
1 

 

 

                               2020年 12月 2２日 

意見書 

-監視社会の進展を加速化するデジタル庁創設計画への疑問を提起し、 

プライバシー保護のための独立監視機関の設立を求める- 

 

                         共謀罪対策弁護団 

                      秘密保護法対策弁護団 

                  

 

目次 

意見の趣旨 ................................................................................................................................... 2 

意見の理由 ................................................................................................................................... 4 

第１ はじめに ............................................................................................................................... 4 

第２ 深まる警察監視社会化 ........................................................................................................... 4 

１ 共謀罪の推進勢力が外務省・法務省から官邸に途中で変わった ................................................... 4 

２ 制定２０年を経過した盗聴法の適用が飛躍的に拡大する危険性がある .......................................... 4 

３ 監視カメラと顔認証技術が結び付けば、究極の監視社会が現実のものとなりうる .......................... 5 

４ 官邸は官邸ポリスの集めた情報で官僚・政治家を恐怖支配している .............................................. 5 

５ 警察組織の政治的中立性が破壊されている .............................................................................. 6 

第３ 今こそ求められるプライバシー保護のための独立監視機関 ......................................................... 6 

１ プライバシーの保護が人格の自律を保ち、表現の自由など自由権の核となる ................................. 6 

２ GAFAと公的機関の両方の規制の強化が急務.......................................................................... 7 

３ 自由権規約委員会の審査の事前質問リストに共謀罪・秘密保護法が取り上げられた ....................... 7 

４ ないに等しい秘密指定に関する独立監視機関 ........................................................................... 8 

5 アメリカにおける秘密指定解除の仕組み .................................................................................. 8 

6 ドイツにおけるデータコミッショナーによるプライバシー保護のための活発な活動 .......................... 9 

7 特定秘密の指定、情報機関・デジタル庁・公安警察などの情報活動に対する独立監視機関の設立が必

要である ................................................................................................................................. 11 

第４ デジタル庁関連一括法案の予測される内容 ............................................................................ 12 

１ デジタル庁にはかなりの準備の歴史がある。 ........................................................................... 12 

2 デジタル庁は、監視社会の完成のための国・地方・企業のデジタルインフラの共通化を目的とするもの

ではないか .............................................................................................................................. 12 

3 デジタル・ガバメント実行計画のポイント ................................................................................. 12 

第 5 省庁間の壁を壊すとされるデジタル庁構想への深刻な懸念 ..................................................... 13 

1 菅首相の説く「省庁間の壁を壊す」とは、個人情報保護のための壁を解体するということではないか 13 

2 多くのカードの統合化され、データの突合が検討されている ..................................................... 13 

3 急ピッチで進められる新たなシステム導入の中、個人情報保護の仕組みがどのように作られていくの

かは不透明である。 .................................................................................................................. 13 



2 

 

4 提出されるデジタル庁法案について検証しなければならない人権保障上の問題点 ....................... 14 

第 6 まとめ ............................................................................................................................... 17 

附録Ⅰ 2017年 10月6日 日弁連人権擁護大会決議(個人が尊重される民主主義社会の実現のため、

プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議) ................................... 18 

附録 Ⅱ デジタルガバメント実行計画........................................................................................ 21 

附録Ⅲ マイナンバーカードを活用したカードのデジタル化の工程表 ..................................................... 23 

 

意見の趣旨 

１ 現在政府が来年の通常国会に提出を準備しているデジタル庁関連一括法案は、我が国にお

ける個人情報・プライバシー保護のシステムを根本的に改変するものとなる可能性がある。デ

ジタル・ガバメント実行計画や法案準備作業に係る文書は、内閣府のHPに公開されているが、

政府は、市民の人権保障に対して重大な影響を及ぼす法律案について、その法案の骨子・要綱、

ディスカッションするべきポイントなどをまとめて、早期に市民と国会議員のために議論の素

材を提供するべきである。 

 

2 日本には、公権力によるプライバシー侵害については、これを規制する機関が存在しない。

監視社会による市民の自由の危機を防ぐためには、日本でも、GDPR1にならって、巨大 IT 企

業の情報の収集、保管、利用等についてのみならず、公的機関によるプライバシー侵害も含め

て、政府から独立した機関によって厳格な規制を行うことを義務づけることがデジタル庁を設

置するよりも先決である。 

 

3 とりわけ、危惧されるのは、政府文書において個人情報の第三者提供について、「データ共

同利用権」が提唱されていることである。「データ共同利用権」については、デジタル庁に関す

る検討文書において、「データ主体（本人）の同意やプラットフォーム事業者や公的機関等のデ

ータホルダーによる許諾だけに基づくものではなく、データ取得方法、データの管理主体、デー

タの利用目的等に鑑みて相当な公益性がある場合に、データ利用を認めるものとすること。」

と示されている。 

GDPR(EUデータ保護規則)においても、個人の同意を必要とする個人情報保護原則の取

り扱いが核とされている。これが軟化される危険性があり、また、マイナンバーカードに、運転

免許証と保険証をはじめとして多くのカード機能が付加され、またマイナンバーカードをスマ

ホに搭載することも検討されている。多くの情報が突合・検索されて、個人のプライバシーがデ

ジタル庁に統合・集中される可能性がある。 

 
1 「EU一般データ保護規則」（GDPR：General Data Protection Regulation）とは、個人データ保護やその取り扱いについて詳細に

定められた EU域内の各国に適用される法令のことで、2018年 5月 25日に施行された。主な内容は以下の通り。 

・本人が自身の個人データの削除を個人データの管理者に要求できる ・自身の個人データを簡単に取得でき、別のサービスに再利用できる

（データポータビリティ） ・個人データの侵害を迅速に知ることができる ・個人データの管理者は個人データ侵害に気付いた時から 72時間

以内に、規制当局へ当該個人データ侵害を通知することが求められ、また、将来的には本人への報告も求められる。・サービスやシステムはデ

ータ保護の観点で設計され、データ保護されることを基本概念とする ・法令違反時の罰則強化 ・監視、暗号化、匿名化などのセキュリティ要

件の明確化 
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4 デジタル庁は、「首相直轄の組織」として内閣府に置かれるが、内閣官房におかれた内閣情

報調査室という情報機関と緊密な関係を持つことが予想され、デジタル庁が集約した情報は、

内閣情報調査室を介して警察庁・各都道府県警察と共有される可能性が否定できない。すくな

くとも、このことを抑止するシステムが必要であるが、このような提案は法案の説明資料には

ない。 

 

5 すくなくとも、情報の不適切な収集と共有を未然に防止するとともに、情報が適切に利用

されていることを監視することができるためのシステムが必要である。日弁連などは、これま

でも、情報機関2の活動、特定秘密指定などについて、政府から独立した監視機関を設立する

必要があることを提唱してきた。デジタル庁を設立するのだとすれば、すくなくとも、同時にこ

のような機関を、作るべきである。 

 

6 特定秘密、情報機関の集めた情報、デジタル庁に集約された情報等の中身まで見て、是正

勧告できる機関が必要である。 

特定秘密保護法に関連して設立された政府・国会の機関は十分機能しているとはいえない。

独立公文書監理監は、秘密を指定する機関からの出向者の集まりで、この機関の活動によって

政府の不適切な秘密指定が改善された例はほとんど見られない。全く独立性が欠けている。 

これに対して、衆院・参院に設けられた情報監視審査会は一定の独立性があるし、委員は熱

心に活動している。しかし、同審査会で多数を占める与党委員が反対すれば、秘密の提示を求

めることもできない仕組みとなっており、限界がある。 

そのため、特定秘密、情報機関の集めた情報、デジタル庁に集約された情報等の中身まで見

て、是正勧告できる機関が、我が国においても必要である。アメリカ、ドイツやオランダには、国

が秘密指定している情報や情報機関の集めた情報を見て、不適切な情報が秘密指定されてい

ればこれを公開させ、あるいは、誤った個人情報が収集されていればこれを訂正させる権限を

持ったさまざまな国家機関が活動している。 

 また、特定秘密を取り扱う公務員などの適性評価のために収集された機微情報の管理につ

いて、適切に行われる体制が作られているかどうか(特定秘密保護法 16条参照)またこれらが

適切に運営されているかどうかを検証できる仕組みが必要である。 

国の国家秘密に関する活動を適切に監視し、市民に対する違法なプライバシー侵害を未然に

防ぐためには、政府から独立し、情報公開と個人情報保護のための強い熱意と専門性を備えた

委員から構成される独立監視機関が必要である。 

そして、これらの委員には、人権 NGO のメンバー、弁護士、秘密と情報に関する研究者など

が任命されることが望ましい。デジタル庁を創設するのであれば、その創設と同時にこのよう

な機関を設立することは絶対不可欠である。 

 

