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1.概要　(Overview)

カナダにおいてプライバシーの問題は、重要な局面を

迎えている――すでにかなり熱心な議論や討論が起こ

り、マスコミの注目も集めており、近い将来、何らか

の変化があることが予想されるのである。これまでカ

ナダの人々がプライバシーの問題を口にすることはま

ずなかったが、最近になってこの重要なトピックには

市民も関心を寄せつつあり、新聞をはじめ多くのメデ

ィアにも取り上げられている。

昨年の10月から12月には、多くのメディアが、体内

埋め込み型のIDチップ、バイオメトリクス(生体認証)

を用いたIDカードやコンピューター追跡システムと

いった新しい技術を紹介した。そうしたニュースは、

新技術のプラスの側面ばかりをとらえ、プライバシー

についての視点が欠如していた。ただしこうした状況

は変化しつつある。

今年に入り、1月18日から28日にかけて次のような

ニュースが大々的に報道された――Royal Bank(ロイ

ヤル・バンク)が、米国の大規模なデータベースによ

り個人に関する金融情報を国境を越えて共有する。銃

を所有する際の登録書類が、シュレッダーにもかけら

れずにゴミ収集箱から発見された。大手保険会社が所

有するコンピューターのハードディスクが盗まれた

が、これには、18万人におよぶカナダ人の個人金融情

報が暗号化されずに記録されていた。こうしたプライ

バシーに関する問題は、カナダの国営放送(CBC)によ

りゴールデンアワーの番組で報道されるなど、多くの

新聞、ラジオ、テレビで取り上げられている。

連邦のプライバシー・コミッショナーは今年1月28

日に年次報告書を発表した。この中でコミッショナー

は、カナダ政府が、2001年9月11日の同時多発テロを

口実に、重要な市民的自由を著しく制限し、カナダに

おけるプライバシーの存在を危機に追いやるおそれの

ある法律を制定したとして非難している。報告書が発

表された数日後には、多くのプライバシー擁護団体が、

この報告書と記されたメッセージに対しての支持を表

明した。

さし当たってカナダの一般大衆から表立った反応

はなく、今後、国民としてどういった意思表示が行

なわれるのか、現時点では定かでない。概してカナ

ダ人の多くは、元来控えめで政治に無関心である。

さらに、プライバシー問題に対するメディアの関心

が高まったのもごく最近になってからのことで、き

わだった反応が起こるまでにはまだしばらく時間を

要する。プライバシーの問題に危機感を抱いている

カナダ人はほんのわずかである。このことは、プラ

イバシーに関するほとんどの問題が本来複雑である

こと(こうした問題は、人々が日常生活を送る上で気

に留めることもない、テクノロジーや価値観の問題

が絡む)、そして一部の政府および法執行当局が歪曲

された情報を流すことと相まって、国民全体として

の注意が喚起されないのである。

カナダ人は権利と自由について漠然とした概念しか

持ち合わせていない。ただし明確に説明できないが、

それらを大切にも考えているのである。この点カナダ

人は、あまり口うるさく自己主張しない米国人になぞ

らえることができよう。仮に自分たちの権利が侵害さ

れてもカナダ人は、米国人に比べると反応が緩慢で、

状況に甘んじてしまう傾向にある。こうした国民性は、

一部にはカナダの歴史に起因しているものと思われ

る。カナダでは、入植者よりも先に法が移ってきた。

これは米国とは逆のケースである。また米国との関係

も影響している。というのは、カナダ人は文化的に米

国人とつながっていると感じる一方で、同時に彼らの

せいで影が薄くなっているとも感じているのである。

そこで、政治、経済、価値観の面で米国に追従するが、

ただし節度をわきまえるという考えが常にある。

プライバシー関連では、カナダ政府はテロへの対応

として、プライバシーを著しく侵害することになる法

案をいくつか通過させた。ただし一部には退けられた

ものもある。また国民IDカードや、人々の日常生活

の監視につながる広範なデータベースの導入などの問

題が、議会において活発に議論されている。

総じて、カナダのプライバシーをめぐる状況は交錯

している。

プライバシー保護に関する確固とした法律の整備、

国内の法律や政策を監督する連邦および州のプライバ

シー・コミッショナー、声高に主張を行なう活動家た

ち、国内でカナダ人によって開発されたプライバシー

強化技術(Privacy Enhancing Technologies：PET)な

ど、カナダはこうした分野で世界に先行していると見

られている。

一方で国民全体としての問題意識は比較的低く、

人々はどのようにしてプライバシーを保護したり権利

を主張できるのかをわざわざ学ぼうとしない。またプ

ライバシーの保護に関して常日頃から厳格さを欠き、

収集した情報の使用範囲をまったく意図しなかった用

途にまで拡大させてしまう公的機関が温存されてい

る。さらにカナダ政府は、国際的に果たすべき義務を

絶えず拡大させており、これにより国内のプライバシ

ーに関する法律の根幹をなす原則が崩れてしまうおそ

れもある。
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2.カナダの立法の現状　(Status of the Legislation)

カナダは、憲法に基づき、連邦、州、準州の各政府へ

の分権化が行なわれた議会制民主主義国家である。議

会は上院と下院の二院からなり、法案の成立には両院

の承認を必要とする。カナダは1982年、「権利と自由

の憲章」(Canadian Charter of Rights and

Freedoms)(「憲章」)を盛り込んだ形での最高法規と

しての憲法を制定した。プライバシーに関する権利は

さまざまな条項で示唆されているが、特別には明記さ

れていない。とりわけプライバシーの権利はカナダ人

権法(Canadian Human Rights Act)により保護されて

いたが、憲章はこの法律に優先することとなった。

憲法は、連邦政府と10の州政府、三つの準州政府

に権限を分割しているが、多くの分野や内容が二つ

の管轄にまたがっている。例えば法人は連邦あるい

は州により規制を受ける――銀行法(Bank Act)は連

邦法だが、州政府も信用組合や保険会社などの金融

機関の規制を行なう。プライバシーに関しては、連

邦政府と州政府双方が規制を有し、プライバシーに

関する事項を特別に定めた包括的な法律をはじめ異

なる分野のさまざま法律に、規制条項が盛り込まれ

ている。

カナダの司法制度は、ケベック州を除く全州では

コモンロー(Common Law: 慣習法)に基づいている。

唯一ケベック州だけが、フランス植民地時代の所産

である民法に基づき、司法上の例外的な存在となっ

ている。ケベック州は憲法と憲章の支配下にあるが、

法に基づく措置はカナダの他の州とは異なる。ケベ

ック州は法律においてプライバシー保護を規定した

最初の州であり、プライバシーの権の及ぶ範囲を絶

えず拡大させている。

カナダの法律は四種類に分類できる。

• 刑法――州や連邦の裁判所はさまざまなレベル
で構成され、控訴裁判所に上訴することが認め

られている。更に不服の場合はカナダ最高裁判

所に上訴することが可能である。警察の捜査権

限に対しては、個人に認められているさまざま

な権利によって均衡が保たれている。例えば憲

章には、弁護士に相談する権利や、個人の基本

的権利と自由が記されている。刑法にもプライ

バシー保護が謳われているが、プライバシーの

侵害は一般的には刑法上の犯罪とは見なされな

い。プライバシーを侵害された個人は民事訴訟

を提起するか、プライバシー・コミッショナー

を通じて連邦裁判所の判断に付する必要がある。

カナダ人が法的に身元を証明する義務が発生す

るのは、警察に逮捕された場合、あるいは運転

などの免許を要する行為にかかわっていた場合

のみである。

• 民法――契約法と不法行為法をはじめとする民
法は、個人間の紛争を扱うものだが、個人は、

自身の権利の侵害について政府を相手取って訴

訟を提起できる。裁判長により特別に「口止め

命令」が出されている以外は、裁判所の書類は

一般に公開される。ブリティッシュ・コロンビ

ア州、マニトバ州、ニューファンドランド州、

サスカチュワン州においては、個人がプライバ

シーの侵害をもたらした他の個人を提訴できる。

• 公法――行政審判と移民法を含む公法は、行政
機関による準司法的手続きを定める。

• 家族法――婚姻や児童福祉の問題を扱う。中で
も未成年者に関する情報の公開を抑制する措置

などが一般的である。ただし未成年犯罪者に対

しては寛大すぎるという議論もある。

カナダの法律の根底には「合理性」(reasonableness)

の概念があり、憲章をはじめ多くの法律ではこの概

念が最も重要である。合理性の概念は、司法審査(裁

判官は「合理的」な人物がいかに考え、行動し、判

断を下すかを考慮しなければならない)と、異議の申

し立て(状況に照らして法の適用が合理的でない場合

は、適用除外となる)の双方において用いられる。何

が合理的であると見なされるかは、個人、おのおの

の事例、ある特定時期における社会の性向によって

異なる。

合理性の概念と結び付くのが「均衡」(proportion-

ality)の原則である。これにより裁判官は、個人の権

利と法の目的を均衡させる。憲章の第1節には「自由

で民主的な社会において明確に正当化し得るものと

して、法的に合理的な範囲が示される場合において

のみ、憲章に記された権利と自由を保証する」

(guarantees the rights and freedoms set out in it

subject only to such reasonable limits prescribed

by law as can be demonstrably justified in a free

and democratic society.)と記されている。

2-1.連邦法　(Federal Legislation)

2-1-1.プライバシー法　(Privacy Act)

1982年に採択され、1983年7月1日に施行された連邦

のプライバシー法は、連邦政府および関連機関によ

る個人情報の収集、使用、および開示について規定
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している。同法では、プライバシーの諸原則を基本

的に尊重する趣旨が述べられているほか、カナダ人

に対し、連邦政府機関が保有する、各人の個人情報

へのアクセスとこれを修正する権利を与えている。

ただし国家の安全保障にかかわる場合、あるいは

進行中の犯罪捜査に支障をきたす場合は、例外とし

て情報へのアクセスは認められない。このような場

合、市民は情報が収集されたことすら気付かない可

能性がある。こうした措置は、自由裁量によるとこ

ろが大きく、ほとんど監査や監視もなく、すべての

データベースに「国家安全保障」のラベルが容易に

貼られてしまうのである。

2-1-2.個人情報保護及び電子文書法
(Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act：PIPEDA)

同法は、連邦の規制下にある民間部門による個人情

報の収集、使用、開示、あるいは州間で売買される

個人情報に関して規定することを目的として、2001

年1月1日にまずその第一段階が施行された。2002年1

月1日には、そうした組織によって収集、使用、開示

される個人の医療情報も規制の対象となった。2004

年1月1日には同法の適用範囲がさらに拡大され、営

利活動の過程で収集、使用あるいは売買されるすべ

ての情報が規制の対象になる。この時点でPIPEDA

と基本的に同様のプライバシーに関する法律を制定

していない州政府は、この連邦法によって規制され

ることになる。

個人情報の収集、使用、および開示について

PIPEDAは、事前の説明に基づく同意、明確に定め

られた目的のための公正で合法的な手段による収集、

定められた目的に限定した使用、収集するにあたっ

ての目的を終えた時点で情報を速やかに廃棄するこ

とを義務付けている。また同法は、営利活動が個人

情報の提供に依存してはならないことを規定してい

る。不可避である場合、法の執行にかかわる場合、

さらに友人や家族について個人的に保有している情

報、あるいは報道、芸術、著述用途で使用される情

報に関しては同法の適用が除外される。

個人は、収集された自分の情報にアクセスし、こ

れらの修正を要求する権利、さらに情報の収集を行

なった相手に対してプライバシーの適切な保護を要

求する権利を持つ。ただし国家の安全保障にかかわ

る場合、弁護士と依頼人間の秘匿特権、また他者の

安全の脅威となる場合は例外となる。

2-1-3.情報アクセス法　(Access to Information Act)

1985年に施行された同法は、公的に保有されている

情報へのアクセスに関して定めており、情報コミッ

ショナーによって監督されている。同様の機能が重

複することから、いくつかの州の管轄においては役

割が統合され、情報プライバシー・コミッショナー

が置かれている。

2-2.立法における自発的対応と事後的対応
(Pro-active and Reactive Legislative Development)

カナダにおいてプライバシーに関する立法は、事前

に自発的に行なわれたものと事後的に対応したもの

に分かれる。プライバシー法は前者であり、同法は

1982年の憲法および憲章の制定時の議論に端を発し

ている。プライバシーに関する権利は憲章の中に明

記されることはなかったが、その一年後、プライバ

シー法が施行された。

1995年、「EUプライバシー指令」(European Union

Privacy Directive：EUDP)が採択された。この指令

は、EU加盟国がEU域外の諸国に個人情報を移動さ

せるにあたって、対象国に個人のプライバシー保護

する「適切な」法律が存在しない限り、その移動を

禁止するものである。カナダ国内でそうした法律を

既に制定していたのはケベック州のみであり、貿易

障壁が懸念された。国内の民間事業および公共の利

益の観点から、カナダ規格協会(CSA)は1996年、「プ

ライバシー保護に関するモデルコード」(Model

Code for the Protection of Privacy)を作成し、これ

がPIPEDAの条項に受け継がれることとなった。EU

プライバシー指令は1998年に発効されている。

PIPEDAと同様、モデルコードでは、組織による

個人情報の収集、使用、開示に関する規定が述べら

れているほか、個人が自分の情報にアクセスし、修

正する権利も定めている。

モデルコードに記された10の指針は以下の通りである。

1．アカウンタビリティ：組織は、自らが管理する個

人情報について責任を負い、以下に述べる指針を

組織が遵守することについて責任を持つ、然るべ

き個人を任命しなければならない。

2．目的の明示：個人情報の収集目的は、収集される

時点、あるいはそれ以前に当該組織により明確に

されなくてはならない。

3．同意：個人情報の収集、使用、開示にあたっては、

本人の認知と同意を必要とする。ただし不適当な

場合はその限りでない。

4．収集の制限：個人情報の収集は、組織が明示した

目的にとって必要な範囲に制限されるものとす

る。情報は、公正かつ合法的な手段によって収集

されなければならない。

5．使用、開示、保持の制限：個人情報は、収集され
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た目的以外の用途のために使用、開示されてはな

