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GAFA のプライバシー保護問題
―日本における規制のあり方―
序章
GAFA1に依存しない生活が想像できるだろうか。GAFA はいずれもアメリカの企業だが、アメリカに
限らず世界中で広く使われており、今やわれわれの生活に欠かせない社会のインフラとなっている。知
りたいことがあれば Google で検索し、Amazon で購入した書籍でさらなる知識の探求をする。また、
Facebook を利用して情報を収集し、Apple の iPhone や Google の Android を用いて友人とコミュニケ
ーションを取っている。
Google は、世界における検索エンジンの中で、約 8 割以上のマーケットシェアを占め、他企業と圧倒
的な差をつけている。Amazon は、アメリカ小売業者の e コマースビジネス界において約４割を占めて
いるほか多くの先進国において高い地位を築いている。Facebook は、ユーザー数、月間アクティブ数な
どから、世界で最も使用されているソーシャルメディアであるといえる。Apple は、特に先進国における
モバイル端末、タブレット端末の売り上げで、高いシェアを占めている。これらのデータが示すように、
GAFA は世界各地の市場でかなりのプレゼンスを誇っている。
また昨今の新型コロナウイルス禍においては、GAFA が保有するビッグデータの活用の可能性が検討
されており、ますます GAFA の影響力は高まっている。直近の例として、2020 年６月 19 日の厚生労働
省による「新型コロナウイルス接触アプリ」
(通称 COCOA＝COVID-19 Contact-Confirming Application)
を挙げる。同アプリは、Google と Apple が共同開発した基盤技術を用いて、厚生労働省が提供している
ものである。両社はグローバルかつ膨大な情報を持っており、それを活用して世界の対コロナウイルス
戦略に大きく貢献しているといえる。
このように、GAFA はわれわれの生活にますます欠かせない存在となり利益をもたらす一方、課税逃
れや市場独占、プライバシー保護問題など多くの問題を抱えている。これらの問題の中でも、とりわけプ
ライバシー保護問題はわれわれの日常生活に密接にかかわっており、また、われわれ自身が直接的に被
害を受ける可能性のある問題である。したがって、本稿ではこの GAFA のプライバシー保護問題を世界
的諸問題と捉える。
われわれは、この世界的諸問題を奥迫元(以下、奥迫)が主張する「三重の越境化」を参考に「一国単位
ではとどまらず国境を超え、かつひとつの問題領域にとどまらず、様々な問題領域にまたがった問題」と
定義した。奥迫は、近年のグローバル化に伴う国際関係の変容を、この言葉を用いて説明した。「三重の
越境化」とは、空間的越境化、問題領域の越境化、アクターの越境化である。第一の空間的越境化は、社
会生活・関係が一国内に収まらず、国境を超えたものになっているということである。第二の問題領域の
越境化は、経済、環境、紛争等の問題領域同士が相互に関連し、問題を専門分野ごとに切り分けて対処す
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ることが困難になっていることである。第三のアクターの越境化は公共問題に関わる意思決定に多様な
非国家アクターが参加するようになっていることである。
これらを踏まえ、われわれは、世界的諸問題を第一、第二の越境化をはらむ問題として捉えた。第一の
空間的越境化により、われわれの社会活動の範囲は国境を越え、それゆえに社会活動に伴う諸問題も越
境化している。そして、第二の問題領域の越境化により、諸問題はより複雑化・多様化している。つまり、
世界的諸問題とは「一国単位ではとどまらず国境を超え、かつひとつの問題領域にとどまらず、様々な問
題領域にまたがった問題」と定義でき、GAFA のプライバシー保護問題はこれに該当すると考えた。
問題の例として、GAFA による個人情報流出を挙げる。Facebook は 2019 年 12 月 19 日、２億 6700
万人以上の Facebook ユーザーの名前や電話番号を含んだデータベースがオンライン上に公開されてい
たとの報告を受けた。IT 情報サイト「コンパリテック」によると、問題のデータベースは、犯罪組織の
ものとみられるオンライン上のハッカーフォーラムでダウンロードできるようになり、その情報は約２
週間近く公開された状態だった。さらに、データベースは誰もがアクセス可能な状態であった。これは、
何の疑いも無く打ち込んだ個人情報が、知らぬ間にハッカーの手に渡り、悪用される可能性があること
を意味する。
この問題はあくまでも情報が流出した事例の一例に過ぎない。毎年大量の個人情報が流出し、そのた
びに GAFA 自身が改善への取り組みを行う姿勢は見られるものの、われわれが提供している個人情報は
いつ流出し、悪用されるかわからない状況におかれているのである。
このような GAFA のプライバシー保護問題に対して、欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)2を
筆頭に、世界各国で様々な政策が取られているが、依然として個人情報に関する問題が後を絶たない。し
かし、たとえ GAFA が問題を起こしたとしても、われわれは GAFA のサービスの恩恵を得るために、絶
えず個人情報を提供し続けている。実際、個人情報流出を繰り返し起こした Facebook でさえも利用者数
が増加し続けている。これは GAFA がもつ個人情報が増え続けること、すなわち、プライバシーの問題
に関する GAFA の危険性が増すことを意味するため、この現状を「世界的諸問題の脅威」とする。この
脅威に対して国際社会は様々な単位で規制をおこなっているものの、未だに GAFA に対する規制の在り
方は定まっていない。
このような問題意識のもと、われわれは GAFA への規制はどうあるべきかという問いをたてた。これ
に対し、本稿では GAFA に対する多国間主義的な規制には限界があり、地域・国ごとに共同規制という
形での規制を設けるべきであると仮定し、近年プライバシー面で GAFA 規制の動きが見られる日本にお
ける具体的な共同規制の在り方を提示することで、GAFA の規制における現代のマルチラテラリズムを
問う。
従来、マルチラテラリズムは、多国間主義を意味する言葉として使用されてきた。われわれはこの多
国間主義を、多国間の枠組の中で支持された原則に基づき、３ヵ国またはそれ以上の国家間が相互に協
力する制度3として捉える。
一方、従来のマルチラテラリズムに対して、われわれは現代のマルチラテラリズムを多主体間主義で
あると定義する。多主体間主義とは、多主体間の枠組の中で支持された原則に基づき、３主体またはそれ
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以上の主体間が相互に協力する制度4である。主体としては、主に公的アクター、私的アクター、市民社
会アクターが考えられる。公的アクターとしては国家や政府、私的アクターとしては、企業、市民社会ア
クターとしては個人や NGO・NPO 等が挙げられる。
最後に論証計画について述べる。
第１章では、GAFA の概要と影響力を持った背景を分析することで、GAFA が脅威とみなされ、プラ
イバシー保護問題が発生するに至った経緯を述べる。また、この問題に対して GAFA 自身が行っている
取り組みとその課題を述べた上で、多国間主義的な取り組みとその限界について論じる。
第２章では、近年 GAFA に対しプライバシー保護の観点から規制を設ける動きが加速化しており、か
つ、われわれが当事者として最も影響を受ける日本を対象に絞り、日本における GAFA に対する法規制
の限界点を示したうえで、自主規制の可能性を述べる。さらに、自主規制の限界を示し、次章で詳細に論
じる共同規制の有用性を示唆する。
第３章では、共同規制の意義を示した上で、日本における現行の共同規制の取り組みとその問題点を
指摘する。さらに、アメリカや EU で行われている共同規制を分析し、比較検討することで日本におけ
る共同規制のあるべき姿について論じる。
終章では、 本稿の議論をふまえた上で、今後の展望を示す。

