ

（2）判 例

．．．．．．．．．．．
・最高裁は、プライバシー権を、本人が知覚し得る状態で他者に私生活を眼差されない――他者
の視線に晒されない――という古典的プライバシー権の延長で理解。
・京都府学連事件判決（最大判昭和 44〔1969〕年 12 月 24 日刑集 23 巻 12 号 1625 頁）
→憲法 13 条を根拠に、対国家との関係でも、憲法上、「個人の私生活上の自由の一つとして、…
…みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」が保障される。
．．．．．．．
→カメラレンズを通して警察官に容ぼうを覗き見られないことを認めたにとどまるという点で、
他者の視線を問題にする、古典的なプライバシー権の枠組みに従ったもの。
・ノンフィクション『逆転』事件判決（最判平成 6〔1994〕年 2 月 8 日民集 48 巻 2 号 149 頁）
→「みだりに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」
。
．．．．．．．．．．．．
→本人が隠しておきたい「過去」を、本人の意識下で他者の視線に晒されたことに法的救済を与
えたという点では、古典的プライバシー権を承認した判決といえる。
・『石に泳ぐ魚』事件判決（最判平成 14〔2002〕年 9 月 24 日判時 1802 号 60 頁）
→顔の腫瘍が小説の出版を通して不特定多数の他者に眼差されること、その眼差しを知覚して精
神的苦痛を感じることを問題にした。
・住基ネット事件判決（最判平成 20〔2008〕年 3 月 6 日民集 62 巻 3 号 665 頁）
→住基ネットが行政機関のネットワーク上で情報を瞬時にやり取りするものであり、そこでは自
己情報に対するコントロール性の喪失が問題になっているにもかかわらず、古典的な権利定式を
引き継ぎ、プライバシー権を、
「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」
と定義。
→このネットワーク内で適切に情報が管理・利用される限り秘匿性の高い情報が他者の視線に晒
．．．．．．
されることはないとの理由で、同権利の侵害を否定（一見、眼差しの知覚を重視する古典的プラ
イバシー権に執着したもののように思われる）
。
・小括
→我が国では、実務において、自己情報を本人が主体的に「出し引き」する、
「コントロール」す
るという意味におけるプライバシー権は正面から承認されていない（未だ古典的プライバシー権
的な理解にとどまっている）
。
→学界と実務とのギャップをどう捉えるか？
３．判例の再読と憲法改正の意義
But 学界のコンセンサスと「判例」とのギャップは、実はそれほど大きくないのではないか。
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→相手に応じて自分の情報を主体的に「出し引き」して、コミュニティごとに仮面（ペルソナ）
を付け替える――自己を演じ分ける――という自己情報コントロール権の基本的発想は、従来の
判例の中にも伏在していた。
・
「私を一人にしておいてもらう権利」の意味
→一時的な隠遁（一時的に「閉じる」という主体的な選択にかかわるもの）
・『石に泳ぐ魚』事件判決
→どのコミュニティないしネットワークに、どういった情報を「開く」かの選択・コントロール
にかかわる事件？
→原告女性は、例えばその文通相手（現在なら SNS のコミュニティ）に対しては、顔の腫瘍を隠
していたかもしれない。つまり、一部のコミュニティには、自己情報をコントロールして、
「顔に
腫瘍のない自分」を演じていたかもしれない。
．．
．．
→ここでは、「顔に腫瘍のある自分」として繋がるネットワークと、「顔に腫瘍のない自己」とし
て繋がるネットワークとを切り分け、コントロールしていた。本判決は、小説による公表という
行為が、こういった本人の「コントロール」を失わせしめた、という点を重視したように思われ
る。
・ノンフィクション『逆転』事件判決
→本判決は、一定の条件（時の経過など）を満たせば、前科を秘匿し、異なるコミュニティに別
のペルソナを提示できること、情報の「出し引き」をしてペルソナを付けかえられることを認め
た？
→前科を「引っ込め」て別の情報を「出す」ということで、人生を再構築する自由を認めた判決
と考えることができる（情報の「出し引き」によって新たなコミュニティと「関わり直す」こと
を認めたもの）
・住基ネット事件判決
→本判決は、ネットワークシステムや構造の堅牢性までを審査し、仮にそれが脆弱で、法令で事