らない。ただし個人の同意がある場合、あるいは

法の要請による場合はその限りでない。個人情報

は、収集目的の達成に必要な間に限り保持される

ものとする。

6．正確性：個人情報は、その使用目的にとって必要

とされる限り正確、完全、最新のものでなければ

ならない。

7．保護：個人情報は、その重要性に照らして妥当と

される安全な手段をもって保護されなければなら

ない。

8．開示：組織は、個人情報の管理に際し、その方針

および慣行に関する明確な情報を、個人が速やか

に入手できるようにしなければならない。

9．個人のアクセス：要請により、個人は本人の個人

情報の存在、使用、開示について通知を受け、ま

た当該の情報へのアクセスが認められるものとす

る。個人は、本人の情報の正確性および完全性に

ついて異議を申し立て、適切に修正させることが

できるものとする。

10．遵守に関する異議申し立て：個人は、上記の指針

を組織が遵守することに関して任命された然るべ

き個人に対し、指針の遵守状況について異議を申

し立てることができるものとする。

2-3.州法　(Provincial Legislation)

プライバシーに関する権利は、さまざまな法律の中

に織り込まれているが、カナダにおいて、現在のと

ころ最もプライバシー保護が機能しているのはケベ

ック州である。

1975年、「人権および自由に関するケベック州憲章」

(Quebec Charter of Human Rights and Freedoms)

に、ケベック州住民のプライバシーに関する権利が

明記された。ケベック州の民法は1991年に改正され、

体系的にプライバシーの保護が法律に織り込まれ、

保護されることとなった。ケベック州は1994年、「民

間部門における個人情報保護に関する法律」(An

Act Respecting the Protection of Personal

Information in the Private Sector)を成立させた。同

法は、民間部門が保有する個人情報の収集、使用、

開示について包括的に規定しており、またケベック

州を拠点とする企業が保有するすべての個人情報に

ついて、個人が本人に関する情報にアクセスするこ

とを認めている。

その他の州、準州も、公共部門に関する情報公開

やプライバシーに関する法律を既に制定しているか、

あるいはその過程にある。ただし民間部門が保有し

ている個人情報を対象するPIPEDAと基本的に同様

の法律を制定しているのは、ケベック州のみである。

2004年までに民間部門を対象としたそうした法律を

制定した州は、州の規制下で行なわれる商業活動に

対するPIPEDAの適用が免除され、州レベルで規制

することが可能となる。個人情報保護に関するカナ

ダの法律は、個人情報に対するアクセスと修正につ

いて包括的な権利を認めている。また特定の例外は

あるものの、個人情報を許可なく使用、開示、販売

することを禁じている。アルバータ州およびマニト

バ州はまた、医療分野におけるプライバシーに関す

る法律を制定しており、オンタリオ州とサスカチュ

ワン州がこれに続こうとしている。

2-4.他の法律　(Other Laws)

連邦、州、そして自治体レベルにおいても、さまざま

な法令により、プライバシーの保護と個人情報の管理

についての規制が行なわれている。これらの中には、

銀行や医療といった特定分野のみを対象にするものも

あれば、消費者保護法や不法行為法といった、より広

範な内容を扱うものもある。プライバシーに関する事

項が法制化の根底をなしていたわけではなく、そうし

た法律には統一性がほとんど見られない。

2-4-1.司法制度　(Judiciary)

政府の司法部門は、立法部門から独立しており、法

の解釈と施行については裁判所が権限と責任を有す

る。この点において裁判所は、ある法律がそれに優

先する法、とりわけ憲法および憲章と矛盾するもの

と判断した場合、当該の法律を無効にする権限を持

つ。裁判所はまた、法令の遵守の義務付け、罰金の

賦課、当事者間の賠償金の支払い、投獄などの判決

を下す。

カナダ最高裁判所は「プライバシーは近代国家に

おける自由の根幹をなす」とし、領域、個人、情報

という三つの「プライバシーの範囲」の存在を認め

ている。過去に最高裁判所が、プライバシーの侵害

という不法行為が存在したか否かの判断を示した例

はないが、さまざまな州ではそうした判断が行なわ

れている。

プライバシー・コミッショナーは、事態を連邦裁

判所の判断に委ねることができる。ただしこの規定

については、後段で述べるケローナにおける件にお

いて異議が申し立てられている。プライバシーの問

題を裁判所の判断に委ねる上で一つ厄介なのは、賠

償が絡む点にある。個人のプライバシーの価値を定

量化することは困難であり、過去に具体的な事例が

ほとんどないのである。概して、プライバシー侵害

に関する事件を裁判所に持ち込むことは、多くの個
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人が集まって民事訴訟を提起する集団訴訟の場合を

除いては、金銭的に見合うとは考えられない。

プライバシーに関する事件を個人で訴訟に持ち込

む場合、個人は、訴訟費用および訴訟に時間を割く

ことによる収入の減少と賠償金とを量りにかける必

要があるが、仮に勝訴したところで、期待できるの

はかなり低い賠償金額である。さらに個人は、プラ

イバシー侵害の事態における詳細など、何が起こっ

たのかを正確に裁判所に説明する義務を負う。これ

は事実上、さらに広範囲にわたり自身の個人情報を

公の場で披露することを意味する。個人がプライバ

シーの権利に関して法廷で争うことを躊躇するのは

当然のことであり、市民によりプライバシー法がほ

とんど利用されず、行政において無意味であるとの

評価を受けるおそれがある。

2-5.国際法　(International Laws)

カナダは国連加盟国であり、世界人権宣言

(Universal Declaration of Human Rights)に署名して

いる。宣言の第12条は次のように述べている。「何人

も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、

ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して

攻撃を受けることはない。人はすべて、このような

干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有す

る」[訳注：外務省仮訳文](No one shall be subjected

to arbitrary interference with his privacy, family,

home or correspondence, nor to attacks upon his

honor and reputation. Everyone has the right to

the protection of the law against such interference

or attacks.)。

またカナダは経済協力開発機構(OECD)の加盟国で

もあり、1984年には情報の公正な取扱いについての

指針を述べた「プライバシー保護と個人データの国

際流通についてのガイドライン」(Guidelines on the

Protection of Privacy and Trans-border Flows of

Personal Data)に署名している。

2-5-1.欧州評議会サイバー犯罪条約　
(European Convention on Cybercrime)

カナダは同条約に署名、批准しており、条項の遵守

に必要な国内法の整備を進めている。いわゆる「合

法的アクセス」(Lawful Access)に関する規定につい

ては、「国際的責務」(International Obligations)の項

で詳述する。

こうした責務やガイドラインについての解釈は、

国によってまちまちである。世界人権宣言を実態の

伴わないものとする声もある。世界の多くの地域に

は適用されず、実行に向けた努力がほとんど行なわ

れていないためである。合法的アクセスの規定につ

いては、直ちにカナダ国内のプライバシー保護活動

家たちから、一斉に反発の声が上がった。情報の公

正な取扱いに関して、カナダは肯定的な評価を受け

おり、これまでのところその評価は正当なものとい

える、ただし現在議論されている基準が現実のもの

となれば、評価が翻るおそれもある。

2-6.プライバシー・コミッショナー　
(Privacy Commissioners)*********

連邦のプライバシー・コミッショナーという役職は、

プライバシー法(Privacy Act)に基づいて設置された

ものである。コミッショナーは、オンブズマンとし

て、連邦議会より、カナダ国民のプライバシー権を

監督、擁護する権限を与えられている。とりわけ、

コミッショナーは、プライバシー法および個人情報

保護及び電子文書法(PIPEDA)の監視に責任を負い、

責任を伴う公正な方法で個人情報が収集、使用、開

示されること、そして規定の対象となる者が活動に

責任を負うことを徹底させる。コミッショナーは、

調査、報告を行う上で特別の権利と義務を有してい

るが、プライバシーに関する問題について、立法、

遵守命令あるいは拘束力を持つ裁定を下す権限はな

い。そうした権限を有するのは、連邦議会、州およ

び準州の立法機関、そして裁判所のみである。コミ

ッショナーは、問題を公にし、連邦裁判所に付託す

る権限を持っている。

プライバシー・コミッショナーはまた、カナダにお

いてプライバシーに関する調査、教育、促進を行なう

ほか、上下両院に報告書を提出する役割を担っている。

プライバシー・コミッショナーには、情報へのア

クセスに関する諸問題について責任を負い、プライ

バシーに関する問題について社会を代表して仲裁を

行なう義務がある。ただし調査、報告を行なうこと

はできるが、賠償や罰則を命じる権限はない。コミ

ッショナーの役割は、最小限のものに限定され、自

由裁量によるところが大きいのが実情であり、その

活動は、総じてその個人の資質に大きく左右される。

各々の州および準州も同様の制度を設けており、

情報プライバシー・コミッショナー、情報アクセ

ス・コミッショナーなどと呼ばれている。その権限、

義務、責任は、各州あるいは各準州によっていく分

異なるものの基本的に同様である。

2-7.法の執行　(Enforcement)

カナダはプライバシーに関する十分な法律を備えて

いるが、問題はその執行面にある。プライバシー・
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コミッショナーが最近発表した年次報告書では、公

的機関や企業がプライバシーへの配慮を怠っている、

あるいはこうした問題に無知であったケースが多数

指摘されている。公的機関や企業はプライバシー法

およびPIPEDAの規定に従う必要があるが、それら

の法律は、これらの組織が最重要視するするもので

はない。さらに監督、監査、執行、これらの法律の

違反にかかわる賠償、罰則は曖昧かつ自由裁量によ

るもので、最低限度のものとなっている。このため、

積極的にこれらの法律の規定に精通しようとする公

的機関や企業はほとんど見られない。

プライバシー・コミッショナーは、プライバシー

に関する問題を仲裁する義務があるものの、法令を

遵守させる本質的な権限を有さない。実際、政府機

関は、関与しようとするコミッショナーと公然と対

立するか、コミッショナーが非常に強い表現を用い

て勧告した場合ですら、その勧告に従った行動をと

ることを単純に拒否してきたのである。最近の年次

報告書においてコミッショナーは、「政府はきわめて

重大なプライバシー問題をなおざりにしており……

これが組織的なものになりつつある」と述べ、仮に

この状況が続けば「わが国におけるプライバシーの

保護はますます弱体化し、より状況が悪化すること

は避けられない」と警告している。

以下の事例は、問題が多岐にわたり、決して些細な

ものではないことを示している。

• カナダ関税歳入庁(CCRA)の保有する旅客機の乗
客データベース(CCRAは、このデータベースを

六年間保有し、他の省庁と共有することにして

いる)の使用を制限する要請が、説明も正当な理

由もなく拒否されてきた。このデータベースが

間違いなく憲章に記された権利を侵害している

と法律の専門家たちが担当大臣に対して指摘し

たにもかかわらず、である。

• 連邦政府は国家の権限を拡大させ、通信をモニ
ターしようとしている。根拠とするのは、欧州

評議会サイバー犯罪条約に準じた合法的アクセ

スに関する規定だが、同条約は、事前にカナダ

国民の信を問うことなしに、カナダ政府が署名

したものである。プライバシー擁護団体から公

の抗議を受けた結果、協議の場が設けられ、プ

ライバシー・コミッショナーなどから、ほぼ全

面的に非難の声が上がった。しかし連邦政府は

これまでのところ、サイバー犯罪の抑制という

目的を達成する上でそうした権限が必要なのか、

あるいは基本的な権利を脅かしてまで追究する

だけの、確固としたメリットがあるのかという

懸念には答えていない。

• 州レベルにおいては、プライバシー・コミッシ
ョナーが2002年7月、ケローナにあるブリティッ

シュ・コロンビア州最高裁に、公の場における

ビデオ監視カメラは違憲であると申し立てた。

ところが州政府は、この問題について議論する

のではなく、コミッショナーのこうした権限に

ついて異議を唱えた。本案についての審理を妨

げようとしたのである。州政府による異議申し

立ては現在裁判所で争われている。

プライバシー問題に関する無関心は、今に始まった

ものではない。1987年、連邦議会は「オープン・ア

ンド・シャット：知る権利とプライバシーの権利の

促進」(Open and Shut: Enhancing the Right to

Know and the Right to Privacy)と題した報告書を発

表した。この報告書は、プライバシー法および情報

アクセス法に関する包括的レビューであり、100以上

の提言が盛り込まれた。提言の一部は政策上の指針

とされたが、法制化されたものは皆無であった。

カナダのプライバシーに関する法律を評価するにあ

たっては、大部分が比較的新しいもので、いまだ理解

が進んでいない事実を認識することが重要である。こ

の報告書において論じている内容の中には、時間の経

過とともに修正されることもあるだろう。さらに、プ

ライバシー・コミッショナーによる調査、報告、強い

メッセージについて、政府は無関心な態度を取ってい

るが、それはプライバシーに関する法律や政策に限っ

た話ではない。カナダ政府が、調査や王立委員会、

種々の報告書の作成に、何年もの歳月と多額の税金を

頻繁に投じるが、そうして得られた成果をなおざりに

してしまうのは周知のことである。

カナダのさまざまな法律がプライバシーについて

述べているが、その適用はずさんで統一性がない。

概して連邦政府は、プライバシーの問題を懸念こそ

しているものの、きわめて重要な事項であるとはと

らえていない。プライバシーと他の法律や問題とを

量りにかけた場合は後者が優先され、プライバシー

の権利は決まって侵害されるのである。
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3.カナダにおけるプライバシー技術の現状
(The State of Privacy Technology in Canada)