第１章

プライバシー保護問題に対する世界の取り組み

本章では、第１節で GAFA が現在の影響力を持つようになった経緯を述べ、なぜ彼らの台頭が世界的
に脅威とみなされるようになっているのか論じる。
第２節では GAFA の主要な問題点のなかでも、プライバシー保護問題に焦点をあて、GAFA がどのよ
うな対策を独自に行っているのか論じる。
第３節では、前節で論じる GAFA のプライバシー保護問題に関して、多国間主義的な取り組みの現状
を述べる。まず多国間主義そのものの概要や意義を論じ、デジタル空間における多国間主義の取り組み
の可能性とその限界について分析する。その後プライバシー保護問題における多国間主義の可能性とそ
の限界について論じる。
第１節 GAFA の概要
本節では GAFA について概説し、脅威として認識されるようになった経緯について論じる。
第１項 GAFA とは
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本項では GAFA について概説する。GAFA はわれわれが生活する上で欠かせないプラットフォーマー
5として君臨し、合計売上高は

70 兆円を超し世界第３位の経済大国である日本の税収(約 60 兆円)を優に

超えている。また、以下の表は世界の企業の時価総額ランキングである。表を見ると、中国とアメリカの
IT 企業がランクインしており、その中でも GAFA が上位に位置していることが分かる。
【図 1:時価総額ランキング(2020 年６月末時点)】
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(出典：Think 180 around より筆者作成)
第２項 GAFA が脅威になった経緯
本項では GAFA が脅威とみなされるようになった経緯について概説する。GAFA は 2012 年ごろから
台頭し始め、国家の枠組みを超えたグローバルな企業として認識され始めた。同年にイギリスで e プラ
イバシー法(Cookie 法)6が制定され、メールや Cookie7等を取り扱う企業に対しプライバシーの遵守を義
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在する多面市場を形成し，いわゆる間接ネットワーク効果が働くという特徴を有するものを指す。
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保護を目的とする EU「GDPR」とともに、EU のデジタル単一市場戦略を支える重要な法基盤。
JETRO 欧州産業界、e プライバシー規則に関わる審議見直しを要請
(https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/71d771032a697899.html)(2020 年 7 月 2 日。)
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務付けた。これは台頭してきた GAFA に対する規制のうちの一つである。当局は Cookie がユーザーの
同意なく収集、利用され、プライバシーの問題や独占禁止法違反につながることを危惧した。2018 年３
月には Facebook が保有する約 8700 万人の個人情報が不正流出する事件がおこり、同年９月にはハッカ
ー集団からのサイバー攻撃を受けた Facebook からまたもや約 2900 万人の個人情報が流出した。
【図 2：Facebook の利用者数の推移(2017-2020)】

(出典：Facebook Q１ 2020 Result, Facebook Q１ 2019 Result より筆者作成)
しかし、このような事件があったにも関わらず、上記の図にも示したように、依然として Facebook の
利用者数は増え続けている。これは、GAFA の個人情報の流出問題を知りながらも、影響力のこれらの
問題が GAFA を脅威とみなす契機になった。次節では、GAFA が具体的にどのような問題を抱えてい
るか検討し、その中でもプライバシー保護問題に焦点をあて論じる。
次節では、GAFA が具体的にどのような問題を抱えているか検討し、その中でもプライバシー保護問
題に焦点を当て論じる。
第２節 GAFA の問題点－プライバシー保護問題－
本節では GAFA の問題点について論じる。GAFA の問題点は、課税逃れ8、市場独占9、プライバシー
保護問題などが挙げられる。今回はその中でも間接的に個人に影響が及ぶ市場独占や課税逃れの問題で
はなく、直接的にわれわれ個人に影響が及ぶプライバシー保護問題に焦点を当て、論じる。
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め、GAFA などのプラットフォーマーは、海外に拠点を置かず、ネットを通じてビジネスを展開している。そのためプラ
ットフォーマーはタックスヘイブンや法人税率が低い国・地域に拠点を置き、法の抜け穴を利用して実際に収益を上げて
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第１項 プライバシー保護の問題の概要
本項では、GAFA のプライバシー問題について論じる。前述のように、GAFA はユーザーの個人情報
などのデータを大量に保持し、その対価としてプラットフォーム上で便利なサービスを提供することを
ビジネスモデルとしている。以下の図は GAFA のビジネスモデルを図式化したものである。
【図 3：GAFA のビジネスモデル】
個人情報
ユーザー