前に示された情報のフローとは異なる情報のフローやデータマッチングが起きる「具体的な危険」
があれば、実際にそれらが起こる前に権利侵害が肯定されると述べた。
→システム構造の脆弱性と権利侵害概念とを関連付けることで、
「コントロール」の実効性を確保
しようとする試みであると評価することもできる？
・小括
→表面上は、古典的プライバシー権の概念に執着しているように見える我が国の最高裁において
も、自己情報コントロール権の発想がないわけではない。
※この水脈を強調していくことで、憲法改正なしで、学界が求めるようなプライバシー水準を実現できる可能性
はある。
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→学界と判例とのギャップは、通常思われているほど大きくはない。

Ⅲ．AI 社会がもたらす憲法上のリスク
１．AI 社会とはどういう社会か？
（1）データ・サイクル
①ビッグデータの収集と集積：大量のデータが収集され、プールされること、
②解析：それが AI によって解析され、我々人間が気付かなかったような事物の相関関係や行動パ
ターンが抽出されること、
③プロファイリング：かかる相関関係やパターンが特定のデータベースに適用され、データベー
スに登録された個人の趣味嗜好、健康状態、心理状態、性格、能力、信用力などが予測・分析さ
れること、
④利用：この予測結果が特定の目的（企業の採用活動や裁判所の量刑判断など）のために利用さ
れること、
⑤追跡：予測結果の妥当性検証のために、データベース登録者の行動が事後的に追跡されること
（2）「予測」と「個別化」――AI 社会の特徴
→AI 社会というのは、
（1）のデータ・サイクルを効率的に循環させていくこと、つまり、できる
だけたくさんのデータを集めて AI に供給し、解析させて、精度の高い「予測」
（プロファリング）
を行う。それにより「個別化」されたサービスを提供すること。
２．憲法上のリスク
（1）センシティブ情報（要配慮個人情報）の迂回的「取得」
・ターゲット社の事例：顧客の購買履歴を使った妊娠予測
・古典的プライバシー権での対応可能性（？）
→予測結果が他者の視線に晒されるわけではない。
・個人情報保護法での対応可能性（？）
→取得に厳格な同意が要求されるようなセンシティブ情報（要配慮個人情報。個情法 17 条 2 項）
も、周辺的な情報をプロファイリングすることで、迂回的に「取得」できてしまう（妊娠、鬱病、
政治的信条 etc.）
。
※個情法 17 条 2 項：
「個人情報取扱事業者は、……あらかじめ本人同意を得ないで、要配慮個人情報を取得して
はならない」

・EU の「一般データ保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）
→データ主体に対し、プロファイリングに対して異議を唱える権利（right to object）を認めた（21
条 1 項）
。
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（2）差別あるいは排除――バーチャル・スラム
・あるシナリオ（山本龍彦『おそろしいビッグデータ』
〔朝日新聞出版、2017 年〕）

通信事業を行う Y 社は、新卒採用に、採用希望者の適性（職務遂行能力）を AI に予測評価さ
せるプロファイリングシステムを導入している。ただし、この予測評価を導くアルゴリズムは公
開しておらず、希望者のどのような情報を、どのようなウェイトで考慮しているのか、外部には
具体的にわからないようにしている。
大学４年生の X は、Y 社への入社を希望し、エントリーシートを送付したが、その後、不採用
を知らせる連絡を受けた。X は、エントリーシートに記入した事項以外の情報（例えば、SNS に
関する情報）も広く AI の予測評価に使われていることを知り、自分の何が AI の評価を下げたの
だろうと悩み始めることになった（SNS で市民運動家の A と「友だち」になっているの悪いのか
とか、数年前に外国の反政府活動家の写真に「いいね」を押したのが悪かったのか、などと諸々
悩むことになった）。どうしても Y 社に入社したい X は、就職浪人することに決め、卒業後にフ
ァースト・フード店でアルバイトを始めた。しかし、翌年も、エントリーシートの送付後に不採
用を知らせる連絡を受けた。X は、試しに、Y 社のプロファイリングシステムと同じシステムを
導入している B 社や C 社にもエントリーシートを送付したが、やはり不採用の連絡を受けた。