プライバシー擁護にかかわる人々は、技術そのもの

はプライバシーの救済手段となり得ないと考えてい

る。むしろ技術は、使い方次第でプライバシーの保

護にも侵害にもなり得る――いわば、プライバシー

にとって中立の存在なのである。

そして技術は急速に変化するため、法律の制定に

あたっては、技術への偏重を排することが重要であ

る。特定の技術の機能に着目した法律は、すぐに廃

れることになるだろう。

プライバシーは以下の4つの視点に分類できる。

• 個人情報におけるプライバシー――人物の特定
を可能にする個人に関する情報。情報はデータ

ベース、ファイル、あるいはいわゆる「スマー

トカード」(ICカード)に記録される

• 身体情報におけるプライバシー――血液サンプ
ルやDNAといったバイオメトリクス情報

• 通信におけるプライバシー――声、文字、ある
いはデジタル技術を使用した通信。通信内容に個

人を特定できる情報が含まれている場合もある

• 領域におけるプライバシー――家庭やオフィス
など、個人の物理的空間内において干渉されな

い権利

プライバシーを保護する(あるいは侵害する)技術は数

多く存在する。公開鍵基盤(PKI)や、指紋、虹彩、

DNAサンプル、顔面認識といったバイオメトリクス

技術がその一部である。こうした技術は、カナダ特

有のものではないため、この報告書では、カナダ国

内におけるこうした技術の特定の用途についてのみ

を論ずるものとし、技術の仕組みや開発の背景など

は割愛する。

3-1.識別技術　(Identification Technology)

IDカードは二つの目的――アクセス権と資格の証明

――において使用される。バイオメトリクス情報が記

録された、オフライン(中央データベースに接続され

ていない)カードはアクセスする権利の確認に適して

いる。当該の個人は、出入りを許可され、特定の情報

へアクセスする権利を有しているのか――IDカード

はこうした問題に答えを出す。つまりこの識別技術は、

特定の個人だけが使用できる鍵の役割を果たす。しか

し情報が、政府機関やその他の組織で処理される必要

がある際には、別のシステムが用いられなくてはなら

ない。他に情報にアクセスできる人間がいれば、シス

テムは施錠されていないことになる。

データベースとつながったオンラインのカードは

カナダ国内で広く使われている。現在、国民IDカー

ドや航空旅客データベースなどの技術について、関

係省庁とプライバシー擁護者たちの間で激しい議論

が起こっている。これらに関する政策上の問題につ

いては後述する。

3-1-1.身分証明に関する誤った認識　
(The False Promise of Identification)

身元の識別が必要になる際、正確で信頼に足る、不

正利用に対する措置が講じられたシステムが不可欠

となる。識別システムにおける問題は通常、作成さ

れるある記録が、提出された他の記録の正確さに左

右されるという点にある。運転免許証を取得するた

めには、出生証明とSIN(Social Insurance Number)

カードを提示する必要があるが、どちらも写真が貼

付されていないため、他人のカードを使って不正に

運転免許証を取得することが簡単にできてしまう。

一方で、運転免許証は写真が貼付されているため、

カナダでは運転免許証の提示が最も一般的な身分証

明手段となっている。

ある技術を構築するにあたって、プライバシーの

侵害を最小限に抑えるためにまず最初に考慮すべき

ことは、特定の処理をする際に身分証明が必要かど

うかという点である。たいていの取引の場合、身分

証明は必要ない。販売者にとって知る必要があるの

は、顧客が製品やサービスの代金を支払う能力があ

るかどうかということである。顧客が信用決済を希

望する場合に初めて、身分証明が必要となる。信用

に不正があった際に個人を追跡するためである。商

品を返品する場合も同様に、販売者にとって顧客の

身分証明は必要ない。必要な確認事項は、返品され

る商品が、特定の店舗(小売店や系列販売店)で販売さ

れたものかどうか、そして返品時の条件に従い、品

質が保たれているかどうかという点のみである。

3-1-2.身元を偽る　(False Identities)

身元を偽ることは、オンラインにおいても、直接的

なやり取りにおいても頻繁に行なわれている。この

状況はカナダに限ったことではなく、インターネッ

ト中で行なわれ、他の諸国でも同じである。取引に

必要な身分証明を求められた際に、多くの人が適当

な身元をでっち上げ、それを使用している。一方で

店の方では、身分証明の意味を理解している店員は

ほとんどない。実際、身分証明が必要な理由を尋ね

られても、ほとんどの店員がそれを説明できない。

店のシステムの一環として、それを求めるように指
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示されているだけなのである。取引にそうした証明

が必要かどうかは場合によるが、小売店で買い物を

する際に、身元の証明が必要になることは稀である。

オンラインにおいて身元が偽られている確率は、40

～85％以上に及ぶと推計されている。こうした行為は

詐欺行為と認識される可能性がある一方で、あまりに

も一般的になっているため、ごまかしが判明する可能

性も低い。偽った身元と目される割合がこれほどの数

になると、それが正しいものと納得する人がいるのか

どうかもわからない。ただしこうした議論にはある例

外が存在する。他人の身元を騙ったり、それにより金

銭的な見返りを受けるケースである。

3-1-3.出入国時の身分証明
(Identification When Crossing Borders)

セキュリティーおよび出入国管理の観点から、国境

を越える際には身分の証明が求められる。カナダ国

民は、特に米国をはじめ、多くの国へ比較的自由に

入国できる。ただし入国の際には、カナダ国民であ

るという証明だけでは十分でない。データベース上

で身分照合が行なわれ、入国者が、指名手配中の犯

罪者や危険人物ではないことが確認されなければな

らないのである。

さらに身元は入国の日付と共に記録されることに

なる。法律によって許可された期間を超えて米国内

に滞在した場合に、移民帰化局(INS)の職員が追跡し、

国外退去させるためである。当然のことながら身元

を偽って国境を越えた人間が、入国後にもその身元

を騙り続ける可能性は低い。

カナダの移民相は、バイオメトリクス情報を含む

国民IDカードの導入に向け、積極的、そして強引な

働きかけを行なっている。しかしこの提案に関する

議論を聞くと、移民相が、バイオメトリクス技術の

利用について、技術的な詳細や実際的な意義をまっ

たく理解していないことがわかる。恐らくバイオメ

トリクスに関する基本的なことすら、明確に理解し

ていないかもしれない。移民相は、オフラインのバ

イオメトリクスシステムを採用することでプライバ

シーの懸念を防ぐことができると説明している。指

紋や虹彩はカード上のコード化されたサンプルと照

合されるが、一元管理されたデータベースとの照合

は行なわれないという。この手法の明らかな問題点

は、カードの不正利用を減らすことはできず、その

ため身分証明手段として効果的でないことにある。

3-1-4.社会保険番号　(Social Insurance Number)

カナダは、全国的な社会保険番号(Social Insurance

Number：SIN)制度を有し、これにより社会福祉の

管理を行なっている。後述するとおり、社会保険番

号の利用は法によって規定され、制限されている。し

かし企業の多くは、新規に取引を開始するときや、そ

の後の身分証明手段として社会保険番号を要求してい

る。SINに関する政策上の問題は後ほど議論する。

容易に識別可能な標識として活用されるSINは、

構造的にプライバシーを侵害する要素を含んでいる。

個人に割り当てられる番号は、出生地(州、準州、地

域)や在留資格など、個人に関する包括的な情報に基

づいて決定される。情報を解読する方法は一般には

知られていないが、インターネットの「Google」な

どで検索すると、その方法を解説したウェブサイト

を簡単に見つけることができる。

3-1-5.広がるSINの不正使用
(Common Abuses of the SIN)

現在発行されているSINの総数は、カナダ国内の居

住者より約400万件も多い。カナダの人口を3000万人

と推定すると、有効なSINのうち13パーセント以上

が、何らかの形で重複しているか、不正に利用され

ていることになる。

SINを不正に取得するのは比較的簡単であり、一

般的には国の支給金、保険、クレジットカードを不

正に得るために利用される。さらにSINの不正利用

に関する調査は、あまり徹底されておらず、有効に

機能していない。調査は法執行機関ではなく、SIN

を管轄する人材開発省によって行なわれる。SINの

不正利用に関する刑罰は、最高で1000カナダドルの

罰金と1年間の投獄とされている。

3-2.バイオメトリクス　(Biometrics)

バイオメトリクスは、生物学的データの研究と統計

的分析と定義される。セキュリティーの分野では、

指紋などの、測定可能な(そして恐らく個人に特有な)

身体上の特徴に基づき、自動的に個人の身元を識別

する技術、と位置付けられる。カナダ社会において

は、バイオメトリクスは広く普及しており、さまざ

まな用途で利用されるようになっている。

法執行機関は、容疑者や有罪が確定した犯人に対

し、指紋、人相、その他の身体的特徴(入れ墨や傷跡、

あざなど)に関するバイオメトリクス情報を広く活用

し、過去の犯罪や将来起こり得る犯罪と照合しよう

とする。最近、捜査当局のためにソフトウェアが開

発され、まもなく顔面認識が可能になる予定である。

これにより、継続中の監視および捜査において、既

知の犯罪者、容疑者、関与した人物をより的確に識

別できるようになる。

バイオメトリクスデータベースは社会福祉分野に

も組み込まれている。例えば、オンタリオ州のグレ
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ータートロントエリア(トロントとその周辺の都市を

含めた地域)では、福祉システムへの多重アクセスを

減らすためにバイオメトリクスが使用されている。

興味深いことに、オンタリオ州の情報プライバシ

ー・コミッショナーの強い要請により、プログラム

で集められたバイオメトリクスサンプルは、使用後

に破棄されることになっている。使用されている間、

収集した情報は、暗号化されてデータベースに保存

され、裁判所の命令がない限り、他の機関との共有

は行なわれない。さらにデータベース内のバイオメ

トリクス情報は、元のマーカーが復元できない仕組

みになっている。つまり法執行機関などの第三者が

この情報を用い、リバースエンジニアリングにより

個人を特定することは不可能なのである。

米国の移民帰化局と協力し、カナダは最近、国内

の二つの国際空港に掌形認証システムを設置した。

これにより審査手続きにかかる時間が短縮された。

他にも試験プロジェクトとして、サンダーベイ国際

空港に顔面認識システムが導入され、同じく審査手

続きの迅速化が図られている。カナダ関税歳入庁は、

国内8つの空港で、虹彩スキャンを用いるキオスク

(KIOSK)システムの導入を検討している。システム

には年ごとの維持費とセキュリティー状況のチェッ

クが必要になる。システムの導入により、利用者側

のメリットとして、税関手続きが迅速化されること

があげられるが、ただし利用者は無作為に行なわれ

る検査に従うことになる。

虹彩スキャナを搭載するキオスクシステムは、状

況からすると金銭的に魅力のある契約ではない(約

1000万カナダドル)。しかし国内のバイオメトリクス

企業にとっては、他の地域で同様のシステムが導入

される際に自社を有利な立場に置くことができる。

概して、さまざまな政府機関が最近、バイオメトリ

クスシステムを導入しつつある。これまでかなり短

期間のうちにシステムの導入が行なわれており、請

負う企業からすれば、今後こうしたシステムの予算

が拡大されることが見込まれる。

3-2-1.バイオメトリクスを利用した出入国管理シス
テムの登場　(Emerging Biometric Immigration Systems)

2002年6月以降、カナダへの新規移住者には、バイオ

メトリクス情報をはじめとするセキュリティー機能

が組み込まれた永住者カード(Permanent Resident

Card)が交付されるようになった。

2003年12月31日以降は、カナダ国外へ旅行したカナ

ダ永住者が民間の運輸手段(旅客機、船、列車、バス)

により再入国する際、この新しいカードが不可欠となる。

新しい永住者カードには、名義人の写真と署名が

レーザーで刻み込まれ、身体的特徴(身長、目の色、

性別)も記入されている。カードの光ストライプには、

名義人の永住証明書(Confirmation of Permanent

Resident form)における記載事項がすべて記録され

ている。情報は暗号化され、情報にアクセスできる

のは、権限を有する職員(入国審査官など)が名義人の

身元を確認する場合に限られる。カードの光ストラ

イプは、情報の記録容量とセキュリティーの両方の

点で、磁気ストライプ(銀行のカードで一般的に使用

されている)よりも優れている。市販されているコン

パクトディスク(CD)と同様、光ストライプにコード

化された情報の書換え、消去、追加は事実上不可能

である。こうした機能から、この新しい永住者カー

ドは、偽造が困難という意味で、世界でも最高水準

のものになっている。

3-2-2.捜査における法医学としてのDNA鑑定
(Forensic DNA Analysis in Law Enforcement)

DNA鑑定法(DNA Identification Act)に基づき1998

年、DNAデータバンクが設立された。データバンク

の情報は、事件現場、有罪が確定した犯罪者という

項目に分類され、カナダ連邦警察(RCMP)長官の管理

下にある。カナダの法律は、DNA鑑定を特定の刑法

違反の立証の目的に限定している。米国などの他の

諸国と異なり、鑑定が行なわれるのは容疑者本人に

限られ、容疑者の鑑定ができない場合に容疑者の親

族にその対象を広げることはできない。

さらにDNA鑑定は、容疑者をふるいにかけたり、

監視する目的で行なうことはできず、容疑者と犯罪

現場との照合の目的でのみ利用される。被告が無実

となった場合、起訴が取り下げられた場合、あるい

は訴訟手続きが停止された場合は、遺伝子サンプル

と鑑定結果は破棄されなければならないことが法律

で義務付けられている。ただし収集されたDNA情報

が実際に破棄されているのか、という問題は残る。

カナダでは過去に、警察や政府機関において、破棄

されるはずのデータベースが、何年にもわたって使

用されていたという事件があった。

カナダで実施されるDNA鑑定は、既知の遺伝病や

障害、あるいは髪の色といった生理学的特徴には関

連のないDNAマーカーの識別に制限されている。現

在の鑑定方法は、入手可能なサンプルの質に大きく

左右される。質が悪い、あるいはサンプルの量が十

分でない場合は、適合率も悪くなるのである。

3-3.データベース技術　(Database Technology)