GAFA

サービス
（出典：筆者作成）
このように、GAFA はユーザーにプラットフォーム上で便利なサービスを提供し、収集したビッグデ
ータから個人の趣味や嗜好を割り出し、われわれのニーズに合わせた情報を提供してくれる。しかし、企
業が世界中のユーザーのデータを保持している状態は、プライバシー保護の観点からみると非常に危険
な状態であるともいえる。GAFA が持つ膨大な量の個人情報が流出し、流出された個人情報によって消
費者が被害にあう可能性は十分に考えられる。また、実際に流出が起こらなかったとしても、個人情報の
使用用途が不透明な場合や、個人情報使用の同意許可の取り方が不適切な場合が存在し、消費者である
われわれの個人情報が適切に管理されているか疑問が残る。以上述べてきたプライバシー保護の問題は、
個人情報が空間的な制約を超えて GAFA により収拾され活用されており、かつ経済・人権・情報という
多分野にまたがっている世界的諸問題である。
次項から第４項にかけて、この問題の具体的な事例について検討していく。
第２項 個人情報流出の事例
2018 年３月に、Facebook が 2016 年のアメリカ大統領選時に、イギリスの選挙コンサルタント会社に
最大 8700 万人分の個人情報が流出していたことが発覚した。それ以外にも 5000 万人分の個人情報が流
出したり、４億人以上の電話番号が流出したりと、度々同様の問題が起きている。また、ユーザーが位置
情報サービスで不許可を選択したとしても、現在地を特定できてしまう事例が発生している。
アマゾンジャパンは、ユーザー情報を誤表示し、ユーザー情報(住所、購入・閲覧履歴、名前など)が他
のユーザーに表示された。被害は 11 万人ほどになり、その後、日本の個人情報保護委員会から行政指導
を受けた。
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Google は、2018 年に同社の交流サイト(SNS)サービス「Google+」から、ソフトウェアの不具合によ
り最大 50 万人分の個人情報が外部に流出する可能性があるとして閉鎖した。不具合が生じた 2015 年か
ら同社が対応措置をとった 2018 年３月まで、外部のソフトウェア開発会社がサービス内の個人情報にア
クセスできるようになっていた。対象はユーザーの名前や住所、電子メールアドレス、職業、性別、年齢
で、人数は最大で 50 万人にのぼる。
以上のように、あまり表面化していない事例も含め近年 GAFA から個人情報が流出する事例が度々発
生しており、ユーザーは個人情報の流出が報道されるたびに不安を煽られ、GAFA に対して不信感を募
らせる。各々の企業は第３節で述べるようなプライバシー保護のための対策を行っているが、それでも
なお情報流出の可能性を否定することはできない。
第３項 個人情報の使用用途の不透明さ
個人情報の使用用途が不透明という問題点もある。具体的には、ユーザーの同意なしに個人情報が利
用されていることが挙げられる。Amazon の製品に「Alexa」と呼ばれる AI アシスタントがある。この
Alexa の情報は Amazon のアカウント情報と紐づけられている。AI の精度を高めるためにユーザーとの
会話が録音されているが、Amazon から委託された業者の従業員がこの録音を聞ける状態にあった。そ
してこの問題が発覚するまで、Amazon は、他人が音声を聞ける状態にあるという事実をユーザーに公
表していなかった。
第４項 個人情報使用の不適切な同意許可の取り方
そして、個人情報を使用するにあたっての同意が形式的になっていることも問題点として挙げられる。
利用時に表示されるプライバシーポリシーの最後のチェックボックスにチェックするだけで、われわれ
は個人情報を企業に委ねている。これに対して、われわれは、プライバシーポリシーを最初から最後まで
熟読し、同意したうえでチェックを入れているとは考えにくい。また、Harvard 大学の法科大学院 Bruce
Schneier は、「プライバシー・ポリシーは、意図的に長く詳細なものにしてあるため、退屈で分かりに
くくなっているのだ。ユーザーの実質的な同意は実現しない」と述べている。以上のことから、GAFA の
以上第２項から第４項にかけてプライバシー保護問題に関する具体的な事例を概説したが、次節ではこ
の問題に対する GAFA 自身の取り組み、そしてその課題点について論じる。
第３節 GAFA 独自の取り組みとその課題点
本節では、以上論じてきたようなプライバシー保護問題に関して、GAFA 自身が行う取り組みに焦点
を当てて論じる。前述のような事例が発生していることから、近年ユーザーや国家は個人情報の取り扱
いに敏感になっている。このような状況下で、GAFA も独自にプライバシー保護に関する取り組みを行
っている。以下の表は GAFA がそれぞれどのような対策を行っているかをまとめたものである。
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【図 4：GAFA の独自のプライバシー保護対策】
Apple

・データ収集や保護の仕組みを詳細に記した白書を公開
・差分プライバシー10
・その他提供するサービスのプライバシー対策を明示

Google

・Cookie の制限
・検索履歴を一定期間で自動消去するシステムの導入

Facebook

・外部ウェブサイトからの個人情報の共有を制限

Amazon

・Alexa の音声データを自動消去するシステムの導入
(出典：筆者作成)

GAFA は、このような取り組みを行っているのにも関わらず、依然としてプライバシー保護の問題が
指摘されている。元来、GAFA は個人情報を活用するビジネスモデルの形態を取っていることから、い
くら独自の対策を取ったとしても、個人情報の取得を完全に止めることができない。そのため、個人情報
が流出する可能性を無くすことは不可能に近い。このような理由から、プライバシー保護のためには
GAFA 独自の対策に頼るだけでなく、外部から対策を講じていく必要がある。
以上第 3 節では、プライバシー保護問題に対する GAFA 独自の対策に限界があることを述べた。序章
で述べた通り、世界的諸問題はその性質上一国単位で対策に取り組むことが困難であり、元来国家同士
が協力して対策を講じていく必要がある。それゆえ、企業独自の対策に課題が残る以上、国家同士の協力
という意味で多国間主義による取り組みの現状を考察することがまず必要であると考える。したがって
第４節では、GAFA のプライバシー保護問題という世界的諸問題に対する多国間主義による対策の現状
について論じる。
第４節 プライバシー保護の問題における多国間主義の現状
本節では、GAFA のプライバシー保護の問題に対して、従来の「マルチラテラリズム」である多国間
主義による対策の現状を論じる。
第１項 多国間主義の概要

10

ソフトウェアやサービスの改善に役立てる目的でユーザーの情報を収集する際に、ユーザー情報とデバイス情報が結び

つかないようにランダムな情報を加えることで、単純な分析対象として取り扱うというものである。
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本項では、プライバシー保護問題に対する多国間主義の現状を論じるにあたり、そもそもの多国間主
義の内容や意義について論じる。序章で述べた通り、John Gerard Ruggie は、多国間主義を「行動の一
般化された原則11に基づき、３ヶ国またはそれ以上の国家間の関係を調整する制度的な形態12」(岩田将幸、
2008)と定義している。つまり、多国間の枠組みの中で支持されている原則に基づき、３ヵ国またはそれ
以上の国家間が相互に協力する制度と言い換えることができる。
次項では、デジタル空間における多国間主義について論じる。
第２項 デジタル空間における多国間主義の限界
本項では、デジタル空間における多国間主義の概要と難しさについて論じる。デジタル空間は国境な
き空間であるがゆえに、
多国間主義的な取り組みがより一層求められるが、
現状では EU や APEC など、
一地域的な多国間主義にとどまっており、グローバルな規模での統一的なルール形成はあまり進んでい
ない。多国間主義は国家の協調を前提とするため、情報という各国家・地域により立場が大きく異なって
くる分野においては、グローバルな規模での多国間主義には限界があると考えられる。
以下、第３項から第５項にかけて、GAFA のプライバシー保護問題における、グローバルな規模での
多国間主義の可能性と限界について論じる。
第３項 プライバシー保護に対する多国間主義的な取り組み
本項では、従来プライバシー保護に関して行われてきた多国間主義的な取り組みについて論じる。個
人情報の取り扱いに関して、1980 年に経済協力開発機構(OECD)13において、「OECD プライバシーガ
イドライン」が採択された。これがプライバシー保護に関する世界初の国際的なガイドラインである。法
的な拘束力はないものの、グローバルな規模での国際的な慣行として一定の影響力を持っている。実際、
日本の個人情報保護法(詳細な定義は 2 章にて後述)や EU の GDPR にも OECD のこの原則が反映され
ている。なおこのガイドラインは 2013 年に改正され、先進的で協調的な解決に向けた一定の方向性が示
された。このガイドラインが、国際的なプライバシー保護に関する基準となり得る可能性はあるものの、
現状ではグローバルな規模での統一的かつ具体的なプライバシー保護に関する具体的なルールは存在し
ていない。では、今後プライバシー保護に関するグローバルな規模での具体的なルール形成は進むのだ
ろうか。次項では、この点に関して第２項で述べた一地域的な多国間主義同士の結びつきによる、グロー
バルな規模でのルール形成の促進の可能性を検討する。
第４項 地域単位の多国間主義の結びつきの可能性