 
2 日本には CIAのような中央情報機関はまだないが、公安警察、自衛隊の情報保全隊、法務省の公安調査

庁、内閣情報調査室などの情報機関がある。 
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意見の理由 

第１ はじめに 

 私たちは、安倍政権の下で制定された人権侵害の可能性の高い法律が制定された後に結成

された、対策弁護団である。 

まず、私たち共謀罪対策弁護団は、2017 年に成立した共謀罪法が刑事法規の予測可能性

を破壊し、人々の自由な行動、さらには自由な意見表明を抑圧し、民主主義的な社会の存立自

体を危うくすることを危惧し、共謀罪法の廃止と、もし共謀罪法が適用された場合の弁護に取

り組むことを目的に、共謀罪対策弁護団を設立した。 

私たちはなぜ共謀罪に反対したのか。共謀罪は、人と人との「合意」を犯罪化するものであり、

何が犯罪となるかの外延を不明確とするものである。一般市民にとって合法的な行動の範囲

が、わからなくなり、刑罰法規の「予測可能性」が失われる。恣意的に逮捕されたり、罪に問わ

れる可能性がある。 

また、私たち秘密保護法対策弁護団は、2013年に成立した特定秘密保護法が、政府の重要

な活動を秘密のベールで閉ざし、これを明らかにしようとする市民・ジャーナリストの活動を萎

縮させることを懸念し、同法の廃止を求めるとともに、その運用状況を監視し、もし特定秘密

保護法違反の刑事事件が立件された場合の弁護に取り組むことを目的に、秘密保護法対策弁

護団を設立した。 

秘密保護法制定から 7 年、共謀罪法の制定から３年半が経過するが、同時に制定された証

人買収罪は IR 汚職事件で秋元司議員に対して適用されたものの、秘密保護法違反・共謀罪の

適用例はない。本当に秘密保護法・共謀罪のような極端な立法が必要だったのかあらためて問

い直し、国会にその廃止の検討を強く求めたい。 

 

第２ 深まる警察監視社会化 

１ 共謀罪の推進勢力が外務省・法務省から官邸に途中で変わった 

2012 年に誕生した安倍政権は、まず特定秘密保護法を制定した。これを進めたのは、公安

警察出身の官邸官僚である内閣情報官（当時）の北村滋氏であった。共謀罪は、国際的組織犯

罪防止条約に基づき創設されるものであると政府から説明されたが、そもそも、この条約はマ

フィア対策、テロ対策の条約ではない。この条約は、組織犯罪集団への参加又は重大な犯罪の

共謀の処罰を求めたものである。2003 年に政府は共謀罪法案を国会に提案(必要性はない

が、条約批准のためにとの説明)したが、この時点での共謀罪法案の推進勢力は、外務省と法

務省であった。2005/6年には国会審議が始まったが、日弁連などの強い反対もあり、法案は

廃案になった。民主党政権下では、共謀罪法なしに条約を批准する途も模索された。そして、そ

の後、共謀罪法の制定を目指す推進力となったのも、やはり北村氏であった。 

 

２ 制定２０年を経過した盗聴法の適用が飛躍的に拡大する危険性がある 

２０１５年に改正された盗聴法（通信傍受法）が２０１９年６月１日から全面的に施行された。盗

聴法が２０００年に制定された際、私たちは大きな反対運動を組織して、これに抵抗した。反対

運動の効果もあり、対象犯罪は覚せい剤などの薬物と銃器の取引、組織的殺人、集団密航の４

種類の犯罪に限定した。また、傍受が適切に行われることを確保するために、NTT など通信事

業者の常時立ち会いを義務づけることとした。このような強い規制により、通信傍受を行った
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事件数、令状の発布件数は少しずつ増えてきたが、激増するには至っていなかった。 

 ２０１５年改正では、新たに、9 つの犯罪（窃盗、詐欺、殺人、傷害、放火、誘拐、監禁、爆発物、

児童ポルノ）盗聴可能犯罪として追加された。この中の窃盗と詐欺は、刑務所に入っている人

の数でいえば圧倒的な多数で、犯罪件数では年間１００万件を超えている。 

また、手続きも緩和される。具体的には、通信事業者は令状に示されたすべての通信を録音

し、これに暗号をかけて、警察署に送信する。警察官は、警察署内でいつでもこの暗号を解い

て、傍受された通信を聞いたり、見たりすることができる。そして、この暗号化の方法を用いれ

ば、外部の事業者の立会なく、都道府県の警察本部や検察庁で居ながらにして直接盗聴できる

こととなった。このような制度改正により、これまで必要以上の盗聴が規制されていた歯止め

が破られ、その実施件数が飛躍的に拡大する危険性がある。なお、盗聴の実態は国会に報告さ

れることから、国会がこれを注視し、野放図な拡大を食い止めることを期待したいが、実際に

は大きな壁がある。 

 

３ 監視カメラと顔認証技術が結び付けば、究極の監視社会が現実のものとなりうる 

西日本新聞の報道によると、「世界 120都市の防犯・監視カメラの設置状況について英国

の調査会社コンパリテックが調べたところ、住民千人当たりのカメラ設置台数（設置率）が多い

上位 10都市のうち 8都市を中国が占めた。現在約 2億台ある中国の監視カメラが 2022

年までに 6億 2600万台へ大幅に増加するとの推計も示し、監視社会が進む実態を指摘し

た。同社の報告書によると、監視カメラの設置率が最も高い都市は中国の重慶で、千人当たり

168台に上った。2位は深圳（千人当たり 159台）、3位上海（113台）、4位天津（92台）、

5位済南（73台）と続いた。6位にロンドン（68台）が入ったが、7位は武漢（60台）、8位広

州（52台）、9位北京（39台）と中国の都市が上位をほぼ独占した。10位は米アトランタ（15

台）だった。少数民族ウイグル族への抑圧政策の一環として、多数のハイテク街頭カメラによる

監視が指摘されるのは、中国新疆ウイグル自治区のウルムチであり、その設置状況は千人当た

り 12台で 14位だった。公表された上位 50都市に日本の都市は含まれなかった。」とされ

ている3。 

中国の監視カメラは、顔認証技術と連動し、反政府活動や民族主義運動を行う市民は徹底的

に監視されている。一般市民の中には、治安が改善したとして歓迎する声もあるというが、そ

もそも異を唱えることが不可能な状況になっているともいえる。香港市民が逃亡犯条例に反

対し、必死のデモを続けているのは、中国の監視システムに呑み込まれてしまうことを恐れて

いるためであろう。このような中国の現実は、他人事ではない。手をこまねいていれば、日本も

同じような状況となる可能性がある。 

 

４ 官邸は官邸ポリスの集めた情報で官僚・政治家を恐怖支配している 

２０１８年末に「官邸ポリス」と言う題名の本が講談社から出版された。著者は「東京大学法学

部卒業、警察庁入庁、その後、退職」とだけ、紹介され、経歴も年齢もわからない。内容は、安倍

政権に奉仕する官邸内の警察官僚をはじめとして、外務省、財務省、警視庁、さらには報道機

 

3 2019/8/24 6:00 西日本新聞 国際面 

 

https://www.nishinippon.co.jp/theme/todays_5th_pages/
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関などの生々しい実態が描かれている。この本は、政権に奉仕し、政権をコントロールさえしよ