データベースは政府機関、民間企業を問わずあらゆ

る分野で利用されている。カナダでは、社会保険制

度などの運営を目的とした集中管理されたデータベ
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ースのほか、各州は健康保険制度の運営などの目的

でデータベースを有している。他にも、企業のマー

ケティング用データベース、顧客データベースなど、

さまざまなデータベースがある。

3-3-1.法執行機関のDNAデータベース
(Law Enforcement DNA Database)

カナダ連邦警察は、年間300万カナダドルを費やし、

DNAサンプルデータベースを維持している。このデ

ータベースは、蓄積されたDNAサンプルと、犯罪現

場から採取されたものとを照合し、過去、現在、未

来の犯罪を解決するのに役立っている。

3-3-2.医療データベース　(Healthcare Databases)

カナダの各州および準州は、詳細におよぶ、精度の

高い医療データベースを有している。データベース

は、医師たちが、すべての患者に対して適切な診断

と治療を行なえるよう、わかりやすく、かつ信頼で

きる医療情報を提供する。また第三者がこのデータ

ベースにアクセスすることもある。例えば、保険会

社は、医療データベースにアクセスし、顧客が規定

に照らして適格か否かを審査する。保険会社が医療

情報にアクセスするためには、顧客が情報開示同意

書に署名することが必要となる。

医療データベースの記録は厳格に管理されている

ので、それにより発生する問題もある。医療関係者

が不正な診療報酬を得るために、虚偽の記録を残し

ても、そうした記録の修正が不可能なのである。こ

の件については、後段の「医療におけるプライバシ

ー」(Medical Privacy)で詳述する。

3-3-3.データの漏洩　(Data Leakage)

サスカチュワン州で最近、政府の情報を扱う企業の

ハードディスクが盗まれるという事件が起こった。

盗まれたハードディスクには膨大な量の個人情報が

保存されていたことから、セキュリティー侵害にか

かわる事件としては最大規模のものとなった。事件

自体は些細な盗難事件で、犯人(その会社の従業員)は、

自分が個人使用するためにそのハードディスクが欲

しかったのだという。オリジナルのファイルは大部

分が他のデータで上書きされ、復旧できたのはごく

わずかなデータだった。事件に当たった法執行機関

は、情報が不正に使用された形跡はなく、外部から

アクセスされることもなかったことを確信している

と述べた。

しかし当局は、ハードディスクの回収前に、オリジ

ナルのデータがコピーされることがなかったことを立

証できていない。この事件に関しては政府による調査

が行なわれ、集団訴訟も起こされた。被告は窃盗罪で

5000カナダドル以下の罰金を言い渡されるだろう。

(上書きだけでなく)データが盗まれたという証拠はな

いため、これ以上の刑罰は科されないのである。

1990年代半ばには、国内にある大規模な病院の記

録が、半分焼け焦げた状態で近くの海岸に浮かんで

いるのが発見された。明らかに海岸で記録を焼却処

分しようとしたのである。古い資料を処分する際の

決められた手順は存在したようだが、書類の廃棄を

本来担当していた職員が不在で、別の職員がその仕

事を引き受けたのだった。あいまいな規律や職務の

怠慢は、厳しく非難されるべきものであろう。

3-4.個人および企業による利用
(Private and Business Use)**

3-4-1.規制を受けない暗号化技術
(Unregulated Cryptography)

カナダでは、送信先が国内であれ国外であれ、個人

情報を送信する際の暗号化を禁止する法律は存在し

ない。政府は、商業的あるいは個人的に現在使用さ

れているデジタル暗号化技術の「バックドア・キー」

を取得する政策をとっていない。しかしカナダ人は、

一般的に個人情報を守るための知識が不足しており、

無防備な通信から潜在的に価値のある情報を盗み出

そうとする第三者への対策を講じていないのである。

3-4-2.脆弱なネットワークとワイアレスコンピュー
ティング　(Invasive Network and Wireless Computing)

攻撃的な、あるいは悪意ある第三者は、ユーザーの

コンピューター使用状況を追跡し、ユーザーに関す

る重要なデータを入手することを企んでいる。しか

し家庭用コンピューターやワイアレスネットワーク

においては、セキュリティーとプライバシーが保護

されていない場合が多い。カナダの大半の都市では、

ワイアレスネットワークカードを装備したノートパ

ソコンでワイアレスLANに自由にアクセスできる

が、ネットワークのセキュリティーは低い。現在の

ところ、こうした脆弱性を一般の人々に認知しても

らうための組織だった取り組みは、ほとんど行なわ

れていない。

ただしカナダでも、個人がコンピューターを利用

する際に必要なセキュリティーとプライバシーを保

護する、最新のソフトウェアやハードウェアは入手

可能である。

企業においては、ネットワークセキュリティーのた

めのシステムが普及し、一般的に情報技術が広く導入

され、広範なトレーニングも行なわれている。しかし

最終的には、ネットワークのセキュリティーとプライ

バシーの保護は、個人の責任にかかっている。
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3-5.プライバシーとセキュリティー対立のパラダイム　
(Privacy Versus Security Paradigm)*********************

以前はプライバシーとセキュリティーは、いわば

「ゼロ・サム・ゲーム」としてとらえられてきたが、

ここへ来てカナダ国内で新たな議論が生まれつつあ

る。政治家はよく「安全のためにはプライバシーを

手放さなければならない」と口にする。しかし最新

の技術を使用すれば、一つのシステムにおいてプラ

イバシーとセキュリティーを両立させることも可能

なのである。ただしその際には、双方を念頭に置い

て計画を進める必要がある。

オンタリオ州の情報プライバシー・コミッショナ

ーは、最近提出した文書で、ミリメートル波を用い

る最新の三次元ホログラムスキャナーを空港ターミ

ナルに設置することを提案した。この技術により、

乗客の身体そのものを映し出すことなく、隠された

武器を検出できるようになる。空港の従来のボディ

スキャナーは、乗客の身体の輪郭をとらえ、そして

身体以外の物体(武器など)を検出する。一方で新しい

三次元ホログラムスキャナーは、身体以外の部分の

みを映し出すことになっている。そもそも検査の目

的は危険な道具や輸出入禁止品を発見することであ

り、乗客の体形を監視する必要はない。プライバシ

ー侵害のリスクがより少ない検査装置を使用すべき

ことは明らかだが、現代社会では、たとえ目的と関

連のないものだったとしても、他人について情報を

多く知る方が安全と考えられているのである。

3-6.原則　(Principles)

プライバシーにかかわる技術を構築する際、考慮す

べき原則は単純で、開発者もそうしたことを認識し

ている。にもかかわらず、システムの設計時にプラ

イバシーへの配慮が驚くほど欠如しているのである。
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原則1：目的の把握――システム構築を急ぐあまり、

政策の究極の目標がなおざりにされてしまうことが

多い。入出国に関するシステムの設計であれば、資

格のある人間に国境を通過してもらい、その際のあ

らゆる危険を防止することが目的であることをシス

テム構築者は忘れてはならない。もちろん、政府の

担当者が有する真の意図は別なところに存在する可

能性もある。出入国システムの設計においては、政

府の本当の目的が、国民を保護し、基本的な自由を

保障することなのか、あるいは国民の行動の監視す

ることにあるのかを知ることが重要である。

原則2：解決策には、そうした目的の達成に必要なも

のだけを盛り込む――この原則は原則1に通ずるもの

である。取引に際して身分証明が必要でないならば、

証明を求めてはならない。

原則3：システムや技術が内包するプライバシーへの

影響を考慮する――プライバシー影響評価(Privacy

Impact Assessments)を通して、あるいは単に常識

的に、提案された方法が現在、そして将来にわたっ

てどのような影響を及ぼすのか、正確に理解する必

要がある。政治家たちが自分で理解していない技術

の導入を提案することは、こうした際に起こる問題

の典型例である。

原則4：可能な限りプライバシーを保護する技術を利

用する――仮に二つの技術が同じ効果を持つならば、

プライバシーが保護されるものを選択すべきである。

例えば、空港で使われる三次元ホログラムスキャナ

ーがその一例である。

原則5：技術に含まれるプライバシー強化的な性質を

補完する政策をとる――これについては後段で詳述

する。

原則6：プロジェクトの進捗に合わせてプライバシー

を考える――システムにおいて、目的と技術に変更

が生じれば、プライバシーも含めたプロジェクトの

すべての要素を再検討することが必要である。
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4.部門　(Sectors)

カナダのプライバシーの現状については、4つの部門

――一般市民、活動家コミュニティー、政府および

公共部門、企業および産業部門――に分けて考察す

るのが最善だろう。おのおののグループは、カナダ

におけるプライバシーの育成、浸透、進展において

重要な役割を担っている。どの部門にとっても、プ

ライバシー関連の法律、イニシアチブ、技術の影響

は非常に大きい。

4-1.一般市民　(The Private Sector)

カナダの一般市民という観点からプライバシーを考

察するには、まず、カナダ国民がプライバシーをど

のようにとらえているかを理解することが重要であ

る。これは困難な試みになり得る。というのは、プ

ライバシーを一つの概念としてとらえているカナダ

国民はごくわずかで、実際、個人的に影響を被る出

来事が起きて初めて、プライバシーの存在に注目す

るためである。カナダ国民はプライバシーの価値を

尊重しているのだろうか？　プライバシーに対する

態度が曖昧なのは、単にその存在を問う必要に迫ら

れなかったことの結果だろう。しかしカナダでプラ

イバシーの侵害をもたらす技術や政策が編み出され、

展開されていくにつれ、そういった状況も、今後数

ヵ月あるいは数年のうちに変化していくものと思わ

れる。

概してカナダ国民は、一般的なプライバシーの原

則の重要性を認識しているが、場合によっては例外

が必要であることも認めている。プライバシーに関

する特別な法および手続きがとりわけ必要とされる

ものとしては、次のような分野がある。

• 医療および金融(特に銀行)部門――プライバシ
ー流出により個人の被る損害が甚大であるため

• ジャーナリスト――市民に対する健全で自由な
報道を行なうことに意義があるため

• 公共部門(政府)――公務員をはじめとする政府
職員がカナダ国民に対して負っている特別な義

務のため

カナダの法律は「プライバシー」とは何かを定義し

ていないが、多くの場合、干渉を受けない権利、そ

して自らの個人情報を管理する権利とみなされる。

プライバシー法(Privacy Act)は「個人情報」につい

て定義しているが、しばしば一般的なカナダ国民の

解釈と異なる。プライバシー法の定義では、職業上

の肩書き、電話番号、住所などのように、名刺に記

載されていたり電話帳など公に入手できる情報は個

人情報に含まれない。しかし、カナダ国民の多くは、

個人情報とは何かと問われれば、各人の生活にまつ

わるすべての情報と答える。

実際、調査結果を見る限り、プライバシーはカナ

ダ国民にとって非常に重要であるように思われる。

いくつかの調査によると、カナダ国民は特に医療と

金融情報のプライバシーを重視しているという。例

えば、最近のケベック州のあるテレビ番組で、視聴

者に「セキュリティーの名目で、私生活が侵害され

ることを容認するか？」と問いかけたところ、400人

の回答者のうち実に85％もの人が、そのような侵害

を認めないと回答したのである。科学的な調査から

はほど遠いとはいえ、現在のカナダ国民の意向を示

すものである。おそらく国民は今後、プライバシー

の保護が保証されていない行為があれば、不快感を

示し始めるであろう。

その反面、カナダ人は、懸賞の金品を獲得できる

チャンスといった些細な目的で、進んで個人情報を

公開、交換しようとすることもある。つまりカナダ

人の態度は、それに対応する行動が伴わない傾向が

あるということになる。

カナダ国民のプライバシーの権利に対する関心が

見せかけのものにすぎないのか、あるいは単にプラ

イバシーの保護と個人情報の公開を防ぐことの関係

を理解していないのかは定かでない。しかし、自身

の個人情報の開示が、プライバシー権と密接に結び

付いていることを認識することこそが重要なのであ

る。自身の個人情報を管理する権利を持つ場合、そ

れを他人と共有するか否かを選択するのもその個人

次第なのである。

4-1-1.市民のためにプライバシーをわかりやすく
(Simplify Privacy for the People)

カナダにおけるプライバシーの現状を議論する際、

カナダ国民の役割はなおざりにされがちである。こ

れはおそらく、プライバシー権を保護することに積

極的にかかわっているカナダ人が非常に少ないため

と思われる。

一般市民を巻き込んだ形で、いわゆる「プライバシ

ー論争」が起こらない理由の一つとして、問題が理解

しにくく、個人に密接な問題としてとらえられていな

いという点があげられる。それに関連して、必要な技

術の導入および使用が容易に進まないという問題もあ

る。利便性の欠如は、一般市民がプライバシーの問題

に取り組む上で障害となっている。例えば、「プライ

バシー選択プラットフォーム」(P3P)技術がウェブブ

ラウザーに組み込まれていれば、ユーザーはこれをデ

フォルトで使用するようになるだろう。
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わかりやすくする必要性はそれだけにとどまらな

い。法律、原則、指示、伝達もすべて、有効に機能

させるためには容易に理解できるものでなければな

らない。さらに、そうした試みが消費者にとって有

意義であり、絶えず維持される必要がある。1994年

にケベック州で制定された「民間部門における個人

情報保護に関する法律」(Act Respecting the

Protection of Personal Information in the Private

Sector)では、企業に対し、個人情報がどのように使

用されるかを消費者に通知することが義務付けられ

ている。これにより、ケベック州に拠点を置く企業

は莫大な出費を強いられたが、消費者に送られた通

知は一貫性がなく、混乱させるものであった。それ

から9年後、通知の意味するところを理解した消費者

ですら、もはやその情報を覚えておらず、実際のど

のようなプライバシーに関する政策がとられている

かも知らないのである。

4-1-2.市民の意識の変革
(Change the Way People Think)