11

多国間の枠組みの中で、支持されている原則や規範のことを指す。とりわけ、民主主義や法の支配といった政治的原

則と自由貿易や国内市場の開放といった経済的原則を指す。
12

多国間で共同の決定や行動に至るためのプロセス、制度を指す。

13

Organization for Economic Co-operation and Development の略称であり、貿易・資本の自由化、発展途上国援助、

経済政策の調整などを目的とした国際機構。
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本項では、一地域的な多国間主義によるプライバシー保護の枠組み同士が結びつき、グローバルな規
模での多国間主義へと発展する可能性について検討する。現状では、EU の GDPR やアジア太平洋経済
協力(APEC)の越境的個人情報保護ルール(CBPR)14のように、一地域におけるプライバシー保護に関わる
統一的なルールの形成は進んでいる。これらのルールは、前述の「OECD プライバシーガイドライン15」
を参考にして形成されたものであり、一地域的な多国間主義の取り組みとして意義がある。この 2 つの
ルールに関して、CBPR の現行のシステムを改変した認証方法の構築による、GDPR 認証方法との相互
運用が検討されている。このように「OECD プライバシーガイドライン」を基盤として、一地域的な多
国間主義の取り組みが相互に結びつくことで、グロ―バルな規模での多国間主義へと発展する可能性が考
えられる。
第５項 プライバシー保護に関する多国間主義の限界
本項では、以上述べてきたようなプライバシー保護に関する多国間主義の可能性の限界について論じ
る。前項でグローバルな規模での多国間主義による統一的なルール形成がなされるか検討したが、現時
点では可能性が見出されているにすぎず、今後容易にグローバルな規模へと発展する可能性は低い。な
ぜなら第２項で述べた通り、情報という分野は、各国家・地域により立場や考えが大きく異なってくる分
野であり、一地域で共有される価値観が全世界的に共有されるものとは限らないからである。以上の通
り、プライバシー保護問題に関する多国間主義の可能性には、限界があるといえる。
以上第１章では、GAFA のプライバシー保護の問題を挙げ、それに対する多国間主義の取り組みには
限界があることを述べた。前述の通り、世界的諸問題はその性質上元来多国間主義による対処が最も望
ましい。しかしながら、多国間主義に限界がある以上、各国・地域別に各々の対策を行い、多国間主義の
取り組みを補完していく必要がある。したがって次章以降では、近年法改正を行うなど、プライバシー保
護の取り組みに積極的に取り組んでいる日本に焦点を絞る。日本の政策を検討することは、われわれ自
身が日本に住んでおり、その影響を大きく受けることからも重要であると考える。次章では、まず GAFA
のプライバシー保護問題に関わる現状の法制度や規制について分析し、どのような取り組みを行ってい
けばよいのか論じる。

第２章

日本の法律と自主規制の限界

第１節では、日本の個人情報に関する法案の現状と法制度について述べる。第２節では、現在の直接規
制、すなわち法による規制での限界を述べる。第３節では、産業界による自主規制の意義を述べ、その限
界も指摘する。
前章では GAFA のプライバシー保護の問題に対する多国間主義の取り組みには限界があることを述べ
た。多国間主義に限界がある以上、各国・地域別に各々の対策を行っていく必要がある。本章では、近年
法改正を行いプライバシー保護の取り組みに積極的であり、かつわれわれ自身が住み日常生活で政策の

14

企業等の越境個人情報保護に係る取り組みに関し、APEC 情報プライバシー原則への適合性を認証する制度。

15

1980 年 9 月 OECD 理事会にて採択。各国の様々な規則の違いを超えた共通の政策の必要性を認識した。
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影響を大きく受けるであろう日本に焦点を絞る。そして、GAFA のプライバシー保護問題に対する日本
の法制度や現状について論じる。
第１節 日本の法制度
本節では個人情報保護に関する法制度の概要や成立に至った背景、現状の課題点について述べる。
第１項 個人情報保護法の概要
個人情報保護法は、社会の急速な情報化に伴い、個人の権利侵害の危険性が高まったこと、国際的な法
制定の動向等を受け、平成 15 年 5 月に公布、平成 17 年４月に全面施行された。当法律は、
「個人の権
利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを維持するための法律で、基本理念、民間事業者の個人
情報の取扱いについて規定16」している。その後、情報通信技術や事業活動の急速なグローバル化により、
個人情報保護法の制定当時には想定されなかった個人データの利活用が可能になったことを受け、平成
27 年９月に改正個人情報保護法が公布、平成 29 年５月 30 日に施行された。これは Google や Amazon、
Facebook のアカウントの管理について該当する。現在、個人情報保護法は個人情報保護委員会が所管し、
法律の適正な取扱いの確保を図るための業務を行なっている。17
第２項 個人情報保護法改正
2020 年６月５日、改正個人情報保護法が成立した。個人情報の利用を停止する権利が拡大され、個
人を特定しない形で分析に使いやすくする制度を盛り込んだ。まず、前者について２点取り上げる。１
点目は、ユーザーが企業に個人データの利用停止や消去、第三者への提供停止を求められる「利用停止
権」の拡充をしている点だ。改正前では、企業が個人情報を目的外に利用した場合や不正な手段で取得
した場合に限られているが、改正法では、広告や勧誘などで個人の権利や利益が侵害されるような場合
まで拡大した。２点目は、Web の閲覧履歴の管理データについてだ。Cookie などのデータについて、
第三者に提供すると個人が特定できる場合は、ユーザーの同意を確認するよう企業に義務づけた。これ
により 2019 年に就活情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが、学生の了承を十分に
得ずにネット閲覧履歴から内定辞退率を算出して外部に販売していた問題に対応できるようになった。
後者は、
「匿名加工情報」制度の導入だ。これは、他の情報と照合しないと個人を識別できないよう、
氏名を削除するなどしてデータを加工することだ。このデータを社内での分析などに使う場合に限り、
本人からの開示や利用停止請求の対象外としている。

16

個人情報保護委員会事務局「個人情報保護法の基本」

(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/28_setsumeikai_siryou.pdf)(2020 年 7 月 1 日。)
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東京都 個人情報保護法の概要

(https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/hogohou/index.html) (2020 年 7 月 1 日。)
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【図 5:個人情報保護法の改正事項】
分類名

改正事項

利用全般

不適正利用の禁止の強化

保護対象の拡大

保有個人データの拡大(期間による適用除外の撤廃)

外部への提供

個人関連情報の提供規制(提供先基準の一部導入)
提供記録の開示義務
オプトアウト規制の強化

権利行使の強化

利用停止・消去・第三者提供の停止請求の対象拡大

情報開示の充実

保有個人データの公表事項の充実
開示のデジタル化

海外展開への影響

海外への提供時の情報開示義務の充実
海外事業者への監督の強化

漏洩対応

当局への報告の義務化
被害者への通知の義務化

罰則の強化

決定刑の引き上げ(最高１億円)

(出典：新市場を創る人のデジタル戦略メディア 日経 XTREND 個人情報保護法改正法案が成立 意義
とビジネスへの影響【前編】18より筆者作成)
図では個人情報保護法の改正事項についてまとめられている。海外展開への影響として「海外事業者
への監督の強化」について述べられているが、これは個人情報の移転先の海外事業者が日本の個人情報
保護法と同等の措置を取らなければいけないといったものである。仮に Google や Facebook が個人情報
を流出した際、これが該当される。
第３項 個人情報保護法の現状の課題点
個人情報保護法改正後の個人情報利用において現状最も懸念すべき点は、個人情報の利用基準を利用
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新市場を創る人のデジタル戦略メディア 日経 XTREND 個人情報保護法改正法案が成立