うとしている、杉田官房副長官(内閣人事局長を兼務。1997 年当時内閣情報調査室長)と北

村滋内閣情報官（当時）ら官邸ポリスを告発するために、書かれた内部告発本のようだ。 

2019 年６月の毎日新聞のインタビューで、前川喜平元文科事務次官は、『この本が本当 だ

としたら、現代の特高警察だと思いますよ。私は 2016 年の 9 月か 10 月 ごろ、警察庁出身

の杉田和博官房副長官から官邸に呼び出され「新宿の出会い系バーというところに行ってい

るそうじゃないか」と言われた。「週刊誌から聞いた話だ」と。それなら週刊誌が私のところに来

るはずですが、来ませんでした。…菅さんが総理になれば、もっとひどい警察国家、恐怖政治に

なるのではないかと懸念しています。…そういえば杉田さんに官邸に呼ばれた時、「○○省の

○○ 次官にもそういうことがあったよ」と言われたんです。それで「みんな尾行されているの

かな」と思った。弱みを握られている人は役人だけではなくて、与野党の政治家の中にも、メデ

ィアの中にもいるかもしれない。そう思いました。』と述べている（毎日新聞2019年６月２０日 

これが本当なら「現代の特高」…前川元次官が語る告発ノベル「官邸ポリス」のリアル）。まさに、

当時の安倍・菅官邸が、公安警察が集めた個人情報によって、政治家や官僚の弱みを握って黙

らせるという、独裁的な政治を進めていることが、元事務次官から告発されたといえる。 

 

５ 警察組織の政治的中立性が破壊されている 

2019 年 7 月 15 日、札幌で参院選の演説をしていた安倍首相にヤジを飛ばした市民が強

制排除されるという事件が発生した。総理に不快な思いをさせないために、総理の演説に対す

るヤジは取り締まるように、全国の警察組織に対する指令が出ていたとすれば、このような警

察権の行使は明らかに警察法２条違反である。 

総理の目となり、耳となって官邸を支える内閣情報調査室は、実質的には警察機構のトップ

に君臨しながら、警察組織ではないという理由で、警察法の軛を免れ、官邸の私兵と化してい

る。そして、安倍政権で長く内閣情報官を務めてきた北村滋氏が、国家安全保障局の局長に就

任した。官房副長官の杉田氏が内政を、国家安全保障局長の北村氏が外政を担当することで、

菅政権の下で両名とも留任している。官邸は、警察出身者に完全にコントロールされている。こ

れにデジタル情報を集約したデジタル庁が加われば、戦前の「内務省」の悪しき部分を現代的

に復活させるような怪物機関が誕生する恐れがある。 

 

第３ 今こそ求められるプライバシー保護のための独立監視機関 

 

１ プライバシーの保護が人格の自律を保ち、表現の自由など自由権の核となる 

共謀罪の法案審議が頂点を迎えていた２０１７年５月、国連人権理事会の任命するプライバシ

ー問題に関する特別報告者であるジョゼフ・カナタチ氏が、この法案が刑事法に求められる明

確性を欠いていること、市民のプライバシー侵害を拡大する恐れがあるにもかかわらず、その

歯止めを欠いていることを指摘する公開書簡を安倍首相に送った。 

カナタチ氏は同年１０月２日に来日され、日弁連における講演で、プライバシー保護のための

セーフガードについて、①監視システムは、使用前に法律によって定められなければならず、実

際の監視が行われる前に、事前の独立した認可を受けなければならないこと、②国家による個

人の行動の意図的な監視は、対象を特定し、合理的な疑いに基づいてのみ可能であること、③
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国際的な監視システムが必要であることなどを提言されている。 

カナタチ氏によって示されている条件は、極めて具体的で、日本でも、実施可能なものであ

る。私たちも、ドイツやオランダなどのプライバシー保護の先進国に学ぶ必要がある。情報警察

活動に対する市民的な監視を強化していくことも、私たちに課せられた重要な課題である。 

 

２ GAFAと公的機関の両方の規制の強化が急務 

グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンなどの巨大 IT 企業が集めた個人情報ビッグデ

ータが商業活動だけでなく捜査機関による市民監視にも使われている。このことについては、

スノーデン氏の告発によって、アメリカ政府が世界中から集めたデジタル情報を検索できるプ

リズムシステムや XkeyScore4などのシステムの存在が世界的に明らかにされた。 

また、共同通信などの調査報道によって、検察庁が、約３００の企業などのリストをつくり、捜

査照会を利用し、個人情報を 取得していることが、明らかになった。リストには、航空、鉄道な

ど交通関係の会 社、コンビニ、スーパー、家電販売店、携帯電話会社などさまざまな企業名が

載っているという。このリストは、警察の協力のもとにつくられた。捜査機関が、捜査関係事項

照会制度を利用し、裁判所の令状なしで個人情報を取得していたのである。 

これに対して、EU では、GAFA 規制を主たる目的として、GDPR 指令が制定され、市民の

プライバシー保護が図られようとしている。しかし、日本では、個人情報保護委員会は民間企業

の規制の権限しかない。2019 年９月、リクナビが学生の同意を得ないまま内定辞退率の予測

データを顧客企業に販売していたことが発覚し、同委員会が、リクナビに厳しい勧告を行った。

しかし、公権力によるプライバシー侵害については、これを規制する機関が存在しない。監視社

会による市民の自由の危機を防ぐためには、日本でも、GDPR にならって、巨大 IT 企業の情

報の収集、保管、利用等についてのみならず、公的機関によるプライバシー侵害も含めて、政府

から独立した機関によって厳格な規制を行うことを義務づけることが急務となっている。 

 

３ 自由権規約委員会の審査の事前質問リストに共謀罪・秘密保護法が取り上げられた 

2020 年春に予定されていた自由権規約委員会の審査のために、委員会が日本政府に示し

た事前質問リストの第９項は、「有事及びテロ対策」が取り上げられ、自民党の憲法改正案の緊

急事態条項が取り上げられている。その後に、①共謀罪法における「組織的犯罪集団」、「計画」

及び「準備行為」等の共謀罪の構成要件が、法的安定性及び予測可能性の原則を遵守していな

いこと、②共謀罪法の別表４に含まれる 277 の新たに設けられた犯罪にはテロリズム及び

組織的な犯罪とは明らかに無関係な犯罪が含まれていること、③表現等の自由が不当に制限

され、自由権、公正な裁判を受ける権利が侵害されるおそれがあること等の懸念に対する返答

を求めている。 

さらに、特定秘密保護法は2014年の委員会の総括所見5にも取り上げられ、「締約国は、特

定秘密保護法とその運用が、規約第 19 条の厳格な要件に合致することを確 保するため、あ

 
4 スノーデン氏がメディアに提供した文書により、ＮＳＡが日本の情報機関などに対し、インターネット上の電

子メールなどの情報を収集・検索できる「ＸＫＥＹＳＣＯＲＥ」と呼ばれる監視システムを提供していたことが明

らかになったと 2017年 4月にNHKが報じている。 
5 Alt_Rep_JPRep6_ICCPR_ja180308.pdf (nichibenren.or.jp) 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/Alt_Rep_JPRep6_ICCPR_ja180308.pdf
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らゆる必要な措置をとるべきであり、特に次の事項を保障すべきである。 (a) 特定秘密に指

定され得る情報のカテゴリーが狭く定義されること、かつ、情報を求 め、受け及び伝える権利

に対するいかなる制約も、国家安全保障に対する特定かつ同 定可能な脅威を防止するための

ものであって、法定性、比例性及び必要性の原則に合 致するものであること。 (b) 何人も、

国家安全保障を害することのない正当な公共の利益にかなう情報を拡散・ 頒布したことにつ

いて罰せられないこと。」と勧告されている6。 

今回の審査でも秘密保護法は、再度質問リストに挙げられている。第 25 項では、総括所見

にある事項だけでなく、「秘密保護法によって設立された監視メカニズムは十分に独立し、指定

された情報にアクセスできるものとなっているかが質問されている。、コロナ禍のために延期

されているが、特定秘密保護法や共謀罪、監視捜査の規制などが取り上げられる可能性があり、

国内の制度の改善に役立つ可能性がある。デジタル庁創設にあたっても、これら自由権規約委

員会から提起されている問題点に対応した関連法案の策定が求められている。 

 