一部の活動家は、長い時間をかけてカナダ国民の意

識を変革することに取り組むべきではないかと考え

ている。カナダ人の意識や行動の変革には、場合に

よっては何年もしくは何十年かかることもあると認

識する必要がある。時間がかかるにせよ、一般市民

の意識を変えていくことで、政府や民間部門の方針

に重要な変革がもたらされた例は数多くある。例え

ば、ロビイストたちは長年にわたり、完全でわかり

やすい食品ラベルの必要性を訴えてきた。いまやカ

ナダ国民は、すべての食品に詳細な情報を記載した

ラベルが貼られ、そうした情報は連邦政府の厳格な

規制を受けるのが当然のことと考えている。

環境問題がそうであったように、カナダ国内にお

けるプライバシー問題の途方もない大きさを一般市

民が理解するには、当然時間がかかるだろう。ショ

ーペンハウアーの有名な言葉がある。「全ての真実は

3つの段階を経る。初めに、嘲笑される。次に、激し

い反発を受ける。そして最後に、自明の理として受

け入れられる」。しかし真実がこれらの段階を経るた

めには、まず人々の耳に届かなければならない。

4-2.活動家コミュニティー　(The Activist Community)

カナダでプライバシー問題を広く訴えようと活動し

ているのが、カナダの活動家コミュニティーである。

プライバシーはカナダの活動家にとって重要な問題

になっている。一般市民がプライバシー問題につい

てほとんど無知であるにもかかわらず、活動家団体

は知識も豊富で、この問題に深くかかわっている―

―ただし、コミュニティー間にそれほどまとまりが

あるわけではない。プライバシー・コミッショナー

の多くは活動家コミュニティーチームの一員と見な

され、市民を教育し、報道においてプライバシーを

重要な問題と位置付けさせ、立法過程において有意

義なインパクトを与えるために活動している。

カナダの活動家団体は十分な資金も、社会的な基盤

もほとんど持たないため、このことは重要である。カ

ナダとは対照的に、Electronic Privacy Information

Center(EPIC：電子プライバシー情報センター)など米

国の活動家団体は、きわめて資金が潤沢で、政府に対

して直接意見するだけの力を持つ。さらには、EPIC

をはじめとする活動家団体には市民を刺激し、鼓舞す

る力があるため、政府のほうも彼らの意見に耳を傾け

る必要性を理解しているのである。

だがカナダではこうした動きがあることは稀であ

る。それは声高に主張したり、注目を集めようとす

ることに対して抵抗を抱くカナダの文化に起因する。

実際、カナダの著名なプライバシーの擁護者たちは、

国内よりも国外で有名であり、高く評価されている。

これはプライバシーの問題に限ったことでなく、活

動全般に関していえることである――カナダでよく

知られたジョークがある。「カナダで成功したければ、

カナダを去るべきだ」

4-2-1.基本原則　(Fundamental Principles)

四つの部門のうち、データ収集に関する基本原則の

概念を広めようとするのは活動家たちのみである。

しかし活動家団体ですら、一部のプライバシーの原

則を認めさせるために、あまりにも詳細にわたって

妥協点を探ろうとし、基本原則を表明することを忘

れてしまうのである。一部の原則は、情報の収集は

情報が濫用される危険性をはらんでいることを示し

ている。ただし基本原則は、あらゆる情報の収集は、

すなわちプライバシーの権利の侵害なのである。妥

協やバランスの問題の議論が始まると、その時点で

基本原則は失われる。

4-2-2.活動家とは？　(Who are the Activists?)

プライバシー活動家には、大学教授、コンピュータ

ーの専門家、ビジネスマン、医師、労働組合の指導

者、保守系のシンクタンクの代表者などさまざまな

人たちがいる。活動家団体がプライバシー問題に専

念していることは稀で、たとえば消費者のために活

動するPublic Interest Advocacy Center(PIAC：公

益擁護センター)など、市民的自由を擁護するさまざ

まな団体のように、その活動内容は多岐に及ぶ。一

方で、難民や少数民族、業界団体の権利、報道の自

由といった特定分野に焦点を絞るものもある。
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カナダでプライバシーへの意識を共有する団体や

個人は、それ以外につながりはない場合が多い。こ

れらの団体を統合できる共通の要素が他にないとは

いえ、プライバシーに対する共通の意識を持ち、コ

ミュニティーの規模が比較的小さいことは、プライ

バシー活動家たちの情報交換を容易にしている。情

報交換はメーリングリスト、シンポジウム、立法化

の過程で設定された協議の場を通じて行なわれる。

4-2-3.有意義な協議　(Meaningful Consultation)

活動家コミュニティーの課題の一つに、立法化の過程

において影響力を持つことがあげられる。カナダにお

ける立法は、特定の様式と手続きに乗っ取って行なわ

れる。内容によっては、何年もの歳月を要することも

あれば、ものの数ヵ月で成立してしまう場合もある。

政府には、法案を通過させる前に、関係組織と協議し

意見を求めることが望まれるが、そうする義務はない。

かつてカナダ議会の議員が政府の合法的アクセスを

規定する法律を強引に通過させようとした際に、この

協議のプロセスが問題になった。通常の協議の手続き

とは異なり、この時政府は、ごく短期間で(外部の関

係者との協議を持たずに)法案を強引に通過させよう

と試みた。これに対し活動家団体は、直ちに協議の場

を設け、自分たちの意見を検討するよう要求した。即

座にカナダ全土で三つの協議が持たれ、招かれた非政

府組織(NGO)、メディア、産業界が、法案に対する懸

念を表明し、質問を投げかけたのだった。

政府からの回答はまだ出されていないが、活動家

コミュニティーは、政府側が意義のある回答を示す

のかどうか慎重に見守っている。一般的にカナダ政

府は、法的な要請に基づき個別の規定は盛り込むが、

必ずしもその根本にある「精神」を満たすわけでな

い。つまり政府側は協議の場を設け、これに出席し、

メモを取り、会議での発言をまとめた報告書を整理

し、そして法律、政策、基準や手続きに進もうとす

るが、その際に、話し合いの場で提起された問題や

懸念を顧みないのである。

とはいえ政府を構成する公務員たちが、邪心な意

図や計画を持ち、このように行動しているのではな

い。単に彼らには、別のやり方をするインセンティ

ブが働かないのである。通常のプロセスから外れる

ことは、追加的な労働が要求され、(少なくとも政府

関係者の観点からすると)有意義な協議を行なったと

ころで確固としたメリットはない。さらに公務員た

ちが、関係団体の意見を積極的に募ることを怠った

ところで、罰則も制裁も科されないのである。

4-2-4.法律の早期成立　(Rapid Enactment)

政府は時折、問題を非常に短期間で処理する場合があ

る。その際、他の選択肢は一切省みられないかもしれ

ない。将来において柔軟に修正できる余地を残しては

いるものの、少しばかりの目的を達成するために、ぞ

んざいな手続きで法律を成立させるべきであろうか？

問題は、議会がすでに打ち切りだと考える問題を再考

させるのが困難な点にある。そして過去の例からすれ

ば、法律の規定や定義に柔軟性があればあるほど、確

固としたものにはならないのである。

他に採り得る方法は、時間をかけて有意義な協議

を開き収集したさまざまな意見を検討し、あらゆる

側面を検討した優れた法を作成することである。こ

の方法の欠点は、肝心の一般市民が協議に興味を示

さない可能性があるということ。さらに最も利害の

絡む活動家団体に退けられたと考える問題を、再度

取り上げるよう議会を説得するのは困難なことかも

しれないのである。

カナダの活動家コミュニティーの多くは、プライ

バシーについての立法、という法的手段にこだわり

すぎているのではないかと考え始めている。そこで

視点を変え、一般市民対して発するメッセージの大

枠を修正しようと取り組んでいる。多くの活動家た

ちは、記念碑的な(ときにあまり意味のない)法律の改

正ではなく、一般市民およびカギとなる人物を対象

にプライバシーに関する教育を行なうことに的を絞

りつつある。

そのため、プライバシー・コミッショナーたちは定

期的に、ロースクールやビジネススクールでプライバ

シーの問題について講演している。より若い世代に訴

えるために、高校に出向いて話をする活動家もいれば、

依然として新聞やメディアを中心にする者もいる。現

在のところ、活動家たちの取り組みはうまく調和がと

れておらず、その効果もさまざまである。

4-3.政府と公共部門　
(The Government and Public Sector)

政府の機能と立法化のプロセスについては、この報

告書の他の箇所で詳細を説明しているが、一つ重要

なのは、法律(そしてカナダの規制システム全般)には、

自由裁量権がかなり認められている点である。これ

により法律の適用にあたっての画一性が損なわれて

いる。

議会にも州議会にもプライバシー問題に関する急

先鋒たる人物はおらず、プライバシー・コミッショ

ナーがそうした役割を担っている。ただしこれまで

に述べたように、コミッショナーにはプライバシー

に関する立法を行なう権限はない。

次節以降で述べるように、2001年9月11日の同時多

発テロの余波を受け、プライバシー問題に関する新
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たな法律、規制、プログラムなどが議論され、実施

されてきた。このテロが重大な事件であり、カナダ

におけるプライバシーに関する法や政策の立案に影

響を及ぼしたのは当然のことである。何事も折衷さ

せようとするカナダの国民性を知るカナダ政府は、

米国が要求する「セキュリティー強化」と、プライ

バシー問題に異を唱える国民の双方に対応した。テ

ロリスト対策法のいくつかが慌ただしく施行された

ものの、カナダ議会では論争が起こり、米国が提案

する、より厳格な規定が含まれる法律のうちいくつ

かは成立しなかった。

カナダの立法において米国の影響は無視できな

い。米国に影響を及ぼす可能性のあるカナダのプラ

イバシー関連法の成立には、米国の支持が欠かせな

い――むろん非公式の話であるが。米国はカナダに

とっての主要な貿易相手国であり、常に優位性を保

ちたいと考えるようだ。「アメリカがくしゃみをす

れば、カナダが風邪をひく」とはよく言われたもの

である。

4-3-1プライバシー規約の管理
(Administering Privacy Protocols)

プライバシーに関する規約はプライバシー法

(Privacy Act)や個人情報保護および電子文書法

(PIPEDA)だけに記載されているわけではない。公

共機関について規定しているものなど、カナダの多

くの法律の中に、個人情報の管理に関する規定が述

べられている。プライバシー・コミッショナーの年

次報告書では、個人情報の不正な保持、使用、開示

に関する次のような事例が報告されている。

• カナダ国防省が、恩赦が与えられたある個人の
情報を、本来はそうした情報は消去されるべき

ものであるにもかかわらず、不適切に保持し、

この情報を使用して、この個人の雇用を拒否し

た。プライバシー・コミッショナーは国防省に

この個人の件を再考させた。

• カナダ郵政公社が全国住所変更(National
Change of Address)サービスで収集した情報を

不適切に開示していた。郵政公社は、個人から

特別にデータベースの個人情報の削除要請がな

い限り、同意を得られたものとして、個人の変

更先の住所をメール発送業者へ料金を徴収した

上で提供していた。勧告を受けた結果、郵政公

社は制度の変更に同意した。

以上のケースは、さほど深刻でも悪意に満ちた例で

もないと思えるかもしれない。しかし公務員が、プ

ライバシーの基本原則やプライバシー法の意味を理

解していないとすれば、市民の根本的なプライバシ

ー権を保護するシステムが破綻してしまう。概して、

プライバシー・コミッショナーによる調査からは、

政府機関が業務を行なう上でプライバシー法やプラ

イバシーの基本原則をあまり尊重していない様子が

うかがえる。

4-4.企業および産業(Business and Industry)

国民の大半がそうであるように、企業や産業部門も

プライバシーの基本原則を適切に理解していない場

合が多い。つまるところ企業が重視するのはビジネ

スに関することであり、プライバシーは最優先事項

ではないのである。プライバシーはあくまでも、対

処すべき要件ととらえられている。販売、マーケテ

ィング、その他収益を上げるためにプラスに働くこ

とのない、他の規制事項と同じなのである。

カナダの企業でプライバシーが考慮される場合、

セキュリティーとセットにされることが多い。その

ためプライバシーとセキュリティーが一つにまとめ

られ、最高セキュリティー責任者を兼務する、最高

プライバシー責任者が任命される場合がある。ただ

し二つの任務が与えられるものの、重点が置かれる

のはセキュリティー方面である。

自社の基幹技術を構築する際、一般に企業はプラ

イバシーとセキュリティーを混同している。知的財

産を守り、顧客を保護し、リスクを最小限に抑える

手段は、セキュリティーである。ビジネスに関する

事例において、セキュリティーは定量化が可能であ

る。このためセキュリティー対策は、ビジネスに不

可欠と認識されるようになったが、プライバシーは

カナダの企業にはほとんど認知されていないのが現

状である。

最高プライバシー責任者が、事実上のセキュリテ

ィー責任者である場合、矛盾する問題が発生する。

プライバシーとセキュリティーを量りにかけると、

ビジネスの世界では通常、セキュリティーが優先さ

れる。通常カナダの企業では、以下のようなプライ

バシー侵害が概して許容されている。

• 電子メールの監視――カナダの法律では、特定
の電子メールサーバーの所有者は、サーバー内

のメッセージを自由に閲覧できる。つまり社員

に電子メールアドレスを与えている(ただし正式

な所有権の譲渡を伴わない)企業は、社員の電子

メールを監視する権限を持つ。大企業に採用さ

れる際、カナダの従業員は通常、雇用契約に署

名をするが、その中に、雇用者は企業のメール
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サーバーを介して社員が送受信した電子メール

を閲覧する権利を有するとの条項がある。

• 通話のモニター――電子メールと同様に通話に
おいてもプライバシーが侵害されている。カナ

ダの企業では多くの電話回線がモニターされて

いる。表向きの理由は、顧客サービスを向上さ

せ、訴訟を回避するためである。

• 職場に設置されたビデオ監視カメラ――告知が
必要だが、ほとんどの広い職場はセキュリティ

ーの名目で監視されている。銀行、保険会社、

生産ラインなど多くの職場ではたいていの場

合、終日、監視カメラが作動している。

4-4-1.信頼の醸成　(Manufacturing Trust)