【前編】(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/skillup/00009/00101/)(2020 年 7 月 4 日。)

意義とビジネスへの影響
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者側の「同意」に頼りすぎてしまう点である。EU の GDPR 第６条第１項19では、個人情報の取得が本人
の同意のもと行われた場合、本人はいつでも同意の撤回ができる、という規定がなされているが、改正個
人情報保護法ではそのような概念は存在しない。個人情報保護法の改正に伴い、個人情報の利用目的や
規約についての開示がより厳格化する点において、事業者側の責務強化に繋がる反面、個人が確認しな
くてはならない情報が増え、理解不足に陥ることで、
「同意」の有効性が下がってしまうという側面もあ
る。平成 30 年に内閣府消費者委員会事務局が行なった「インターネットを利用した取引に関するアンケ
ート20」において、モールサイトやオークション購入と出品、シェアリングサービス利用時に利用規約を
読むかどうかの調査が行われた。モールサイト利用の結果として、
「毎回利用規約を読む」と答えた人が
わずか 4.1％、
「読んでいない」と答えた人が 36.5％であった。(図２参照)また、利用規約を読まない理由
の回答として最も多かったのが「読むのが面倒くさい」という回答で、２番目に「細かな文字の羅列で読
みにくい」という回答が続いた。(図３参照)
【図 6：モールサイトにおける利用規約の確認状況】

(出典：内閣府「インターネットを利用した取引に関するアンケート」より筆者作成)
【図 7:モールサイトにおいて利用規約を読まない理由】
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個人データの取扱いと関連する自然人の保護に関する、及び、そのデータの自由な移転に関する、 並びに、指令

95/46/EC を廃止する欧州議会及び理事会の 2016 年 4 月 27 日の規則(EU) 2016/679 (一般データ保護規
則)(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/gdpr-provisions-ja.pdf) (2020 年 7 月 4 日。)
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インターネットを利用した取引に関するアンケート の主な結果概要(グラフ)

(https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/online_pf/doc/005_180727_shiryou1_2.pdf) (2020 年 7 月 4 日。
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(出典：内閣府「インターネットを利用した取引に関するアンケート」より筆者作成)
このようなユーザー側の現象は今後より顕著に現れることが予想される。そのため、同意要件を充実
させるのではなく、不適切な個人情報利用について直接的な規制を行う方が望ましいとする考えもあり、
この点は今後の課題となるだろう。
ユーザーに対する同意への依存以外に、データポータビリティ権が認められていないことも課題点と
して挙げられる。データポータビリティについて、日経クロステックのデジタルヘルス用語の説明によ
ると、
「個人のデータはその人自身のものという考えに基づき、企業などがサービスを通じて収集・蓄積
した個人に関するデータを本人の意思でいつでも引き出し、他のサービスへ移転できること21」と定義さ
れている。この権利が認められていないことで、個人情報を他の事業者に移転する際に個人情報取扱事
業者側に大きなコストや障害が発生することが想定されるため、議論の必要性が問われている。
第４項 デジタルプラットフォーマ―取引透明化法案
本項では、特定デジタルプラットフォーム22の透明性及び公正性の向上に関する法律案(以下「法案」)
の中で定められた個人情報の扱われ方について述べる。本法案は 2020 年２月 18 日に閣議決定され、
2020 年通常国会で可決した。ここでは、デジタルプラットフォーマーとして GAFA に加え、日本の巨大
IT 企業である楽天や Yahoo!などが挙げられている。法案の成立の背景として、日本におけるデジタルプ

21

日経クロステック デジタルヘルス用語

(https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/word/15/327920/121400072/) (2020 年 7 月 4 日。)
22

特定デジタルプラットフォームとは、デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性及び公正性を高める必要

性の高いものを提供する事業者を指す。
経済産業省「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」が閣議決定されました
(https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200218001/20200218001.html) (2020 年 7 月 4 日。)
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ラットフォーマーの台頭とユーザーの増加があり、彼らの市場内での取引の透明性と公平性の確保を図
るのが主目的であった。そしてこの目的達成のために、法案には個人情報保護に関する部分も存在して
いる。具体的には、デジタルプラットフォーマーが一般利用者、つまりユーザーに開示すべき情報として
以下の２点が挙げられている。

イ

ランキングを決定するにあたっての主要な事項(広告宣伝費支払いが影響する場

合はその旨)
ロ 利用者の検索、閲覧、購入履歴をデジタルプラットフォーム提供者が利用する場
合の内容、条件等23

ここではロについて詳しく述べる。検索、閲覧、購入履歴をプラットフォーム側が取得し、分析するこ
とは他社との大きな競争力になり得る。しかしユーザーの同意無しで不適切にデータを取得するのは独
占禁止法に触れる可能性がある。(独占禁止法第２条第９項第５号、第 19 条24)そのため適切な開示を事
前に行わせるのが、本法案の目的である。
第２節 現状の法制度の限界
本節では、法制度の成立過程について述べ、政府による法規制が現状に対応できていない事を示す。
第１項 日本における法律の制定過程
内閣、または国会議員が法律案を提出し、衆議院で審議される。衆議院で可決されると、参議院で審議
される。ここで可決されると法律として成立されるが、否決、または修正議決となった場合、再び衆議院
へ法案が戻される。ここで同意、または再議決となった場合は法律として成立される。また、同意が得ら
れなかった際は両院協議会へと渡り、両院の可決で法律として成立される。法律として成立されると公
布となる。(保留・確認する)
第２項 法制度による直接規制25の限界

23

ニッセイ基礎研究所 デジタルプラットフォーム透明化法案の解説・EU 規制と比較しながら

(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64519&mobile_preview=2&pno=2?site=nli) (2020 年 7 月 3 日。)
24

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/skillup/00009/00101/?P=3) (2020 年 7 月 2 日。)
25