４ ないに等しい秘密指定に関する独立監視機関 

特定秘密保護法に関連して設立された政府・国会の機関は十分機能しているとはいえない。

独立公文書監理監は、秘密を指定する機関からの出向者の集まりで、この機関の活動によって

政府の不適切な秘密指定が改善された例はほとんど見られない。全く独立性が欠け、監視監

督の熱意に欠けている。監視機関の体をなしていない。 

これに対して、衆院・参院に設けられた情報監視審査会は一定の独立性があるし、委員は熱

心に活動している。しかし、例えば、参院の情報監視審査会では 2019 年の報告書によれば、

国家安全保障会議と防衛省の特定秘密を開示するように動議が提出されたが、三対五の多数

決で否決された。与党委員が反対すれば、秘密の提示を求めることもできない仕組みとなって

いる。また、衆院の情報監視審査会でも、国家安全保障会議の四大臣会合の議事録提示は困難

と答弁されたと報告しており、同審査会の権限の行使に制約があることが示されている。 

 

5 アメリカにおける秘密指定解除の仕組み 

 アメリカでは、同国が「秘密大国」と呼ばれるように、膨大な情報が秘密指定されているが、他

方で、政府が秘密の闇に閉ざされないような仕組みも整備されている。 

まず、次の目的で行う機密指定は禁止されている（大統領令 1.7条(a)項）。 

(i) 法令違反、非効率性の助長又は行政上の過誤の秘匿 

(ii) 特定の個人、組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防 

(iii) 競争の制限 

(iv) 国家安全保障上の利益の保護に必要のない情報の公開を妨げ、又は遅延させること 

  

 次に、アメリカでは複数の秘密指定解除の仕組みがある。その仕組みの中で重要な役割を担

っているのが、ＩＳＯＯとＩＳＣＡＰである。情報保全監察局（ Information Security 

Oversight Office）は、国立公文書館の部局として設置されている。情報保全に関する行政

 
6 23項 
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監察権限とともに、行政機関に対する機密解除請求権が付与されている7。 

省庁間機密指定審査委員会（ Interagency Security Classification Appeals 

Panel）は、機密指定に関して重大な役割を担う行政機関の代表者（国務省、国防総省、司法省、

国立公文書館、国家情報官室及び国家安全保障問題担当大統領補佐官から同委員会の構成員

として任命された幹部レベルの代表者並びに必要に応じ中央情報局長官が指名する非常任の

代表者）による合議制機関であり、審査請求に対する裁決等を行う8。 

他方、日本の特定秘密保護法４条は、秘密の解除と有効期間について定めているが、特定秘

密を最終的に公開するための確実な法制度となっていない。３０年以内の保存期間のものであ

れば、闇の中で廃棄してしまうことが可能な仕組みとなっている。また、日本の公文書管理法

は２００９年に制定されたが、多くの特定秘密が市民の目に触れることなく廃棄されることとな

る可能性がある。このことは、平成２９年衆院情報監視審査会報告書でも指摘されている。 

日本においても、アメリカにおける次のような秘密解除の仕組みを参考に、秘密解除の実効

性のある仕組みを構築していかなければならない9。 

(1)自動秘密指定解除 

情報の作成から 25 年が経過した各暦年の 12 月 31 日に、当該情報の秘密指定を解除す

るもの 

(2)体系的秘密指定解除審査 

自動秘密指定解除を免除された記録に対して義務付けられているもの 

(3)裁量的秘密指定解除審査 

解除による公益が秘密指定を継続する必要性より大きくなった場合、または、省庁が、情報

の保全はもはや不要となり、早めに秘密指定解除できると判断した場合に行われるもの 

(4)強制的秘密指定解除審査 

国民からの請求を受けて、情報の秘密指定解除を行うかどうかを直接的かつ特別に審査す

るもの 

 ＩＳＯＯ「2015 REPORT TO THE PRESIDENT」10、14頁によると、2015年に自動秘

密指定解除により秘密指定解除されたのは 3,604 万 2,022 頁、体系的秘密指定解除審査

により秘密指定解除されたのは 70 万 6,859 頁、裁量的秘密指定解除審査により秘密指定

解除されたのは 3 万 708 頁である。また、強制的秘密指定解除審査により、全部秘密指定解

除されたのが 24 万 717 頁、一部解除されたのが 10 万 9,349 頁となっている。十分かど

うかは置くとして、一定数の秘密指定解除がなされ、秘密指定された情報が事後的に検証可能

な状態となっている事実が浮かび上がる。 

 

6 ドイツにおけるデータコミッショナーによるプライバシー保護のための活発な活動 

日弁連は、2017 年６月 13 日に、ドイツ連邦共和国の ボンにある連邦データ保護コミッ

ショナーを 訪問し、ガブリエール・ルーフナー氏（警察・ 情報機関のデータ保護にかかる部署

 
7 前掲「調査と情報」６頁 
8 前掲「調査と情報」６頁 
9 衆議院欧米各国の情報機関に対する議会監視等実情調査団報告書に添付されていた「2012 Annual 

Report to the President」9頁の翻訳による。 
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の課長）らと面談し、ドイツ連邦における市民の情報監視・監視カメラ等の状況について調査し

た。以下は、その際の聞き取り調査報告書(日弁連ホームページで閲覧可能)の要約である。 

 

〇連邦刑事局では、分野別（薬物犯罪、左翼過激派など）にデータ管理をしてきた。 しかし、

これが 2018 年発効の法律で、個別データが廃止されることになる。 今までのやり方は、こ

の分野におけるデータ（例えば薬物犯罪）を作る場合、こういう目的でデータを集める、具体的

にどのようなデータを保存するのかについて、細かく規定していた。それを連邦データ保護コ

ミッショナーが監督していた。 

〇現在上がってきている連邦刑事局法改正案では、個別データの作成ということをなくし、

一つの大きなデータとして扱うことになる。そこで問題なのは、①余りにもグローバルなもの

になり、個別具体的な目的が不透明になる、②連邦コミッショナーがデータを作成する前に監

督に入ることがなくなる、さらに、③監督そのものが難しくなることである。③については、目

的がはっきりしていないので、保存されている人のデータが、 法に抵触しない形で保存され

ているかどうかの監督が難しくなることを連邦データ保護コミッショナー意見書で指摘した。 

〇一度こういうデータに入ったらなかなか削除してもらえなくなってしまう。 これまでは、

犯罪データの中に数年間データとして入って、その後削除されていた。しかし、大きなデータの

中に入ると、他の人と何らかの関連があると、関連がある人がデータに残っている限り、ずっ

と残ってしまう。 大きなデータベースになると、どこで、どのように、何がつながっているのか、

容易に比較できるようになる。これは、警察側の大きな目的の一つであり、連邦警察、州警察、

憲法擁護庁の共同データベースもある。根拠は「共同データベース法」である。 

〇ドイツでは、警察と情報機関の分離原則がある。これは、第三帝国時代の ゲシュタポの反

省も込めて、必ず分離しないといけないという原則である。テロ対策データベースと、右翼過

激派データベースが、共同データベースになっている。  

〇2013 年～2014 年当時、連邦憲法擁護庁、警察の共同データベースの中の、特に、暴

力的でかつ過激派である人のデータベースの中に、絶対にこのようなデータベースに入らない

ような人も入っていた。核廃絶運動の参加者で、デモに参加しただけで、データベースに入って

いた例もあった。これは非常に問題であるとして削除してもらった。 

〇連邦憲法裁判所が常に強調していることは、あることに反対であると表明すること、例え

ばデモに参加するということ、それは政治的な主張であって、法治国家を破壊することではな

いということである。 

〇監督する場合に注目していることは、いわゆる関係者（過激派や重度の犯罪者と何らかの

接触がある人）は、接触しているだけであって、実際にその人が犯罪者であるとかテロリストで

あることを知らないで、社会的なコンタクトをしている場合がある。 

〇相手が何者かわからないで接触している人はそれがわかった段階でデータから削除しな

いといけない。実際に活動を直接的、間接的に支援している場合にはデータに残しても良いと

規定されている。 

〇憲法擁護庁は、警察より早い段階からデータ収集を始める。市民は、憲法擁護庁の秘密裏

の監視の対象となっているか知らないということがほとんどである。そのため、独立した監督

機関が重要になる。 

〇連邦刑事局と 税関刑事庁（麻薬の密輸などの犯罪を担当）のデータベースを連邦データ
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保護コミッショナーが、各州警察のデータベースを州データ保護コミッショナーが監督するとい