X は、思い切って、Y 社に対して、AI の「意思決定」プロセスを開示するよう求めたが、営業
上の秘密に当たるなどとして拒否された。X は、その後も AI に「嫌われる」理由がわからず、自
己改革の方向性もわからぬまま、採用に AI によるプロファイリングシステムを導入していない低
賃金のアルバイト職を転々とした。
X は、アルバイトをしながら独学でビジネスの勉強を始め、30 歳を迎えたときに自ら事業を始
めようと、D 銀行に対してオンライン上で融資を申し込んだ。D 銀行は、融資判断の際に、申込
者の返済率や信用力を AI に予測評価させるプロファイリングシステムを導入している。X は嫌な
予感がしたが、案の定、オンライン上で、D 銀行から融資できないとの回答を受けた。そこでも、
予測評価のアルゴリズムや、融資が拒否された理由などが開示されることはなかった。そのため
X は、融資が拒否された理由が、低賃金のアルバイトを長年続けていたことにあるのか、それと
も別のところにあるのかわからず、途方に暮れることとなった。
X は、その後数年、AI の予測評価システムを導入しているあらゆる組織から疎外され続け、自
らが社会的な不適合な劣った存在であると感じるようになった。X は、自分以外にも、明確な理
由もわからず AI の予測評価によって社会的に排除され続けている者たちが多数存在し、仮想空間
において「スラム」（バーチャル・スラム）を形成していることを知った。しかし X は、その者
たちと SNS で交流すると、信用力などに関する AI の予測評価がさらに下がるという噂を聞いて
いたために、悩みを共有する相手もいないまま、孤立を深めていた。そのとき、携帯していたス
マートフォンが鳴り、日々の生活記録などからユーザーの健康を管理する団体から、
「あなたはい
ま鬱状態にあるようです。気を付けてくださいね」というメッセージが届いた。X は、そのメッ
セージをみて、かえって生きる気力を失った。
・AI プロファイリングとは、
「セグメント」
（共通の属性をもった集団）に基づく類型的・確率的
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判断である
→「セグメント」に基づく AI の類型的・確率的評価を自動的に受容することは、集団属性によっ
て個人の能力など短絡的に、あるいは一方的に決めつけることになりはしないか？
・AI の評価に対する反論・訂正の困難性
①「自動化バイアス」の存在（人間は、コンピューターによる自動化された判断を過信する認知
傾向を持っており、その判断をつい鵜呑みにしてしまう）
②アルゴリズムの説明困難性（ブラックボックス化）
・現状において、我々は、AI の予測評価・プロファイリングに実質的な反論・訂正を加えること
ができず、結局、セグメントという「集団」の特性に基づく類型的・確率的判断に従属せざるを
得ない。ことになります。
→AI が、自分に関するどのような情報を使い、それらをどのようなウェイトで評価したのかがわ
からなければ、自己改善の方法もわからないため、一旦 AI に嫌われた者は、一生嫌われ続けるか
もしれない（這い上がれない危険）
→「シナリオ」のように、
「劣った」セグメントに属する者たちが、「理由」も説明されないまま
排除され続け、仮想空間上にスラム（バーチャル・スラム）を形成することも予想される。
・EU の GDPR（22 条）
→「データ主体は、当該データ主体に関する法的効果をもたらすか、又は当該データ主体に同様
の重大な影響をもたらすプロファイリングなどの自動化された取扱いのみに基づいた決定に服し
ない権利を持つ」
。
→AI の評価のみに基づいて、採用や融資などの重要な決定を下されない権利を保障（人間関与原
則）
。
→AI プロファイリングによる確率的で類型的な判断からの自由？
※①主体と管理者間の契約の実現または締結に必要な場合、②ＥＵまたは加盟国の法によって承認されている場
．．．．
合、③主体の明示的な同意に基づく場合には、AI プロファイリングのみに基づく重要決定もなされうる（22 条 2
項）が、このような例外的な場合でも、データ管理者の側は、個人の権利・自由等を保護するために適切な措置
を講じなければならず、評価される側の個人に対して、少なくとも人間の介在を得る権利（right to obtain human
intervention）
、自らの見解を表明する権利、決定を争う権利を保障しなければならない（22 条 3 項）
。
※GDPR は、
「公正と透明性を確保するために」
、こうした決定を行うデータ管理者は、①かかる決定を行ってい