直接規制的手法

社会全体として達成すべき一定の目標と最低限の遵守事項を示し、これを法令に基づく統制的手段を用いて達成しよう
とする手法。
規制的手法を含めた環境保全のための政策手法(https://www.env.go.jp/council/02policy/y022-19/ref07.pdf) (2020 年 7 月 4
日。)
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このように、法制度による直接規制には、決定の遅さと変更の難しさという課題点があり、柔軟性に欠
けるといえる。さらに、上に述べた法律を制定するまでにかかる期間を考えると、昨今のインターネット
技術の目まぐるしい発展に法整備が追いつくことが難しくなってきている。また、法案が通り法律とし
て制定されたとして、その法律は抜け目なく機能することができるのだろうか。このような直接規制の
課題を踏まえ、次節では自主規制について論じる。
第３節 自主規制
本節では自主規制の概要や意義、限界について述べる。
第１項 自主規制の意義
われわれは自主規制を「政府や規制機関による正式な監督なしに、産業界が集合的に市民・消費者問題
およびその他の規制方針に対応する解決策を管理している26」状態と定義する。
本項では、自主規制の必要性について述べる。１点目に、議会を通して形成される法制度に比べて時間
的・コスト的な面において形成が容易であることが挙げられる。自主規制は、いまだにその問題の性質や
適切な対応のあり方が明確でない問題領域において、必要な規制のあり方を見出していく役割を持つ。
２点目に、自主規制はそれぞれの産業分野ごとに形成することが容易であるため、分野ごとの状況を反
映した多様なルール形成に対応しやすいことが挙げられる。
さらに、法制度による規制は、地理的な国境に基づく法的管轄を前提として形成されており、地理的国
境の存在しない情報空間においては一国の役割は必然的に低くなる。そこで国際機関におけるガイドラ
インの作成等、越境的な協力関係の形成が進められてはいるが、インターネット上の全ての問題につい
ての適切な回答を用意できているとはいまだに言いがたい。したがって、参加する主体が自主的にルー
ルを形成し、自立的に強制する方法が重要になる可能性がある。(生貝、2011)
第２項 自主規制の限界
本項では、自主規制の限界について５点述べる。１点目は、インターネット業界は技術革新が著しく起
こっているため、企業の入れ替わりが激しい点だ。そのため、業界団体の成立、維持が難しい。２点目は、
企業や利用者など多様な利害関係者の間で集団的な意思決定をすることが困難な点だ。利害関係者が多
ければ多いほど交渉は困難になり、また利害対立関係にあるもの同士の合意形成は難しい。例として、イ
ンターネット上の著作権侵害対策の問題が挙げられる。この問題において、著作権者とユーザーとの間
に共通の意思決定を行うことは困難である。３点目は、内容の非公正性である。まずユーザーと事業者に
おいては、ユーザーはインターネット上に関わる自主規制について、その専門性が高いため理解をする

26

Ofcom( オ フ コ ム 、 Office of Communications 、 英 国 に お け る 電 気 通 信 ・ 放 送 等 の 規 律 ・ 監 督 を 行 う 規 制 機 関 )

（https://www.ofcom.org.uk/）(accessed July 5, 2020.)
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ことが難しく、またその自主規制の存在を広く認知させることが困難である点である。それに加えて既
存事業者が形成する自主規制は新規事業者においては、新規参入のハードルになる。このように特定の
主体に不利な条件を押しつけるものになってしまう可能性がある。４点目は、民主的正統性の欠如して
いる点だ。政府が直接的な規制を行う場合には民主主義的な手順を踏むことが必要だが、産業界が行う
規制の場合、この手順を飛ばすことができてしまう。たとえば表現の自由の制約を受けずに民間による
規制の形成が行われてしまうというリスクがあるかもしれない。決定する自主規制は新規事業者におい
ては、新規参入のハードルになる。このように特定の主体に不利な条件を押しつけるものになってしま
う可能性がある。５点目は自主規制には実効性がない点である。自主規制を形成しても、守らせる制度が
存在しない。自主規制は一般に公開されているわけではなく、自主規制が機能しているかをユーザーが
知ることが困難である。そのため、自主規制が形骸化する恐れがある。以上５点の理由から自主規制にも
課題があり、自主規制で対処することには限界がある。(生貝、2011)

第４節 新たな規制の必要性
第１項 規制の種類
上記のように、法制度による直接規制には決定の遅さと変更の難しさという課題があり、企業のみの
自主規制には多くの限界があるため、これらを包含した規制を行う必要がある(図３参照)。
【図 8: Ofcom の規定する規制類型】
アプローチ

概要

規制なし

・市場が求められる成果を出すことができ
ている
・市民とユーザーは財やサービスの利点を
完全に享受し、危険や害悪にさらされるこ
とがないようにエンパワーされている

自主規制

政府や規制機関による正式な監督なし、産
業界が集合的に市民・ユーザー問題および
その他の規制方針に対応する解決策を管理
している。合意されたルールに関する事前
の明確な法的補強措置(backstops)は存在し
ない(ただし当該分野の事業者に対する一
般的な義務規定は適用される)

直接規制

関係者が従うべき目的とルール(プロセス
や企業に対する特定の要求を含む)が法律
や政府、規制者によって定義されており、
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公的機関によるエンフォースメントが担保
されている
(出典：生貝直人(2011)「情報社会と共同規制」p.26 より筆者作成)
第２項 個々の限界から複数への可能性
以上第２章では直接規制や自主規制の限界をこれまで述べてきた。この２つの規制は個々のアクター
による規制である。個々での規制に限界が見えるのであれば、複数のアクターが関わる規制の枠組みの
可能性を探るべきであろう。
次章では、共同規制の概要や意義、日本における共同規制の現状や課題について論じていく。

第３章 共同規制
前章では日本の個人情報に関する法制度の概要や直接規制による個人情報保護の限界、自主規制の意
義や限界について述べた。本章では共同規制の概要や EU・アメリカにおける事例、日本における共同規
制の現状や共同規制導入における課題について論じていく。
第１節 共同規制の概要および意義
本節では共同規制の概要および意義について論じていく。
Ofcom によると、共同規制とは「自主規制と法的規制27の両方により構成されるスキーム28であり、公
的機関と産業界が、特定の問題に対する解決策を共同で管理している。責任分担の方法は多様だが、典型
的には政府や規制機関は求められた目的を達成するために必要な補強力を保持している」29とある。第 2
章で示されたような、インターネットの技術進歩が速い現代において法整備に時間がかかる点から適切
な対応ができないという法的規制の欠点を、自主規制の利点である規則制定までの時間の優位性という
点で補完することが可能である。一方、自主規制では規則の実効性が低い点や、そもそも自主規制ルール
が策定されない場合が存在し、それらの点において法的規制による実効性の高さや自主規制ルールを定
めていない団体に対しては、法律による規則の適用が可能である点など相互に補完し合う規制の形とな
っている。
そもそもプライバシーを保護しようとする動きは政府側だけでなく企業側にもあった。それは第 1 章
で述べたように各企業がプライバシー・ポリシーを打ち出していることから明らかであろう。このよう

27

直接規制と同義。直接規制の定義については第 2 章参照。

28

枠組みのこと。

29

Ofcom [2008] identifying appropriate regulatory solutions: principles for analysing self- and co-regulation.