うことを行った。 

〇人員などについては、州は規模によって違う。例えばブレーメンは 19 名だけである。連

邦データ保護コミッショナーは、今 110 人程度である。年末に 170 人に増員することが決

まっている。例えば、ＥＵのデータ保護規則発効に向けて、人を増やしてくれないとできないと

要求している。 

〇テロ対策データベースを作っていく作業は秘密裏に行われるので、市民は抵抗することも

できない。そこで、連邦データ保護コミッショナーによって、市民に代わって役割を果たす義務

が、連邦憲法裁判所によって課せられている。 

〇2013 年４月 24 日のテロ対策データベース判決は、連邦データ保護コミッショ ナーに

とっては最高の判決である。2016 年の連邦刑事局法の判決の中でも、監督の重要性が述べ

られている。実際にこの数年間で、憲法裁判所が、非常にデータ保護の立場に立ったすばらし

い判決を出している。 

〇連邦データ保護コミッショナーは、創設されてから連邦レベルの機関が監督対象だったの

で、憲法擁護庁、軍事諜報局、連邦情報局などが対象となる。データを見ることができる職員

は、セキュリティチェックが済んでいる人で、レベル２の人が普通だが、トップシークレットの内

容を扱うレベル３の人もいる。しかし、見てはいけないデータベースも実はある。 

〇それを監督できるのが、連邦議会に設置されている基本法 10 条審査会である。ある監

視措置の監督について審査が必要という場合、基本法 10 条審査会に 審査を申請し、基本

法 10 条審査会に報告が行われることが必要である。基本法 10 条審査会の措置が理由で憲

法擁護庁が更に情報収集をした場合、それを誰が監督するのかという問題が残っている。 

 

ドイツにおけるデータコミッショナー制度は、デジタル庁の創設にあたって、日本でも参考に

するべき制度である。同様の監督機関は EU 各国で創設されつつあり、オランダにも、情報機

関の集めた情報を見て、不適切な情報が秘密指定されていれば公開させ、誤った個人情報が

収集されていれば、これを訂正させる権限を持った機関が活動している。 

他方、日本では、このような機関は皆無であり、情報機関の活動は深い闇に覆われ、これを

適切に監視・監督する政府機能は皆無である。 

 

7 特定秘密の指定、情報機関・デジタル庁・公安警察などの情報活動に対する独立監視機関

の設立が必要である 

以上に見たように、アメリカには情報機関の活動を監督する複数の機関が活発に活動し、オ

ランダ・ドイツでは情報機関の監督機関が活発に活動している。日本でも、特定秘密の指定状

況や情報機関の集めた情報の中身を見て、これを是正勧告できる機関が必要である。 

国の秘密情報活動を適切に監視し、市民に対する違法なプライバシー侵害を未然に防ぐた

めには、政府から独立し、情報公開と個人情報保護のための強い熱意と専門性を備えた委員か

ら構成される独立監視機関が必要である。そして、これらの委員には、人権 NGO のメンバー、

弁護士、秘密と情報に関する研究者などが任命されることが望ましい。 

仮にデジタル庁を作るという政府の動きを止めることが難しいとすれば、すくなくとも、デ

ジタル庁の創設と同時に、特定秘密の指定並びに情報機関及びデジタル庁の活動に対して監
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視する独立監視機関を作ることが、絶対に不可欠である。 

 

第４ デジタル庁関連一括法案の予測される内容 

１ デジタル庁にはかなりの準備の歴史がある。 

2000 年に IT 基本法の制定、2014 年にサイバーセキュリティ基本法の制定とサイバーセ

キュリティ戦略の策定・戦略本部の設置、2016 年には、官民データ共用推進法の制定と官民

データ活用推進基本計画の策定・戦略会議の設置が行われている。 

2019 年 5 月 24 日、行政手続きを原則として電子申請に統一するデジタルファースト法

が、参院本会議で可決、成立していた。デジタルファースト法は、次のことを目標としていた。 

① 行政手続の原則デジタル化=デジタルファースト 

② 一度提出した情報は二度提出することを不要とする=ワンスオンリー 

③ 官民手続を一度に済ます=ワンストップ 

 

2 デジタル庁は、監視社会の完成のための国・地方・企業のデジタルインフラの共通化を目的

とするものではないか 

(1)デジタル庁のセールストーク 

 １）経済・生活：台湾の保健省は、デジタル化によってマスクの購入を調整 

 ２）行政：厚労省の雇用調整助成金の申請システムのトラブルが頻発 

 ３）働き方：コロナ禍でも書類に押印するためだけに出勤、政府間会議でもシステムの違いで

オンライン会議の開催が困難 

コロナ対策で PCR 検査が進まないことの背景にも、政府の IT が恐ろしく時代遅れになっ

ている事情がありそうで、何とかしてほしいと思っている方も多いと思う。現在内閣府の IT室

に 160名（半分は各省庁、半分は民間）が勤務しており、この IT室がそのままデジタル庁にな

っていく可能性があるとのことである。  

 

(２) 菅首相以下が説明するデジタル庁創設の公式の目的 

１）マイナンバーカードの活用・拡大 

２）迅速な給付の実現のため預貯金口座とマイナンバーの紐付けをすすめる(現時点では、強制

ではないとしているものの、いずれ強制されるようになることは目に見えている)。 

３）コロナ禍でオンライン化した学校の授業や病院の診療を今後も続ける。 

４）国と地方のデジタル基盤の構築 

 

3 デジタル・ガバメント実行計画のポイント 

安倍政権下では 2019年 12月「デジタル・ガバメント実行計画」が閣議決定されていた。そ

の概要は、附録Ⅱに示した通りである。 

国、地方公共団体、民間を通じたデジタル・ガバメントを推進し、行政の在り方をはじめ社会

全体をデジタル化することが目的であり、「すぐ使えて」、「簡単」で、「便利」な行政サービスで、

利用者にとって、行政のあらゆるサービスが最初から最後までデジタルで完結されるようにす

るとされている。 

そして、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及と
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マイナンバー制度の利活用の促進することを掲げている。 

そして、デジタル・ガバメント実現のための基盤の整備として、統一的な政府情報システムの

将来的な在り方などデジタル・ガバメント実現のためのグランドデザインの策定（令和元年度末

目途）が目指されている。行政データの連携を推進し、行政保有データの 100％オープン化を

図るとされている。  

また、政府CIOの下、全ての政府情報システムについて、予算要求前から執行の各段階にお

ける一元的なプロジェクト管理を強化し、政府情報システムの効率化、高度化等を図るため、デ

ジタルインフラに係る予算については一括した要求・計上をするとしている。 

また、地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進、民間手続におけるデジタル技術の

活用促進を図るとされている。そして、デジタル・ガバメント構築のための総合的な戦略として、

官民データ活用推進計画の策定を推進するとされている。 

 

第 5 省庁間の壁を壊すとされるデジタル庁構想への深刻な懸念 

1 菅首相の説く「省庁間の壁を壊す」とは、個人情報保護のための壁を解体するということで

はないか 

プライバシーの保護で最もリスクが高いのは、目的の異なるデータを、共通の符号(マイナン

バーカード)をつけて共有化し、くし刺しで検索できるようにすることである。アメリカ政府がス

パイのグーグルとして活用している XkeyScoreは、まさにバルクで集めたデジタル情報を氏

名・メルアド・生年月日などをキーワードにくし刺しで検索できるシステムだ。 

マイナンバーカード番号、様々なカードの取引データ、メール・チャット、預貯金の口座、健康

情報、監視カメラなどのデータ、公安・犯罪データなどが一元化され、くし刺し検索できれば、

個人の行動と内心まで丸裸にすることができ、監視社会化を一気に進められる。官庁の壁を突

き崩すということは、まさにプライバシーを保護してきた制度の壁を壊そうとしているのでは

ないか。通常国会で成立したスーパーシティ法案は、一定の自治体を「特区」に指定してデジタ

ル企業体にデータを集約して、「便利な」監視社会を実現しようとしたものだった。デジタル庁

創設は、スーパーシティを一気に全国化することを狙った政策に化ける可能性がある。 

また、政府内には特定秘密を指定している機関が多数存在している。これらの官庁には特定

秘密だけでなく、特定秘密を取り扱う公務員などの適性評価に関連して集められた機微情報

が多く集められている。これらの情報の管理は厳格になされる必要があり、またその適正を担

保する仕組みが必要である。 

 