2001年の同時多発テロにより、政府が個人情報によ

りいっそうアクセスできる規定が生まれたが、一方

で企業が公の情報にアクセスすることに対する反発

も強まった。市民は概して懐疑的になり、信頼の置

ける実態に対して信頼を置くことを望んだ――つま

りカナダ政府である。人々は、企業の利益優先の体

質には不信感を募らせている。

メールボックスは、ダイレクトメール会社が送っ

たスパムメールであふれ、消費者は誰もがうんざり

している。人々は個人情報の盗難に注意を向け始め、

インターネット利用者は、オンラインで個人情報を

流すのは危険だと考えるようになっている。人々の

意識の変化のスピードは非常にゆっくりしたものだ

が、カナダ国民の間でプライバシーに関する注意が

高まり始めている兆しと言えるかもしれない。

これに対応して、企業も信頼をアピールする取り

組みを行なっている。これまで企業のプライバシ

ー・ポリシーは事実上、何の役にも立たなかった。

消費者の多くは企業のプライバシー「保証」や声明

には目を通さない。稀に目を通すのは、企業を信頼

できないと考える人々である。

プライバシーマークや「トラストマーク」などの

ウェブ上のプライバシー・シールも同じく、消費者

の信頼を得るまでに至っていない。初期のシールは

客観的基準もなく、自主的なものであった。第三者

による監視もなく、企業ポリシーは法的責任もなく

内容を自由に変更できるため、実質的に保証は無い

に等しかった。提示されたそれぞれのプライバシ

ー・シールにおいて、あるいは地域によって、統一

性も共通性もなく、こうしたことが人々に対してマ

イナスのイメージを与えた。つまるところ、プライ

バシーやデータ保護、監査、遵守状態の証明に関し

て共通の国際標準がないため、プライバシー・シー

ルなどの蔓延は、信頼を得るどころか消費者側をい

っそう混乱させることとなった。

最近登場したものに、電子商取引のサイトが提示

するシールがある。これには、当該企業の財務内容

に照らしたある特定の基準が要求される。今のとこ

ろ、電子商取引におけるシールは任意のもので、広

く普及した規定などもない。そのため電子商取引に

おけるシールが、プライバシー・シールよりも有効

なのか否かの判断を下すのは、まだしばらく先のこ

とになるだろう。

4-4-2.標準　(Standards)

カナダ規格協会(CSA)のモデルコードは、産業界の

意向により、経済協力開発機構(OECD)の「プライバ

シー保護と個人データの国際流通についてのガイド

ライン」(Guidelines on the Protection of Privacy

and Trans-border Flows of Personal Data)に対応す

ることを目的に作成された。欧州委員会がカナダ企

業に対して貿易障壁を設けるのを避けるために、プ

ライバシー指針の策定が必要となったのだった。

CSAのモデルコードの主な問題は、これが任意の

規定だったことである。コードの策定に携わった者

は、ISO規格のような性質の、プライバシーに関す

る国際規格を作りたいと考えていた。ISOも任意の

規格だが、大きな違いは、ISOには統一された客観

的な基準と手法が定められている点であり、一定の

基準のもとに製品の製造を可能にすることを目的と

している。ISO規格に従うことで、製造にかかる遅

延を減らし、製品の市場へ早期投入が可能となり、

ひいては消費者や投資家の信頼を得ることになる。

ISO規格にはビジネス上の明確なモデルがある。

一方でプライバシーには客観的な基準が存在せず、

評価が非常に難しい。専門家の間でも、プライバシ

ーの明確な定義や、その範囲については意見が分か

れる。プライバシーの定義や基準は抽象的で、具体

的な事例が示されて初めて意味をなすとの指摘もあ

る。確かに、プライバシーの意味や価値は人によっ

てさまざまで、一律に示される性質のものではない。

プライバシーを客観的に定義できないのであれば、

その定量化は不可能だという意見がある。そしてプ

ライバシーの定量化が不可能であれば、基準を設け

た評価も、実証もできないのである。

4-4-3.ビジネスとしてのプライバシー
(Privacy as a Business Case)

プライバシー・コミッショナーや活動家は、一般の

人々の間でプライバシーの意識の向上を図る最良の

方法は、プライバシーをビジネスに織り込むことだ

と考えている。仮に企業が、顧客のためにプライバ
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シーを提供することが意味を持つと判断すれば、こ

れを推進するであろう。ただし企業がある手法を

「実行するに値する」と見なすのは、それが利益に貢

献する――あるいは明らかに損失を回避できる――

場合に限られる。

つまるところ、企業が関心を寄せるのはビジネス

なのである。貿易障壁、訴訟、政府による罰則など

を回避できるとなれば、企業は喜んでプライバシー

規約を履行するだろう。さらに企業のパブリックリ

レーションズ(PR)に好印象を与え、収益に貢献する

場合も同様である。例えば米国の企業は、セーフハ

ーバー原則(Safe Harbor laws)に迅速に(そして積極的

に)対応した。そうした対応が新聞やメディアで高く

評価されたからである。対応しなかった企業は非難

を受けることとなった。

翻ってカナダにおいては、そうした反応はいく分

和らいだものになる。カナダ人はメディアの評価が

どうであれ、米国人ほど激しい反応を見せない。プ

ライバシーの侵害があったところで、それに伴う危

機の認識はほとんどなく、カナダ国民はそうした侵

害行為を非難することもない。

プライバシーへの配慮は企業PRに貢献するが、カ

ナダではまだ、企業がプライバシーの保証に大きな

価値を見出すまでには至っていない。カナダのZero

Knowledge(ゼロ・ナレッジ)社は、最新技術を使用

したプライバシー関連製品を市場に送り込もうとし

たが成功しなかった。まだその時期ではなかったの

である。消費者はプライバシーに対価を払うつもり

がないようだ。企業もまた、顧客のプライバシーを

保証するために、必要な措置を講じたり、コストを

かけたりしない。それは単に、一つの機能としてプ

ライバシーを提供することで金銭的な見返りがある

とは考えないためである。

4-4-4.簡潔かつ統一された法律
(Simple and Uniform Laws)

企業は必要に迫られるか、収益に寄与すると考えれ

ばプライバシーに関する法律を積極的に遵守しよう

とするだろう。ただしその場合、企業が求めるのは、

さまざまな管轄に及ぶ、いくつもの異なる法律でな

く、単一で、簡潔な法律である。ある政府関係者は

次のように述べる。「企業にとって法の遵守を求めら

れるよりも厄介なのは、複数の法に従わねばならな

いことだ」

州のプライバシーに関する法律はPIPEDAと「基

本的に同様」でなくてはならないが、法の運用や焦

点、手続きは異なり、複数の州や準州で活動する企

業にとっては、遵守するのが困難になっている。さ

らに特定の産業をカバーする法律がすでにプライバシ

ーに関連する条項を有する場合があり、これが事態を

いっそう困難にしている。その場合にどちらの規定が

優先されるのかが明確にされていないのである。

こうした状況では、プライバシー・コミッショナ

ーが特定の産業と対立することが避けられない。閣

僚は、政治的な理由から、必然的に自らの配下にあ

る産業の側に立つことになる。その結果、プライバ

シーの擁護に立つのはプライバシー・コミッショナ

ーのみということになるが、前述したとおり、コミ

ッショナーは遵守させるための法的な権限を有さな

いのである。
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5.個別の問題(Specific Issues)

この項では、カナダにおけるプライバシーを論議する

上で、主として取り上げられる問題を個別に説明する。

5-1.国民IDカード
(Debating National Identification Cards)

2001年9月11日の同時多発テロ以降、個人情報の収集、

活動の追跡、識別技術など、テロリスト対策のため

のセキュリティー強化策が提案されている。これら

の手段がカナダ国民のセキュリティーをいかに高め

るかを証明する、明確な説明や実例は示されていな

いが、議論は進められ、政治家たちからそうした措

置を講ずる要求が高まっている。

国民IDカードは市民権・移民相が推進する措置で

ある。この制度は、過去数十年の間に幾度か議論さ

れたが、十分な支持を集めることはなく、導入は見

送られていた。ここ数ヵ月の間、マスコミがこの問

題を何度か取り上げているが、現段階ではほとんど

何も決定に至っていない様子である。

技術が発展し続けるにつれ、きわめて多くの個人

情報を記録した国民IDカードの導入がより現実的な

ものとなっている。集中管理された国民データベー

スの作成には、既存のデータベースをすべて統合す

る必要があり、過去においては、そうした作業を実

現するのは困難だった。しかしデジタル技術を利用

することで、そうした作業のコストも下がり、それ

ほど手間を要することではなくなりつつある。一方

で、仮にDNA情報などのきわめて私的な情報がデー

タベースに加えられるとなると、プライバシーの侵

害には滅多に反応を示さないカナダ国民からも、激

しい反発を招く可能性がある。

各問題には、それぞれ長所と短所がある。

5-1-1.利便性／濫用のおそれ
(Expedience versus Misuse)

データの集中管理が行なわれれば、健康保険や運転

免許、社会保障など多くの分野における認証手続き

が1枚のカードで済むようになり、利便性が増す。さ

らにデータベースが一本化されれば重複がなくなり、

税金も節約できる。しかしその一方で、個人生活に

関するあらゆる情報を単一の包括的なファイルに収

めることは、個人的、金銭的あるいは政治的動機か

ら濫用されるおそれがある。同様に、大規模な集団

についての個人データが集中管理されると、詐欺な

どの違法行為や非道徳的な活動を企む者の格好の標

的となる。特定の目的以外での情報の利用を禁止す

るとしても、そのための完全な保護機能をシステム

に組み込まない限り、効果はない。そして、システ

ムを操作、管理するのが人間であることからすれば、

そうした完全なシステムを確立することは不可能で

ある。権限を有さない者が、みだりに、記録も残さ

ずに個人情報にアクセスする事態は避けられない。

5-1-2.詐欺の防止／過失による被害
(Diminishing Fraud versus the Devastating Effect of Errors)

バイオメトリクスを用いた識別技術が導入されれば、

カードの精度は高まり、詐欺行為を抑制できるだろ

う。カナダの社会保障および医療制度は、資格のな

い外国人による制度の不正利用や、給付金の重複受

給のような詐欺行為によってかなりの被害を被って

いる。一方で、解決策として技術を採用した場合に

問題になるのは、システムは不完全で人為的ミスが

避けられないにもかかわらず、それが事実上、絶対

的に信頼できるものと考えられてしまうことである。

個人情報を集約した一枚のカードが正確だという保

証はない。そして一枚のカードが個人的な認証が必

要なあらゆる分野に関連するだけに、過失があった

際の影響はより広範囲に及ぶだろう。こうした状況

では、カードの紛失は、つまりは身元の喪失になり

かねないのである。

5-1-3.セキュリティーの向上／全体主義体制の脅威　
(Greater Security versus Chilling Effect)

国家による個人情報の収集および一元管理は、国家

安全保障の観点から求められるケースが多い。こう

した主張を明確に裏付けるものはない。ただし一部

の例からすれば、何らかの措置を講じることで――

仮にそれが効果的なものでないとしても――セキュ

リティーの不在による国民の不安を和らげる可能性

がある。一方で、政府のさまざまな部門が利用でき

る巨大なデータベースに個人情報を集めることは、

プライバシーの基本原則に反する。基本原則では、

個人情報は収集した目的のためだけに使用されるべ

きであり、情報がどのように使用されるかは当該の

個人が決定できるのである。国民IDカードの導入は、

法を遵守する市民がいつ何時であろうとも呼び止め

られて身分証の提示を求められる可能性のある、全

体主義体制を想起させる。国民と国家の関係を変え

ることになるだろう。

5-1-4.世論の不在 (No Public Opinion)

まず認識すべきなのは、カナダ人が国民IDカードが

導入される可能性について、肯定的であれ、否定的

であれ、何ら確固たる意思表示を行なっていないと

いう事実である。カードの導入が意味するところを

理解する人は少なく、自分の意見をわざわざ表明す
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ることもほとんどない。9月11日の同時多発テロ以来、

セキュリティーの強化を望む声はあるが、そうした

要望は漠然としており焦点も定まっていない。

5-1-5.現行の身分証明書
(Existing Identifying Documents)

カナダにはすでに、法律で定められたいくつかの身

分証がある。各州は独自の健康保険制度を擁し、診

察を望む人は、まず最初に個人のヘルスカードを提

示する必要がある。ほとんどの場合、カードには顔

写真が付いており、定期的な更新が必要だが、一部

の地域では、過去に交付され、無期限で使用できる

顔写真が貼付されていないカードが依然として有効

である。その他の身分証としては、パスポートや運

転免許証のほか、銃の登録証や釣りの許可証といっ

た特定のライセンスがある。これらに加えてカナダ

人は、クレジットカード、レンタルビデオをはじめ

とする店の会員カード、航空会社のマイレージ・カ

ードといった民間会社が発行する各種のカードを保

持している。

現在カナダで使用されているもののうち、最も広

く行きわたった唯一の身分証明手段は、社会保険番

号(Social Insurance Number：SIN)である。この番

号は、雇用契約や金融情報の記録、住宅ローン、所

得申告書、各種社会保障の申請書など、さまざまな

書類に必要となる。ただし番号を思い出すために目

にする以外は、SINが記載されたカード自体が必要

になることはほとんどない。国民は、以上のような

活動に合法的に従事するために、SINを申請する必

要がある。便宜上、申請は一般に教育機関で扱われ

るが、これは誰もが就労を望んでいるなどの前提か

らであろう。この結果、若者はSINの意味や用途を

適切に教わることなく、有無を言わさずIDカードを

取得させられることになる。

SIN制度は1964年、それまでの国民失業保険番号

に代わり、公的なカナダ年金制度を管理する機能を

加えて導入された。その際、当時の首相は国民に対

し、SINは失業保険と新たに導入されたカナダ年金

制度の管理にのために利用されるものであり、それ

以外の利用は想定されておらず、許可されることも

ないと確約した。

近年、民間企業がSINを要求するケースが増えて

いる。民間企業は、カナダ国民にSINの提示を求め

る法的権限を持たないものの、とはいえ単に身分証

明手段としてこれを求めることが禁じられているわ

けでもない。大半の国民は、自分の権利や、必要以

上に個人情報を提供することの危険性を認識してい

ない。ほとんどの人は、何らかの理由で求められれ

ば、窓口において、あるいは店員に対し、SINや運

転免許証などの身分証を示してしまう。

5-1-6.ファンクション・クリープ　(Function Creep)