（http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/coregulation/statement/statement.pdf) (2020 年 7 月 5 日。)
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に、政府と企業には両者に共通する行動原則が内在的に存在していたといえる。にもかかわらず、プライ
バシーの問題は解決に向かっていなかった。そこで、問題解決の為にこの共通の行動原則を用いて両者
の関係を調整する制度的形態として挙げることができるのが共同規制である。つまり共同規制とは政府
と企業両者の間で支持されたプライバシー保護という行動原則に基づいて、政府と企業が共同の決定や
行動に至るための制度であるといえる。

【図 9: 共同規制の構造】
１節 政府当局(EU：プライバシー保護当局、米 FTC)
２節 法制度(一般データ保護規則 GDPR、権利章典新

法)
承認・
直接執行免除
直
PP 違反に加え、自主規

接

制ルール違反に対する

執

多様な関係者

行

を含む自主規制ルール策定

参加・遵守

罰則

監視・執行

自主規制
不参加企業

個別企業のプライバシーポリシー(PP)

(出典：生貝直人(2013)「情報社会における共同規制についての日米欧比較制度研究」より筆者作成)
第２節 共同規制の例
前節では、共同規制の概要と意義を述べた。本節では、日本における具体的な共同規制の形を議論して
いくために、アメリカと EU における共同規制の例を述べる。
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第１項 アメリカにおける共同規制
本項では、アメリカにおける共同規制の例を挙げる。アメリカにおける共同規制では、連邦取引委員
会(FTC)の一般原則に基づき業界団体が自主規制ルールを策定する。そして、その業界団体に加盟してい
る企業はその自主規制ルールを基に個別のプライバシー・ポリシーを策定し、遵守する義務を負う。業界
団体はプライバシー・ポリシーが遵守されているかを監視し、違反が発覚した場合罰則の執行を行う。
FTC は自主規制ルールが遵守されているかを監視し、プライバシー・ポリシー違反やユーザーに対して
深刻な被害をもたらす場合に罰則を執行する。アメリカにおける共同規制の事例として、Network
Advertising Initiative (NAI)が挙げられる。NAI はデータ収集とデジタル広告への使用に対する自主規
制団体である。NAI は現在 Google など 100 以上の企業が加盟する団体であり、2000 年に FTC の合意
の基に NAI の自主規制行動規範を策定した。この規則により、会員企業に対して、ターゲティング広告
に使用されるデータの収集、使用、および転送に制限が課される30。消費者苦情や NAI による加盟企業
に対する監視などからコンプライアンス違反が発覚した場合は制裁の勧告やメンバーシップの一時停止、
この問題を連邦取引委員会に委託する場合がある。
第２項 EU の共同規制
本項では、EU の GDPR に基づいて行われている共同規制の例を挙げる。EU の GDPR の共同規制の
例として、EU の GDPR 第 40 条の業界ごとによる行動規範の作成があげられる。GDPR には「忘れら
れる権利」、「データポータビリティの確保」などの概念が示されている。個人情報保護に関しての業界
ごとの差異を反映して、GDPR の概念が具体化されてより現実的に運用されるように、EU 加盟国や各
業界団体が行動規範を策定することが推奨されている。そして、加盟国、業界団体が策定した行動規範
が、EU が定めた監督機関に提出されて適切だと認められた場合は認証が与えられる。また、共同規制の
一例として Interactive Advertising Bureau(IAB) Europe を紹介する。IAB Europe は BBC world news,
CNN といった大手メディア組織の他に Facebook や Google も所属する広告事業社団体である。IAB は
GDPR における透明性確保の取り組みとしてコンセントストリング31を行っている。コンセントストリ
ングには利用目的ごとの同意の有無やベンダーごとの同意の有無が記されている。企業が加盟すること
の意義は、情報共有やルールの共有が行えるだけでなく、EU の政策立案者へ組織を通じてアプローチを
とることが容易になることなどである。
第３節 日本における現状分析

30

NAI. The NAI Code of Contact.

( https://www.networkadvertising.org/code-enforcement/code/)(accessed July 3, 2020.)
31

広告入札要求の付加される数字。パーソナライズ広告の配信にデータを利用する同意をユーザーから得ているかを確

認するためのもの。
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前節では、アメリカと EU の共同規制の例について論じた。本節では、日本の共同規制の取り組みに
関して現状を述べたうえで、日本で取られるべき共同規制のあり方について、アメリカや EU の例を比
較検討しつつ論じる。
第１項 共同規制の取り組みの現状
本項ではプライバシー保護に限らず、日本で行われている様々な共同規制の現状について検討する。
日本においても近年、共同規制に関する理解が浸透し、実現化に向けた取り組みが行われ始めている。現
在、実現化されている共同規制の例として、日本シェアリングエコノミー協会が行っているシェアリン
グエコノミー認証制度が挙げられる。シェアリングエコノミーはサービスごとに品質のばらつきが存在
し、まだ法制度が整備されていない。そのため、日本シェアリングエコノミー協会は、内閣官房の「シェ
アリングエコノミー・モデルガイドライン」に基づいて、日本国内におけるシェアリングエコノミー業界
の標準となる⾃主ルールの策定を行っている。自主ルールに適合しているかの審査・認証を行うシェア
リングエコノミー認証制度が存在し、現在 Uber eats などの 22 団体が認証マークを取得している。認証
マークは３年間を有効期限として、第三者委員会による監査を行われており、共同規制の形が取られて
いる。
第２項 プライバシー保護分野における共同規制の取り組みの現状
本項では、プライバシー保護分野における共同規制の取り組みの現状について論じる。日本では、近年
プライバシー保護分野においても、産業界による自主規制と、それに対する政府の共同規制的な政策枠
組の構築が進められている。今年の国会で可決されたデジタルプラットフォーマー取引透明化法では、
共同規制のモデルを確立するための運用体制の構築が目指されている。この法律で想定されている日本
の共同規制は、政府が大枠を示し、事業者が情報開示や手続き・体制整備等自主取組を勧め、官民で評価
する規制手法である。共同規制の核となる評価過程について、本年秋までに具体的な制度設計が行われ
る予定である。
第３項 EU の例を日本の共同規制と比較する理由
本項では、EU の例を日本の共同規制と比較する理由について論じる。第 2 節におけるアメリカと EU
の共同規制の事例を踏まえたうえで、われわれは EU の共同規制の取り組みがより日本に適合的である
と考える。なぜなら、共同規制の基盤となる「法制度」の性質が、 EU と日本が似ているからだ。アメ
リカは、個人情報に関しては分野毎に個別立法を定めており、FTC の一般原則は特にインターネット関
連だけについての法制度となっている。一方で、EU の GDPR は全ての分野を含んだ包括的な法制度で
あり、分野毎の規制は GDPR の中の第 40 条に定められている。日本の個人情報保護法も、GDPR と同
様に、全ての分野を含めた「包括的」な法制度である。そのため、EU との事例を日本の共同規制と比較
する。
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第４節 日本の共同規制導入における課題
本節では、日本において効力のある共同規制を導入するための課題について論じる。生貝は、2013 年
時点で、日本が共同規制を導入するにあたり、２点課題があると論じた32。１点目は、法制度に関する問
題であり、２点目はプライバシー保護当局に関する問題である。以下、第１項で前者について論じ、第２
項で後者について論じる。
第１項 日本における法制度の問題
前者は、共同規制を具現化するための法律が存在しないことである。生貝は EU が想定する共同規制
の構造をわが国において実現するには、現行の個人情報保護法の改正に加え、行政組織の再編成を視野
に入れる必要があると主張した33。しかし、2015 年の個人情報保護法の改正により、民間主導による自
主規制ルール策定・遵守の枠組みが創設された。この枠組みにおいては、民間団体が、それぞれの業界の
特性に応じた独自の具体的なルールを策定することができ、その実効性確保には第三者機関が関与する
34。よって、現在の日本において、共同規制具現化のための法制度上の問題は解決されている。