2 多くのカードの統合化され、データの突合が検討されている 

 附録Ⅲは内閣府 IT 室の資料だ。これを見ただけでも、背筋が寒くなる。便利になるという話

には、監視の深化というおまけがついて来るということだ。デジタル庁法案には最大限の警戒

が必要だ。 

 

3 急ピッチで進められる新たなシステム導入の中、個人情報保護の仕組みがどのように作ら

れていくのかは不透明である。 

 

 



14 

 

(１) 急ピッチで進められる法案策定 

 2020年9月23日デジタル改革関係閣僚会議 

同年10月12日デジタル・ガバメント閣僚会議 

同年10月15日デジタル改革関連法案ワーキンググループ第1回会合 

同年10月28日デジタル改革関連法案ワーキンググループ第2回会合 

同年10月29日ワーキンググループ作業部会第1回 

デジタル化に向けた詳細な検討はワーキンググループと作業部会でなされている。そして

2020年12月にはデジタル・ガバメント閣僚会議にてデジタル改革の基本方針を決定し、早け

れば２０２１年1月に召集される通常国会に一括法案として提出される予定である。 

 

(２) 政府情報システムの見直し(予算は一括してデジタル庁に計上) 

①デジタル庁システム:共通利用できるシステム 

②共同プロジェクト型システム:デジタル庁の技術的知見を活かした整備を要するシステム 

③各府省システム:各府省が行うが是正が必要な場合はデジタル庁が勧告 

 

4 提出されるデジタル庁法案について検証しなければならない人権保障上の問題点 

法案の全貌は明らかにされていないが、警戒を要すると指摘する根拠を示しておきたい。 

(１) 個人情報が内閣府・デジタル庁の下に一元的に集約される危険性がある。 

個人情報を各所管別に管理保管するのではなく、デジタル庁を頂点とする中央集権的管理

支配体制の構築が狙われている。省庁縦割りを打破するとは、個人情報の中央集権的管理支

配を行うことが目的とされているということである。 

 

(２) 個人情報保護・自己情報コントロール権を突き崩すデータ共同利用権概念 

第2回WGに慶応大学の宮田裕章氏がデータ共同利用権についてレポートを提出している。

この論考は政府が進める施策に理論的根拠を与える目的で唱えられているものと推定され

る。この中で、本人同意がなくても国の機関や企業によるデータの共同利用に道を開くべきだ

として、次のように説いている。 

 

「１．「データ共同利用権」（仮称）を設定し、データへのアクセスを推進するとともに、データによ

る価値創出を促進すること。 

２．「データ共同利用権」（仮称）の対象となるデータは、気象データ等オープンデータとして取り

扱うべきデータの他、パーソナルデータも含めたものとする。 

３．「データ共同利用権」（仮称）に基づくパーソナルデータの取り扱いに関しては、GDPR 等の

国際的なルールもふまえ、個人の人権を保証し、プライバシーのリスクが最小化されるよう、暗

号化等の適切な安全管理措置を行うこと。 

４．「データ共同利用権」（仮称）の実施のために、データへの第三者からの一定条件でのアクセ

スと利用を可能とするような、データポータビリティの担保もしくはAPI 連携の義務化を行う

こと 

５．「データ共同利用権」（仮称）にもとづくデータ利活用に際しては、物権や知的財産権におけ

る「共有」という排他的支配ではなく、データへのアクセス※と、生み出された価値/利益の還元
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の視点を中心に規定すること。そのため、可能な限り本人やデータ提供者への利益還元を行う

こと。 

※ ゲノム情報の取扱いに関する国際的な協力組織であるGA4GH（Global Alliance for 

Genomics and Health）では、研究者内でのData Sharing からData Visiting（デー

タを提供するのではなく利用のためにデータ保有者へのアクセスを可能とし結果を持ち帰るこ

と）によってプライバシーを保護しつつデータによる価値実現の推進を行っている。 

６．「データ共同利用権」（仮称）は、データ主体（本人）の同意やプラットフォーム事業者や公的機

関等のデータホルダーによる許諾だけに基づくものではなく、データ取得方法、データの管理

主体、データの利用目的等に鑑みて相当な公益性がある場合※に、データ利用を認めるものと

すること。 

※ 既に、がん登録法においては、同意に基づかない政策目的でのデータ収集・利用がなされ

ており、2019年の高確法、介護保険法、健康保険法改正では、NDB と介護DB の連結解析

と相当な公益性がある場合の第三者提供が認められている。 

７．上記の実現のために、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（「IT 基本法」）その他、関

連する法律において「データ共同利用権」（仮称）等の規定を導入し、民法や知的財産権各法等

においても「データ共同利用権」（仮称）等を前提とした運用を可能とするよう検討を行うこ

と。」 

 

このような提案が、法案に含まれるかどうかは、現時点ではわからないが、本人同意を核と

する自己情報コントロール権（=EUのGDPRによる規制）を根底から突き崩し、個人データの

共有化を政府機関・企業側の権利・権限として提起しているものと言わざるを得ない。 

 

(３) あらゆる情報集約のポータルシステムとしてマイナンバー制度を定義し直す。 

マイナンバー制度は内閣官房・内閣府・総務省などが役割分担して所管してきたが、デジタル

庁がマイナンバー制度全般の企画立案を行う方向で検討がなされている。 

そして、税・社会保障番号から「デジタル庁」番号へと転換し、スマホにマイナンバーを搭載す

ることが検討されている。 

 

(４) マイナンバー力一ドを運転免許証に利用することによって、あらゆる情報を警察へ集中で

きることとなる。 

マイナンバーカードの交付枚数は、9月1日時点で2469万枚で、現状、全国民に広がる状況

にはない。 

そこで、特定給付金支給=マイナポイント、保険証利用・運転免許証利用、電子証明書による

堅牢な本人確認の官民における安定的利用を目指すと言い繕って、運転免許証保持者:8200

万人、保険証保持者:8700万人をマイナンバーに取り込もうとしている。 

しかし、このことによって、マイナンバーカードの保険証利用がそれにとどまらず医療情報の

一元管理に道を開くこととなるし、マイナンバーカードの運転免許証利用が警察への大量のマ

イナンバー情報の提供につながることになる。まさに、警察への個人情報の集中である。 

 

r 
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(５) 自治体システムの共通化による地方自治の破壊 

自治体の情報システムの共通化・標準化することも一括法案の中で提案される予定である。

各自治体はこれまでその地域にあった福祉や住民サービスを提供してきた。だから自治体ごと

にシステムが異なって当たり前だった。これを国のシステムに統一化するということは、自治体

を国の直轄機関化しようとするものである。 

自治体が制定してきた個人情報保護条例を国の個人情報保護法に一元化するという方向性

も検討されているという。 

また、これに関連して 2021 年度から、国は自治体が行う「AI（人工知能）を活用した

婚活支援事業」を補助金交付で後押しするとされている。年齢や年収といった希望条件

に合わなくても、相性の良い見合い相手を AI で選び出すことで、婚姻数を増やし、少子

化を食い止めようという狙いとされる。 

現在、少子化対策として自治体の多くが「結婚を希望する男女を仲介するマッチング

サービス」を実施している。これまでは年齢・学歴・職業・年収などの希望条件に当てはま

る相手を紹介する方式が一般的であった。これに対し AI を活用したシステムでは、趣味

や価値観などの質問への回答やシステム内の検索傾向などをもとに、希望条件と合致し

ていなくても「自分に好意を抱く可能性のある人」を割り出し、提案することができると

される。もちろん、これらの趣味や価値観に関する情報は本人の同意を得て集められる

ものであろうが、仮に本人が同意して集められた情報であっても、これが国に一元集約

され、市民管理の道具として利用される可能性は否定できない。このような可能性がな

いことが担保される仕組み・システムが不可欠である。 

(６) デジタル化とセットで進められるキャッシュレス 

これらのデジタル庁関連文書にはキャッシユレスの文字が見られない。沈黙している。しか

し、マイポイントにしてもポイント還元に現金はありえず、間接的なキャッシュレスへの誘導策の

はずである。しかし、キャッシュレスは人の経済行動をデジタルで記録し、蓄積していく要の手

段であり、デジタル庁の創設はキャッシュレスの大規模導入とセットで進められることとなるで

あろう。 

 