SINに関して懸念される問題として、いわゆる「フ

ァンクション・クリープ」[訳注：使用される範囲が

本来の使用目的を超えて徐々に拡大されること]があ

げられる。これはいかなる国民IDカードでも起こり

得る問題だと思われる。ある特定の目的のために作

られた法律や手段が、次第に他の目的に使用される

ようになる一方で、組み込まれた保護措置や立案者

の趣旨が取り除かれてしまうのである。情報の収集

について考える際、この傾向は特に顕著である。

SINは年金と雇用保険を管理するために創設された

ものだが、その3年後、現在のカナダ関税歳入庁が、

徴税目的で使用するようになった。現在SINはさま

ざまな目的で使用され、ほぼすべての政府のデータ

ベースと、多くの民間企業のデータベースに収めら

れている。

プライバシーの擁護者の間では、一般的にSINは

安全ではないと考えられており、この主張を顕著に

裏付ける資料もある。SINを悪用した身元詐称や詐

欺のほか、SINの誤りから給付金の支給を拒否され

る事態が発生している。しかし信じ難いことに、こ

れまでSINのシステム上の問題に関する、包括的な

調査が行なわれたことはないのである。国民IDカー

ドの構想を進める前に、既存のシステムでいかなる

問題が生じているかを認識すべきであろう。

もう一つ、国民IDカードを後押しする目的で主張

されていることがある。つまり、SINは事実上の国

民IDカードとして使用されているため、そうした認

識において、できる限り精度の高い新技術を組み込

むべきだというのである。こうした主張は、ファン

クション・クリープを、問題ではなくメリットとし

てとらえていることの表れである。

5-1-7.考察　(Considerations)

国民IDカードの導入をめぐっては今後も議論が続く

と思われる。こうした議論の中では、以下の点につ

いて検討することが重要である。

• いかにしてプライバシーを守り、濫用を防ぎ、
不正なアクセスを回避するのか？

• 技術の変化は、データの利用と各データ間の結
びつきにどのような影響を与えるのか？

• 国民IDカードは、重複を最小限に抑えることで
国民の税金を節約する、財政面において賢明な

措置となるか？

• 国民IDカードの導入が、仮にプライバシーの保
護を著しく放棄し、IDの盗難という危険性をは
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らむとしても、人々は国民IDカードによる利便

性を望むだろうか？

5-2.国外旅行　(Cross Border Travel)

5-2-1.航空旅客情報へのアクセス
(Accessing Airline Passenger Information)

2001年後半、カナダでは関税法(Customs Act)の改正

に基づき、税関職員は事前旅客情報(API)ならびに詳

細な旅客名簿(PNR)へのアクセス権を与えられた。

これは、空路でカナダに入国しようとする者すべて

に関係し、カナダ国民も例外ではない。改正の目的

は、その旅行パターンから犯罪者を識別することに

あるとされている。カナダの税関を統括管理するカ

ナダ税関歳入庁では、追加審査が必要なものを除い

て、提供された情報はすべて24時間以内に破棄する

ことになっていた。しかしカナダ税関歳入庁は2002

年夏、すべての情報を「ビッグ・ブラザー」と呼ば

れる巨大なデータベースに6年間保存することを決定

した。情報の共有について定めた関税法の条項に基

づき、すべての政府機関がこの情報を入手できる。

これは最近発生した、ファンクション・クリープ

の例というだけでなく、カナダ国内における法を遵

守する市民の個人情報の扱われ方を大きく変えてし

まう出来事である。カナダ国内のプライバシー・コ

ミッショナーたちは、活動家コミュニティーと共に、

この法改正は個人のプライバシーの不当な侵害だと

一斉に非難の声を上げている。連邦のプライバシ

ー・コミッショナーは次のように述べている。「政府

には、便宜上必要という理由で、法を遵守する国民

すべての個人情報を収めた膨大なデータベースを作

り、国民に不利になるような目的で使用する権利は

ない」。しかし、データベースの利用はテロリストの

身元確認にのみ制限すべきとするコミッショナーの

要請はにべもなく拒否された。そしてこのデータベ

ースは、違法送金や租税回避の疑いのある人物、お

よび捜索令状の出ている容疑者の追跡にも利用可能

となっている。

日常の犯罪捜査にこのデータベースを活用できれば

有益だと多くの人が考える一方で、プライバシーに関

する深刻な問題が存在する。人々は、単に名前を識別

され、令状のデータベースと照合されるだけではない。

航空機のすべての乗客は、支払い方法、機内食の注文

内容から隣席の乗客名に至るまで、行動パターンを徹

底的に分析される。仮に犯罪者と目される人物が偶然、

隣の席に座っていた場合、その情報が個人ファイルに

保存される。可能性としては、こうした情報が無実の

個人に対して使用されるのである。

5-2-2.プライバシーと犯罪捜査のバランス
(Balancing Privacy with Criminal Investigation)

同様に、新規に提出された「2002年公安法」案

(Public Safety Act of 2002(C-17法案))には、連邦の法

執行機関――カナダ連邦警察(RCMP)およびカナダ公

安情報局(CSIS)――に、テロリスト対策のため、航

空機の旅客情報を利用する権限を与えるという条項

が盛り込まれている。潜在するテロリストの脅威と

比べれば、憲章に基づき合理的にプライバシーが制

限されることと考えられるかもしれない。ただし懸

念されるのは、恐らくそうした情報が、すべての犯

罪者の捜査において使用される可能性である。同法

案では、「テロ活動のため指名手配中の容疑者」が対

照的に「令状に基づき指名手配中の人物」と表現さ

れている。

このように法律条文の解釈に幅をもたせることは、

テロ容疑者が、表現を後ろ楯に逮捕を免れることを

防ぐために正当化されてきた。この懸念は、テロの

脅威に対して確固たる姿勢で臨むこと、そして公共

の安全と権利のバランスを認識する上で妥当なもの

である。しかし表現に幅をもたせることで、すべて

の警察がこの情報を利用し、あらゆる刑法違反の事

例に対して捜査を行なう可能性が出てくる。警察に

は、法的に認められたあらゆる手段を使って捜査に

あたる義務がある。仮にこの旅客情報を入手できる

のであれば、当然利用するだろう。そして情報の使

用目的が、明確にテロリストの識別と制限されてい

ない限り、令状が出ているすべての容疑者の捜査に

対して使われるだろう。

いま一度、プライバシーの懸念と潜在的メリット

を比較する必要がある。カナダには、法執行機関の

捜査方法において、長年にわたって確立されてきた

システムがある。カナダの法律の下では、一般的に

個人が名を伏せる権利が認められている――個人が

警察に身元を明かす義務があるのは、逮捕されたと

きか、車の運転など免許を要する活動に従事する際

に限定されているのである。航空機への搭乗は、そ

のいずれにも該当しないが、航空会社には、業務上、

合法的に身元の確認を行なう権利がある。この情報が

自動的に法執行機関と共有されれば、警察が個人に対

して身元を明かすことを強要できる条件がさらに一つ

増えることになる。旅客情報の共有はさらに、航空会

社が法執行機関の代理機関になることを意味している

――このようなことは刑法では認められない。

公安法(Public Safety Act)に基づき旅客情報にアク

セスするのでなければ、警察は、裁判所から令状を取

得するために確固たる根拠を示さなければならない。

そして、捜査中のある犯罪を特定し、旅客情報にその

犯罪に関する証拠が含まれていると考える合理的な根
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拠を示す必要がある。旅客情報にアクセスできる場合

は、通常は入手し得ないそれらの個人情報を、犯罪に

関する情報が見つかることを期待しながら調べること

が可能になる。カナダの法律では、こうしたいわゆる

「証拠漁り」は、テロの脅威への対応といった特殊な

ケースを除いて認められていない。

5-2-3.法の限定的な適用
(Non-universal Application of Law)

些細な点だが、この法律の適用範囲が限定されてい

ることにも注目すべきである。仮にこの措置が有益

だと考えられており、テロリストの識別に役立つの

であれば、なぜ適用範囲を旅客機の国際線の利用に

限定するのであろうか？ なぜ国境のすべてで同様の

措置を取らないのか、あるいはすべての国内旅行者

に対しても実施すべきではないのか？ なぜデータ収

集源を旅行に限定するのだろうか？ 理由は当然、こ

れらの措置が9月11日のテロへの対応として構じられ

たためである。この理由から乗客は、国際線を利用

する際に、プライバシー侵害にあたるような手法を、

異議を唱えることなく受け入れる可能性が高いので

ある。一方でカナダ税関歳入庁は、データベースの

対象となる情報の範囲を、あらゆる交通手段の外国

旅行にまで拡大する意向を発表している。

テロ活動、データベース分析、識別技術を研究す

る専門家たちによると、こうした情報の収集が、テ

ロリスト識別の一助になるのか、明らかでないとい

う。つまりその有効性に関しては検証できていない

のである。

一方でカナダと米国は2002年12月、それぞれの国

に入国しようとする「危険性が高いと見なされる旅

行者」に関して情報を共有することで合意している。

2002年9月に、税関と出入国審査業務の共同化を検討

する最初のプロジェクトが立ち上げられた。

5-2-4.個人情報の国境を越えた移動
(Sending Personal Information Across the Border)

カナダには厳格な規制を受ける大手銀行5行のほか、

比較的小規模の信用組合などの金融機関が存在する。

5行のうち最大のRoyal Bank(ロイヤル・バンク)は最

近、Regulatory DataCorp(レギュレートリー・デー

タコープ)に資本参加した。

これにより、Royal Bankの顧客の情報は、国際的

な複合企業体と共有され、顧客情報が大規模な

Global Regulatory Information Database(GRID：グ

ローバル・レギュレートリー情報データベース)と照

合される。このデータベースには、犯罪やマネーロ

ンダリングに関与している疑いがある人物の名前が

登録されている。そのほかジャーナリスト、政治家

およびその近親者も収められている。照合により

GRIDに名前がある場合、さらなる調査と監視が必要

とされ、報告書が銀行に送付される。

Regulatory DataCorpの目的は、詐欺取引やマネ

ーロンダリングなどの犯罪の摘発のほか、テロリス

トや麻薬組織による活動を監視することとされてい

る。本社のある米国では、金融機関によるこうした

顧客の調査は容認されており、「米国パトリオット法」

(U.S.A. Patriot Act)では、疑わしい行為を監視し報

告することが義務付けられる場合すらある。カナダ

は今のところ、国内の銀行にこうした活動を要求し

ていない。銀行による個人情報の管理については、

個人情報保護及び電子文書法(PIPEDA)が銀行法

(Bank Act)に優先するため、銀行は情報に関して、

あらゆる業種の企業と同様の義務と責任を負う。

過失やシステムの欠陥が原因で、深刻な差別が行

なわれることも懸念される。データの入力ミスや、

個人の名前が一般的なもので、たまたま犯人と同じ

であった場合や、犯人と類似するものであった場合

に当該顧客のファイルが要注意扱いにされてしまう

可能性もある。この顧客の信用に対する情報が世界

中に広がり、住宅などのローン、保険などの基本的

なサービスを受けることを不可能にするかもしれな

い。さらにこの先、金融機関以外にそのデータベー

スの使用が拡大されると、場合によっては、ハラス

メントや他国への入国拒否、不当な逮捕につながる

危険性もある。こうしたことがすべて、個人が自分

のファイルのことをまったく知らず、あるいはファ

イルにアクセスできない状態で起こり得るのである。

5-3.プライバシー影響評価　
(Privacy Impact Assessments)

プライバシー法(Privacy Act)は、カナダ政府機関お

よび関係省庁が、新しい技術、プログラムなどを開

始する際、その予算を獲得する前にプライバシー影

響評価(PIA)を実施することを義務付けている。PIA

とは、特定のプロジェクトがプライバシーに与える

影響に関する一連の調査報告であり、想定されるプ

ライバシー侵害のリスクやその種類、およびそうし

たリスクをいかにして最小限に抑えることができる

かについての報告が求められる。

PIAの実施に際してはガイドラインがあり、実施

スケジュールはプライバシー法で定められている。

同法が定めるPIAの四つの核となる要素は以下のと

おりである。

• プライバシーに関する懸念が予想されるすべて
のプロジェクトに対する、開始前の段階での
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PIAの必要性

• プロジェクトで提案されている事業のプロセス
および構造、個人情報の流れを検討するデータ

フロー分析

• プライバシーに関して適用される法律および政
策の観点からデータフローを検討するプライバ

シー分析

• プライバシー侵害のリスクとそれらのリスクが
示唆する内容を評価するプライバシー影響報告

5-3-1.カナダにおけるPIAの現状
(PIAs in the Canadian Context)