第２項 日本におけるプライバシー保護当局の問題
後者は、EU 諸国の独立性の高いプライバシー保護当局のような、産業界の自主規制に対する統一的な
介入や承認を行い、適宜罰則権限を行使しうるだけの、権限とリソースを有する組織が存在しないこと
である35。しかし、前述の個人情報保護法改正により、これまでの各省庁がそれぞれ管轄している分野の
企業の監督権限を持っていた監督体制から、個人情報保護委員会に監督権限が一元化された体制に変更
された36。この個人情報保護委員会は、第三者機関として設立されており、独立性を持った政府機関であ
る。勧告・命令等の権限に加え、必要に応じて報告を求めたり、立入検査を行うことができる等の権限も
有する37。しかし、罰則権限はいまだ有していない。
第５節 日本における共同規制のあるべき姿
前節では、日本における共同規制導入の際の課題を論じた。本節では、課題を踏まえた上での日本に
おける共同規制のあるべき姿を論じる。

32

生貝直人(2013)「情報社会における公私の共同規制についての日米欧比較制度研究」

33

生貝(2013) 、前掲書、p29

34

内閣官房「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱について」

35

生貝、前掲書、2013、p-29

36

個人情報保護委員会事務局「個人情報保護法の基本」

37

内閣官房、前掲書、p5
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第１項 日本の共同規制の内容
われわれが考える日本の共同規制の理想のあり方として、既存の共同規制の構造に消費者の役割を取
り入れるべきだと考える。日本の個人情報保護法 43 条に消費者の意見を代表する者その他の意見を聴
いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針を作成するよう努めなければならない38とある。この個人情
報保護法 43 条をもとに、消費者が企業の自主規制ルール策定の際に意見を提示することによって、消
費者の意見を反映した自主規制ルール策定のプロセスを構築できる。また、既存の共同規制の枠組みで
行われていなかった、自主規制ルールへの罰則の導入を行うべきだと考える。これまでは、自主規制ル
ールへの罰則がなかったため、共同規制において策定されたルールの実効性が担保されていなかった。
現行の個人情報保護法を改正して、プライバシーポリシーと自主規制ルールの違反への両方に対する罰
則を設けるべきである。
【図 10 日本における共同規制の構造】

① 政府当局(個人情報保護委員会)
② 法制度(個人情報保護法)
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個別企業のプライバシーポリシー(PP)

電子政府の総合窓口 e-Gov

(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057#277 ) (accessed
July 5, 2020.)
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（出典：生貝直人(2013)「情報社会における共同規制についての日米欧比較制度研究」より筆者作成）
第２項 日本の共同規制の意義
前項で述べた日本の共同規制の枠組みでは、企業、政府に加え消費者の３アクターによる多主体間主
義な自主規制ルールの策定が行われる。消費者を関係するアクターの１つに加えたことにより、従来は
反映されづらかった多様な意見を企業の自主規制ルールに反映させることが可能となる。また、自主規
制ルールに違反した場合の罰則を設けることで、共同規制において策定されたルールを遵守する企業が
増えると考えられる。

第３項 日本の共同規制の課題
前項では、日本の共同規制における意義を論じた。本項では、第１項で述べた共同規制において本稿に
おける問題意識を解決するための更なる課題を論じる。GAFA は巨大 IT 企業であり、関連分野が多く存
在するため、所属するべき業界団体は多岐に渡る。本稿の問題意識を解決するためには、GAFA が関連
分野全ての共同規制の枠組みに参加することが求められる。しかし、GAFA が関連分野すべての自主規
制ルールを作る業界団体に所属しているかを監視するのは難しい。そのため、GAFA の特定分野におけ
る規制逃れの可能性が残ってしまうという課題点が残る。

終章
本稿では、GAFA のプライバシー保護問題という世界的諸問題に対し、多国間主義的な対策の限界を
明らかにしたうえで、それを補完するための各国・地域別の対策として、日本では既存の共同規制の構造
に消費者の役割を取り入れた、多主体間主義的な共同規制を構築すべきだと結論付けた。
第１章では、GAFA のプライバシー保護問題に対する多国間主義的な取り組みには限界があることを
明らかにし、各国・地域別の個別の対策で補完していく必要性があることを論じた。
第２章では、そのような個別の対策として、国家の法制度による直接規制と、産業界が独自に行う自主
規制にはそれぞれ限界があることを述べ、これら両者を包含した取り組みを行う必要があることを論じ
た。
第３章では、直接規制と自主規制の両者により構成される共同規制の意義を論じ、アメリカや EU に
おける共同規制の取り組みと比較検討しつつ、日本における多主体間主義的な共同規制の構築を提案し
た。
以上本稿における論理の流れを整理したが、昨今の新型コロナウイルス禍においては、GAFA の持つ
ビッグデータの活用の有効性が明らかになっており、GAFA 規制よりもむしろ、GAFA の持つビッグデ
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ータの活用の方法に議論の焦点が集まっている。実際、序章で述べたように GAFA が持つ知見が世界の
新型コロナウイルス対策に活用されており、GAFA の技術力は世界が新型コロナウイルスに対抗してい
く上で不可欠であろう。しかし逆説的ではあるが、このような状況下にあるからこそ、われわれ自身に直
接影響を与えうる GAFA のプライバシー保護問題に今一度目を向け、どのような対策を講じていくべき
か検討することが求められているのではないか。
最後に、本稿の課題を２点挙げることで本稿の結びとする。１点目は、規制の構造の議論が先行してお
り、プライバシー保護問題を引き起こしている GAFA 自身をどのように規制の枠組みに取り入れるかに
ついて満足に議論することができていない点である。GAFA は、プライバシー保護問題という世界的諸
問題を引き起こしている当事者であり、今後共同規制の具体的な制度設計が進む過程で、どのように
GAFA を規制の枠組みに組み込んでいくかという点は、１つの論点として着目すべきであろう。
２点目は GAFA 自身の技術的な問題に触れることができていないという点である。第１章において、
GAFA 独自のプライバシー保護対策についても論じたが、この対策に限界がある理由の１つとして、そ
もそも GAFA 自身に技術的な制約が存在することが考えられる。今後プライバシー保護問題という世界
的諸問題に立ち向かうには、規制のあり方だけでなく、そもそもこの問題を引き起こす技術的な問題に
も着目すべきであろう。以上のような論点も意識しつつ、今後世界は GAFA のプライバシー保護問題に
対して、より多角的な視点から議論していくべきである。
しかし、上記のような課題が残されているものの、われわれが本稿において主張する、日本における多
主体間主義的な共同規制は、消費者に含まれる個人を規制の枠組みに取り入れたという点において意義
があると考える。なぜなら、GAFA のプライバシー保護問題は、われわれ個人にも直接影響がある問題
であり、個人の視点抜きに議論できる問題ではないからだ。つまり、従来の国家と企業という二主体間的
な関係を超え、問題の当事者でもある個人を包含する多主体間主義的な規制の枠組みを提示したことに、
われわれの論文の意義があるのだ。
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