(７) 一括束ね法案による国会審議の空洞化が狙われている 

来年通常国会に提出が予定されているのは、デジタル庁創設法案だけではなく、番号法改

「正」や1T基本法改「正」など5本を超える法案が「デジタル庁関連法案」として一括束ね法案と

して提出されようとしている。この中には個人情報保護法改「正」も含まれるという報道もあ

る。 

事前の法案の内容を明らかにして、パブリックコメントを行うことは絶対に必要であるが、こ

の点も明確ではない。 

きっちりと国会審議し、問題のある部分は修正させ、また、個人情報・プライバシー保護を徹

底させた修正案を準備し、野党共同での提案を目指すべきである。このために、まず、野党の

合同ヒアリングで、この問題について徹底して政府案の内容を事前に明らかにさせ、この法案
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の持つ危険な内容を社会的に明らかにする必要がある。 

 

第 6 まとめ 

共謀罪の濫用は避けられているが、警察による市民・労組活動への監視・抑圧や、政府高官・

ジャーナリストへの監視が強まっている。 

特定秘密保護法による秘密指定は厚いベールに覆われ、その実態はわからない。独立した監

視機関は、プライバシーの保護と表現の自由を守るために、絶対に必要であるが、今はないに

等しく、その設立が急務である。 

菅政権が準備しているデジタル庁関連法案は、政府、地方自治体及び情報企業の IT を共通

仕様化し、デジタル庁にあらゆる情報を吸い上げ、監視社会化を推し進める大きな推進力と化

してしまう危険性がある。 

弁護士会を含む市民社会と独立したジャーナリズムは、このような深刻な危機を自覚し、デ

ジタル庁関連法案については、問題のある部分を修正させるだけでなく、附録に添付した

2017年の日弁連人権大会決議「個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー

権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議」も参考にし、個人情報・プライ

バシー保護を徹底させるべく修正させる修正案を準備し、野党共同での提案を目指すべきで

ある。そのためにも、検討中の法案の内容を一刻も早く国民・国会議員に説明するよう、政府に

強く要請すべきである。 
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附録Ⅰ 2017年 10月6日 日弁連人権擁護大会決議(個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プ

ライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議10) 

 

(以下の日弁連の人権大会決議は日弁連の正規の議決を経たものであり、多くの立法提案を

含んでいる。そして、それらの提案こそ、今回のデジタル庁の創設と同時に立案化が図られる

べきものである。そのような趣旨で決議の全文を引用する。) 

 

２０１３年６月、元ＮＳＡ（米国国家安全保障局）局員エドワード・スノーデン氏は、米国政府がイ

ンターネット関連企業の協力を得て、全世界のインターネット上のデータを監視できる情報環境

を作り、秘密裏に活用していた実態を内部告発し、世界を震撼させた。同氏の内部告発は、国

家が高度デジタル技術等を用いて国境を越えて秘密裏に個人の行動を過去にまで遡って監視

することが可能な社会（超監視社会）の下で、プライバシー権が脅かされている実態と、国家が

隠匿していた公的情報が内部告発等により市民に公開されることの重要性を明らかにした。 

 日本においても、インターネット、監視カメラ、ＧＰＳ装置など、大量の情報を集積する技術が

飛躍的に進歩し、マイナンバー（共通番号）制度も創設された。また、「組織的な犯罪の処罰及び

犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」（以下「組織犯罪処罰法改正法」と

いう。）により、いわゆる「共謀罪」が多数新設されたことで、市民に対する監視が強化されるこ

とへの懸念も指摘されている。 

 公的情報の公開については、特定秘密の保護に関する法律（以下「秘密保護法」という。）が施

行され、政府が恣意的に情報を隠匿する懸念が高まる中、ＰＫＯ派遣部隊の日報や学校法人の

獣医学部設置の過程文書が不存在扱いされ、また、学校法人への国有地売却経緯に関する文

書を行政機関の判断だけで短期間で廃棄したとされるなど、情報公開と国民の知る権利を軽

視する運用が政府によってなされている。 

 このままでは日本は、保護されるべき私的情報が国家により自由に収集・利用され、公開さ

れるべき公的情報が公開されない国になってしまいかねない。こうした現状に歯止めをかけ、

個人が尊重される民主主義社会を実現するためには、プライバシー権及び知る権利の保障を

充実させるとともに、情報公開の促進を図ることの重要性を改めて確認する必要がある。 

 人は監視されていると感じると、自らの価値観や信念に基づいて自律的に判断し、自由に行

動して情報を収集し、表現することが困難になる。すなわち、プライバシー権及び知る権利は、

個人の尊重にとって不可欠な私的領域における人格的自律を実現するとともに、表現の自由

の不可欠な前提条件となっており、立憲民主主義の維持・発展にも寄与する極めて重要な人権

である。 

 したがって、大量の情報が集積される超監視社会とも呼ぶべき現代にあって、個人が尊重さ

れるためには、公権力により監視対象とされる個人の私的情報は必要最小限度とし、公権力が

私的情報を収集、検索、分析、利用するための法的権限と行使方法等を定めた法制度を構築す

べきである。 

 また、個人が尊重される民主主義社会の実現のためには、その手段である民主制の過程が健

 
10 日本弁護士連合会：個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー権及び知る権利の保障

の充実と情報公開の促進を求める決議 (nichibenren.or.jp) 

https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2017/2017_2.html
https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2017/2017_2.html
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全に機能しなければならない。代表民主制下において国民が自律的に代表者を選任し政策形

成に参加するためには、公的情報が国民に対して十分に公開されていることが不可欠である。

そのためには、知る権利の保障の充実と、情報公開を促進する制度の整備が必要である。 

 さらに、知る権利には、メディアによる自律的な報道や内部告発による権力監視が大きく奉

仕するのであり、これらを萎縮させない仕組みの構築も重要である。 

 こうした知る権利及び情報公開の重要性に照らせば、行政機関をして重要な政策決定に係る

意思形成過程の公的情報は必ず記録・保存させ、恣意的な秘密指定や廃棄を許さず広く公開

させるとともに、権力監視の仕組みを強化する必要がある。 

 以上を踏まえ、当連合会は以下の具体策を提言する。 

 

１ 超監視社会におけるプライバシー権保障の充実 

(1) 公権力が、自ら又は民間企業を利用して、あらゆる人々のインターネット上のデータを網

羅的に収集・検索する情報監視を禁止すること。 

(2) 監視カメラ映像やＧＰＳ位置情報などを取得し、それを捜査等に利用するに際して、これ

を適正化するため、新たな立法による法規制を行うこと。 

(3) 捜査機関による通信傍受の対象犯罪を更に拡大し、また、会話傍受を可能とする立法を

行わないこと。加えて、通信傍受の適正な実施について独立した第三者機関による監督を制度

化すること。 

(4) 市民監視を拡大し、市民の自由を著しく萎縮させるおそれの強い、組織犯罪処罰法改正

法によって多数新設された、いわゆる「共謀罪」の規定を削除すること。 

(5) 公安警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の監視権限とその行使について、法律によ

り厳格な制限を定め、独立した第三者機関による監督を制度化すること。 

(6) マイナンバー制度が、あらゆる個人情報の国家による一元管理を可能とする制度となり、

市民監視に利用されることのないよう、制度上・運用上の問題点を明らかにし、廃止、利用範囲

の大幅な限定、民間利用の禁止等の対応を行うこと。 

 