るという事実を告知することはもちろん、②この決定の「ロジックに関する意味のある情報」
（例えば、決定のた
めに用いた情報や、この決定にたどりつくうえで依拠した基準）
、さらには、③「その処理の重大性およびデータ
主体に及ぼす想定される帰結」をデータ主体に対して告知しなければならない（13 条 2 項(f)）
。

・
“driving force”としての自己情報コントロール権
（3）“more data”と生まれによる差別
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・AI プロファイリングの予測精度とデータ量は比例関係に立つ（データ量が増えれば AI はより
賢くなる。他方で、データ量が落ちれば予測精度は下がる）
。
→予測精度を上げるには「もっとデータを！」（“more data”原理）
・評価対象（信用力や保険リスクなど）と相関しており、それを考慮することが予測精度を高め
るならば、①「若気の至り」や②遺伝情報でも考慮してよいのか？
→①は「更生を妨げられない利益」と関連（ノンフィクション『逆転』事件判決）
→②は「生まれによる差別」と関連（相続分規定違憲決定〔最大決平 25〔2013〕年 9 月 4 日民
集 67 巻 6 号 1320 頁〕は、
「子を個人として尊重〔すべき〕」という考え方から、
「〔子が〕自ら選
択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許され〔ない〕」の
述べた）
・
“more data”が原理原則となる AI 社会において、予測精度は落ちれども、やはりその「出し引
き」を本人の主体的なコントロールに委ねるべき情報というものがある？（自己情報コントロー
ル権によるプロテクト）
（4）民主主義へのリスク
・フィルター・バブル（イーライ・パリサー）
→集団分極化による社会的分断
・デジタル・ゲリマンダリング（ジョナサン・ジットライン）
→Facebook を用いた実証実験
→政治的信条をプロファイリングしたうえで、特定の信条を持つ者に対してのみ投票行動誘発的
な情報をフィードすれば、選挙結果を操作できる。
３．憲法改正の意義
・AI の法的問題というと、自動運転で事故を起こした場合誰が責任をとるのか（AI なのか、製
造者なのか、運転者なのか）であるとか、AI の著作物について誰が権利をもつか、といった民事
上の問題がよく論じられますが、憲法上の問題はあまり議論されない（とくに日本では）
。しかし、
AI プロファイリングは、個人の尊重原理や国民主権原理（民主主義原理）といった憲法の基本原
理に、重要な影響を与えうるわけです。
→自己情報コントロール権的な発想が重要となる。
→私生活が暴露され、他者の視線に晒されることから自由でいられるだけでは明らかに不十分。
ポイントは、AI 社会では情報のフローとストックが常時繰り返されているということ、そこにお
いて、私たちの情報が常に取られ、AI に供給され、プロファイリングされ、重要な評価決定の基
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準となっていることにある。
→こうしたデータ・サイクルのなかにあって、いかに主体性を確保できるか。
．．．．．
→人間が、情報ネットワークシステムに埋め込まれ（ルチアーノ・フロリディ）
、ただ AI に情報
を提供するだけの存在になるのか、それとも、この張り巡らされたシステムの中でなお主体性を
確保し、AI を「使う」存在になるのか。その鍵は、自己情報を主体的にコントロールできる能力
にあるのではないか？
・憲法改正の必要性と課題
→自己情報コントロール権を提唱してきた学界と、
「判例」とのギャップは実はそれほど大きくな
く、これまでの判例法理を発展させることで現在の憲法の下でも自己情報コントロール権的発想
を花開かせることは可能（もちろん、そのような方向で努力すべき）
。
But 学説と判例との間にギャップがあること、判例が表層においてはなお古典的プライバシー権
に執着しているように見えること、個人情報保護法制もその指導理念が明確でないことは明らか
であり、憲法に自己情報コントロール権の考え方を書き込み、裁判所や立法府を方向付けること
は決して無意味ではないのではないか？
課題①報道の自由などへの配慮
課題②どう条文化するのか
課題③他国の例（“いまのプライバシー水準は EU の「押し付け」ではないか”という批判への応
答→憲法？）
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