２ 知る権利の保障の充実のための情報公開の促進と権力監視の仕組みの強化 

 (1) 公的情報の公開、保存及び取得に関し、基本理念と基本事項を定める情報自由基本法

（仮称）を制定すること。 

(2) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）等を改正し、

本来市民が入手すべき情報を、行政機関が恣意的に隠匿できない情報公開制度を確立するこ

と。 

(3) 公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）上、電子データが「行政文

書」とされていることを踏まえて、全ての電子データを長期間保存することとし、また、行政文

書の恣意的な廃棄等が行われないよう監視するために独立性の強い第三者機関を設けるこ

と。 

(4) 秘密保護法について、廃止を含めた抜本的見直しを行うこと。 

(5) 内部告発者の保護を強化するとともに、公益通報制度を周知すること。 

(6) メディアによる権力監視を一層強化するために、自律的に多様な報道を行うことが促進

される仕組みを構築すべきであること。 
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当連合会は、上記提言を実現すべく全力を尽くしていく決意である。 

以上のとおり決議する。 

 ２０１７年（平成２９年）１０月６日 

日本弁護士連合会 

 

提案理由 (目次のみ 全文は日弁連HP参照) 

第１ はじめに 

１ 「テロとの戦い」を大義に進められる監視の強化 

２ スノーデン氏の内部告発が示唆したこと 

第２ プライバシー権が実現する価値 

１ プライバシー権は何のためにあるか 

２ 超監視社会における個人の尊重の実現 

第３ 情報公開、権力監視及び知る権利の保障の充実がもたらす価値 

１ プライバシー権と知る権利の関係  

２ 情報公開は国民主権原理から導かれる政府の説明責任（アカウンタビリティ）であること  

３ 健全な民主制の過程と真の国民主権の実現 

４ メディアによる知る権利への奉仕と権力監視の重要性 

５ 情報公開の促進と知る権利の保障の充実のために 

第４ 超監視社会におけるプライバシー権の保障の充実のための具体策 

１ 公権力が、自ら又は民間企業を利用して、あらゆる人々のインターネット上のデータを網羅的に収集・検索

する情報監視を禁止すること 

２ 監視カメラ映像やＧＰＳ位置情報などを取得し、それを捜査等に利用するに際して、これを適正化するた

め、新たな立法による法規制を行うこと 

３ 捜査機関による通信傍受の対象犯罪を更に拡大し、また、会話傍受を可能とする立法を行わないこと。

加えて、通信傍受の適正な実施について独立した第三者機関による監督を制度化すること 

４ 市民監視を拡大し、市民の自由を著しく萎縮させるおそれの強い、組織犯罪処罰法改正法によって多数

新設された、いわゆる「共謀罪」の規定を削除すること 

５ 公安警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の監視権限とその行使について、法律により厳格な制限

を定め、独立した第三者機関による監督を制度化すること 

６ マイナンバー制度が、あらゆる個人情報の国家による一元管理を可能とする制度となり、市民監視に利

用されることのないよう、制度上・運用上の問題点を明らかにし、廃止、利用範囲の大幅な限定、民間利用の

禁止等の対応を行うこと 

第５ 情報公開の促進と権力監視の仕組みの強化のための具体策 

１ 公的情報の公開、保存及び取得に関し、基本理念と基本事項を定める情報自由基本法（仮称）を制定する

こと 

２ 情報公開法等を改正し、本来市民が入手すべき情報を、行政機関が恣意的に隠匿できない情報公開制度

を確立すること 

３ 公文書管理法上、電子データが「行政文書」とされていることを踏まえて、全ての電子データを長期間保

存することとし、また、行政文書の恣意的な廃棄等が行われないよう監視するために独立性の強い第三者機

関を設けること 
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４ 秘密保護法について、廃止を含めた抜本的見直しを行うこと 

５ 内部告発者の保護を強化するとともに、公益通報制度を周知すること 

６ メディアによる権力監視を一層強化するために、自律的に多様な報道を行うことが促進される仕組みを

構築すべきであること 

第６ 結語 

日本弁護士連合会 

 

 

附録 Ⅱ デジタルガバメント実行計画 

安倍政権下では 2019年 12月「デジタル・ガバメント実行計画」が閣議決定されていた。そ

の概要は、次の通りである。 

(１) 計画目的 

〇国、地方公共団体、民間を通じたデジタル・ガバメントを推進し、行政の在り方をはじめ社会

全体をデジタル化すること。 

〇「すぐ使えて」、「簡単」で、「便利」な行政サービス 

〇利用者にとって、行政のあらゆるサービスが最初から最後までデジタルで完結される 

〇行政サービスの 100％デジタル化の実現 

〇行政サービス全体のプロセスの可視化  

(２) サービスデザイン・業務改革（BPR）の徹底による行政サービス改革 

〇行政手続のデジタル化、ワンストップサービス等の推進等 

〇子育て、介護、引越し、死亡・相続及び企業が行う従業員の社会保険・税に関する手続につい

てワンストップサービスを推進 

〇法人等に係る行政手続等の利便性向上のための法人デジタルプラットフォーム整備 

〇安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及とマイナン

バー制度の利活用の促進等  

(３) デジタル・ガバメント実現のための基盤の整備 

〇統一的な政府情報システムの将来的な在り方などデジタル・ガバメント実現のためのグラン

ドデザインの策定（令和元年度末目途） 

〇政府全体で共通的に利用するシステム、基盤、機能等（デジタルインフラ）の整備 

〇政府情報システムの整備におけるクラウドサービスの利用の検討の徹底 

〇行政のデジタル化における情報セキュリティ対策・個人情報保護等の徹底 

〇行政データ連携の推進、行政保有データの 100％オープン化  

(４) 政府 CIOの下、一元的なプロジェクト管理を強化 

〇政府 CIO の下、全ての政府情報システムについて、予算要求前から執行の各段階における

一元的なプロジェクト管理を強化 

〇政府情報システムの効率化、高度化等を図るため、デジタルインフラに係る予算については

一括した要求・計上 

(５) 情報システム関係予算の一括要求・一括計上 

（令和 2年度予算案：府省共通 34システム、約 674億円を内閣官房 IT室にて一括計上） 

〇機動的かつ効率的、効果的なシステム整備のため、契約締結前に複数事業者と提案内容につ
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いて技術的対話を可能とする新たな調達・契約方法の試行（令和 2年度） 

〇政府情報システムの運用等経費、整備経費のうちシステム改修に係る経費を令和７年度まで

に３割削減を目指す（令和 2年度比） 

〇政府におけるセキュリティ・IT人材の確保・育成 

〇政府 CIOによる一元的なプロジェクト管理の強化等 

〇地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 

〇民間手続におけるデジタル技術の活用促進 

(6) 行政手続のデジタル化、ワンストップサービス等の推進等 

〇デジタル手続法に基づき行政手続のオンライン化を進め、国の手続件数の9割についてオン

ライン化を実現予定。毎年度計画を改定し対象を拡大。 

〇登記事項証明書（令和 2年度以降）、戸籍（令和 5年度以降）等について、行政機関間の情報

連携の仕組みを整備し、順次、各手続における添付書類の省略を実現。 

〇子育て、介護、引越し、死亡・相続及び企業が行う従業員の社会保険・税に関する手続につい

てワンストップサービスを推進 

〇法人等に係る行政手続等の利便性向上のための法人デジタルプラットフォーム整備 

〇安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及とマイナン

バー制度の利活用の促進等  

(７) デジタルデバイド対策 

(８) 国民等に丁寧かつ分かりやすい広報の実施  

(9) 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 

〇マイナポータルの活用等により地方公共団体の行政手続（条例・規則に基づく行政手続を含

む）のオンライン化を推進 

〇複数団体により共同でクラウド化を行う自治体クラウドを推進 

〇業務プロセス・情報システムの標準化を推進 

〇本年度開催した「自治体ピッチ～Pitch to Local Governments～」の継続実施 

〇「地域情報化アドバイザー」の活用促進等によるセキュリティ・IT人材の確保・育成 

〇デジタル・ガバメント構築のための総合的な戦略として、官民データ活用推進計画の策定を

推進  

(10)民間手続におけるデジタル技術の活用促進 
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附録Ⅲ マイナンバーカードを活用したカードのデジタル化の工程表 

 