カナダのPIAを考える上での問題は、法律がPIAの実

施以上のことを義務付けていない点である。つまり政

府機関は、プライバシーに関する評価を行なう必要が

あるが、問題を改善する義務はなく、プライバシー侵

害にあたるプロジェクトへの予算を拒否する条項も存

在しない。さらにPIAは、プロジェクト開始以前に完

了する必要があるため、その計画内容に対してのみ

実施されることになり、実際に開始された後にプロ

ジェクト自体に何らかの変更が生じる可能性がある。

プロジェクト開始後の追加的な評価、あるいは定期

的なレビューはなく、監査や監督のシステムも存在

しない。報告はプライバシー・コミッショナーに送

られ、PIAの結果は要約され、国民に公開されるこ

とになっているが、ほとんど実行されていない。評

価のサマリーの提出を怠ったことについてのペナル

ティーはほとんどなく、関係する政府機関がこれを

徹底させようとする姿勢を示すこともない。

これは、プライバシー保護に関する重要な対策を

講じようとしたものの、制度上の不備から失敗に終

わった好例である。その結果カナダの政府機関は、

PIAにはほとんど注意を払わず、プロジェクトの予算

獲得のために最低の要件を満たすにとどまっている。

5-3-2.PIAの不完全な実施に潜む危険性
(Dangers of Improper PIA Implementation)

このような方針の下では、プロジェクトの構想が、

プライバシー侵害のリスクとは無関係とされる危険

性がある。ひとたび書類にされ、実施済みの作業と

してプライバシーのリスクが無視されれば、その後

修正されることもない。PIAに求められるのは、計

画の変更の際には絶えず更新される有効な資料であ

り、すべてのプロジェクトに内在するプライバシー

侵害のリスクを認識し、そのリスクを最小限に抑え

ることである。

もう一つの問題は、適切な報告および実施義務が

欠如していることである。プライバシー・コミッシ

ョナーはPIAを受け取るが、プライバシー保護の原

則をより反映するために修正を求める権限を有さな

い。報告のサマリーがなければ、国民は深刻なプラ

イバシー侵害のリスクがあったところで、それを知

る術がない。つまるところ、プロジェクトの企画お

よび実施に携わる関係者すべてがPIAの基本理念を

共有していなければ、その理念はなおざりにされる

のである。

5-3-3.プライバシー・フレームワークの構築
(Creating a Privacy Framework)

仮に法律、政策、および技術を伴ったプライバシー

に関する包括的なフレームワークの一部として利用

される場合、PIAは最大の効果を発揮する。

法律により、次のような基準となる要素を義務付

けることができる。

• 最善のプライバシー対策への責任
• プロジェクトの展開と結び付いたPIAの開発
• プロジェクトの展開またはレビューに関するす
べての当事者に対する定期的な報告

• PIAのレビュー、監査、および監督
• PIAで指摘された対策の実施

プライバシー侵害のリスクとプロジェクトのさまざ

まな目標を量りにかける際、その優先順位を決定す

るのが政策である。特定のプロジェクトは、仮にプ

ライバシー侵害のリスクがあったとしても実行され

なければならないが、それは政府が掲げる目標およ

び必要性による。

そして技術は、プロジェクトの目標を支える一方

で、プライバシー侵害のリスクを最小限に抑えるこ

とに寄与する。プライバシー対策をプロジェクトの

構想に組み込むためには、こうした要素を一体化さ

せることが不可欠である。プライバシー強化技術は、

プロジェクトの構想の初期段階において組み込むこ

とが可能である。そしてプロジェクト実施の過程で

明らかになる問題や欠陥、状況については、それに

応じて新しい要素が検討されることになるだろう。

5-3-4.プライバシーを測定する (Measuring Privacy)

PIAに詳しいPeter Hope-Tindall氏は、有効なプライ

バシー対策を測定するために、次の三つの次元から

なる測定基準を提案している。

• 個人の識別性(Identity)――当該の情報を用いて
どの程度個人を特定できるか。「個人の識別が不

可能」から「完全に識別が可能」という範囲で

測定される

• データの結合性(Linkability)――どれほどのデ
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ータが他のデータと結合しているか。多くのデ

ータが結合していれば、個人の身元にかかわる

最低限の情報を組み合わせることで、個人のプ

ロフィールを作成できる[訳注：この個所は、同

氏がChief Privacy Architectを務める

dataPrivacy Partners Ltd.の文書を参考にした

http://www.dataprivacy.com/mod/fileman/file

s/PIA_Material.pdf]

• システムおける識別可能性(Observability)――
システムを本来の用途で使用した際、どれほど

容易に個人を識別でき、そして他のデータへの

つながりをどれだけ発見できるか

データの最小化は常にPIAの目標である。しかしプ

ライバシーに関するフレームワークを構築すること

には、プロジェクト全体をより効果的するという付

加的なメリットがある。このフレームワークは、デ

ータフローを最小限に抑えるために構築すべき優れ

たモデルである。データフローが少なければ、一般

的に効率も増すことになる。収集および処理すべき

情報量が減るためである。

PIAは、9月11日のテロ発生後に作成された新しい

テロ対策法案に対しても求められた。しかし残念な

がら、プライバシー侵害のリスクを最小限に抑え、

レビュー、監査、あるいは実施後のフォローアップ

が義務付けられない限り、深刻なプライバシー侵害

を及ぼす可能性のある法案の作成に対して、PIAは

何の効果もなかったであろう。以上で議論してきた

方法に基づくPIAが実施されて初めて、効果的かつプ

ライバシー侵害をより回避した対策が講じられよう。

5-4.国際的責務　(International Obligations)

カナダは主権国家だが、国際情勢の影響や圧力を常

に受けている。前述のとおりカナダは、情報の公正

な取扱いについての指針を述べたOECDの「プライ

バシー保護と個人データの国際流通についてのガイ

ドライン」(Guidelines on the Protection of Privacy

and Trans-border Flows of Personal Data)に従って

いる。また、1995年の「EUプライバシー指令」

(European Union Privacy Directive：EUDP)により

想定された貿易障壁を回避するため、国内産業の利

害を考慮し、カナダ規格協会(CSA)がモデルコード

を策定した。しかし任意の規約だけではEUの規定を

満たすに不十分であったため、モデルコードに基づ

き個人情報保護及び電子文書法(PIPEDA)が作成さ

れ、法制化された。EUはカナダにおけるPIPEDAの

施行状況について検討し、2002年1月になり、カナダ

がEU指令を遵守していることを認めるに至った。

2000年以降、プライバシー侵害を及ぼしかねない

国家安全保障上の政策の実施に向けての圧力が高ま

ってきた。発端となったのは、2000年の「欧州評議

会サイバー犯罪条約」(European Convention on

Cybercrime)である(カナダが同条約に署名したこと

により定められた、合法的アクセスに関する規定の

詳細については前述のとおり)。2001年9月11日の同

時多発テロの発生を引き金に、こうした流れはさら

に強まった。

5-4-1.米国の影響 (US Influence)

カナダは、隣接した国であり、文化的に共通点を有

し、圧倒的な通商力を持つという意味で米国の影響

を受けている。米国は、カナダにとって最大の貿易

相手国であり、メキシコと共に北米自由貿易地域

(NAFTR)を形成している。またカナダと米国の間に

は、世界最長となる、警備体制を敷かない国境が横

たわっている。カナダは事実上、敵国の攻撃に対す

る防衛について米国に依存しているが、一般的には

カナダが攻撃される可能性はほとんどないと考えら

れている。その理由は次のようなものである。

• カナダは米国・ロシア間の「緩衝地帯」に相当
し、大規模な米軍基地が、カナダの極北地帯に

展開されている

• 地理的に米国とロシアを除くあらゆる国家から
離れている

• その広大な領土ゆえに、外国により攻撃され侵
略されても、その統治が困難である

• 攻撃しても、得るものは少ない。カナダの価値
の大部分は、利用するのに時間と労力のかかる知

的財産と天然資源である。言い換えれば、速やか

に略奪できる物質的な富をほとんど有さない

• 敵対する国家とは見なされておらず、憎悪の対
象になることはほとんどない

しかし米国――その政府や企業――による影響と圧

力は無視できない。ほとんどのカナダの政治学者や

評論家は、明示的にせよ暗示的にせよ、米政府によ

る承認なくしては、重要な政策を実行することは不

可能だと考えている。

5-4-2.情報の共有　(Information Sharing)

2001年9月11日以来、カナダと米国は、特に出入国な

ど国境を越える動きに関する、広範囲に及ぶ個人情報

の共有について検討してきた。両国は共同で、「スマ

ート・ボーダー」(smart border)と呼ばれる広範な計

画を提唱し、政府と民間部門が一体となって計画を推

進した。カナダにとってこの計画のメリットは、米国
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境の通過がより容易になる点である。過去数年間、と

りわけ2001年9月11日以降、米国境の通過の際の規制

は厳しくなり、時間もかかるようになった。個人の権

利に対する侵害行為の例も多数報告されてきた。

この計画のデメリットは、いっそうの個人情報の

データベース化および共有化が行なわれ、政府によ

る「公共の利益のための最善の措置」としてのプラ

イバシー侵害という、ほとんどパターナリズム的な

視点が存在する点にある。

計画に含まれる内容は以下の通りである――「危

険性が高いと見なされる旅行者」に関する情報の共

有、識別のためのバイオメトリクスの技術標準の開

発、出入国に関する並列データベースを構築するこ

とによる容易かつ定例化された情報交換、税関およ

び出入国審査の共同化、査証の見直し、旅客機利用

者に対する事前の入国審査など、陸海空を通じたす

べての旅行者に関する情報を統合する、さまざまな

点が含まれている。個人および商業目的での国境の

通過に関する情報が対象とされる。

特に焦点となるのが法執行当局の活動である。協

力に関する覚書(Memorandum of Cooperation)に伴

い、カナダ連邦警察(RCMP)および米連邦捜査局

(FBI)は標準通信インターフェースを用い、指紋など

も含まれる犯罪関連記録の交換を目的とする電子シ

ステムを稼動させる予定である。

5-4-3.旅客データベース　(Passenger Database)

最も顕著なのは、米国とカナダに入国する、危険性

が高いと見なされる旅行者に関する事前旅客情報お

よび旅客名簿(API/PNR)である。カナダは2002年10

月8日、事前旅客情報の収集のため、国内の空港に旅

客情報システム(PAXIS)を導入した。米国とカナダ

両国による自動化されたAPI/PNRデータ共有プログ

ラムは2003年春までに実施される予定である。航空

旅客データベースの問題点に関しては既に述べてい

るが、このデータベースおよび関連する計画で注意

すべき点は以下のとおりである。

• データは機密扱いであり、カナダ国民は、ファ
イルに書かれている内容を知ることはなく、自分

に関するファイルが存在するのかどうかすらわか

らない。そのため、誤りを修正する機会もない

• 「運輸上のセキュリティーに関するリスク」を
特定する基準が明確にされていない。そのため

旅行者は、政治活動といった、あくまで合法的

活動に関与しているだけで、脇へ連れ出されて

尋問される可能性がある。オタワの米国大使館

やカナダ国内の米国領事館の前で、あくまで合

法的な抗議活動を行っているカナダ人でも、通

常は米国の諜報関係者により写真を撮られてい

る。顔面認識ソフトウェアの利用の拡大は、言

論の自由と民主主義にとって真の脅威となる

• 情報が両国で共有されるようになれば、米国に
流れた情報の保護に関してカナダの法律が適用

されなくなる

5-4-4.金融情報の追跡　(Tracking Financial Information)

2001年9月11日以前、国境を越える動きで主として問

題となっていたのは、マネーロンダリングだった。

1999年に非合法的にカナダを経由した資金は、年間

50億カナダドルから170億カナダドルに達したと推定

される。G8サミットにおいては、各国が協力し、麻

薬や犯罪組織から流れる資金の追跡を行なうことが

さかんに議論された。カナダでは、「犯罪収益(マネ

ーロンダリング)規制法」(Proceeds of Crime (Money

Laundering) Act)が2001年6月14日に施行された。こ

の法律により、マネーロンダリングやテロ資金供与

に関係する犯罪行為が行なわれているという合理的

な根拠がある場合に、書類を押収できる幅広い権限

が法執行機関に与えられた。さらに同法は、不審な

金融取引、通貨および通貨代替物の国境を越える動

きに関する報告を義務付けている。

同法は2001年12月に「犯罪収益(マネーロンダリン

グ)およびテロ資金供与規制法」(Proceeds of Crime

(Money Laundering) and Terrorist Financing Act)

に改正され、さまざまな条項が追加された。改正の

目的の一つは「カナダが、特にマネーロンダリング

などの国際犯罪およびテロリストに対する戦いに参

加し、国際的な責任を果たすため」とされている。

5-5.医療におけるプライバシー　(Medical Privacy)

医療におけるプライバシーは、収集、使用、開示さ

れる可能性のある情報が、個人に密接に関係するも

のであることから、プライバシー問題にかかわる

人々が特に注意を寄せる点である。

カナダ医師会(CMA)は、任意の「医療情報プライ

バシーコード」(Health Information Privacy Code)を

定め、所属する医師がこれに従うことを促している。

CMAコードは、カナダ規格協会の「プライバシー保

護に関するモデルコード」(Model Code for the

Protection of Personal Information)に基づいており、

情報の収集、使用、開示について、同様の規定を課

している。ただしあらゆる任意の規約について言え

ることだが、問題は規定の遵守にある。

2002年1月1日より、PIPEDAの適用範囲が医療情
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報にも拡大された。医療分野への適用が1年遅れたの

は、強力な利害関係者によるロビー活動のためだっ

た。いまだに、保健および医療に関する事項は、連

邦政府ではなく、州政府の管轄である。現在のとこ

ろ、アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州

(カナダの「大草原」と呼ばれる州)の三州のみが、保

健および医療にかかわるプライバシーを特別に規定

する法律を成立させている。

5-5-1.公共医療システム
(Socialized Health Care System)

カナダの全国民には、無料ですべての治療を受ける

権利が保障されている。各州は、公共の健康保険プ

ログラムを有し、登録者には専用のIDカードが与え

られる。さまざまなシステムが州ごとに集中管理さ

れており、医師と医療施設は、診療報酬をそうした

システムに直接請求する。

残念なことに、こうしたシステムでは不正がはび

こっている。医療分野の不正行為は、医師と個人と

いう二つのレベルで起こる――医師は不正に診療報

酬を請求し、資格のない個人が医療サービスを利用

するのである。双方のケースについて監査および調

査を行なう傍ら、プライバシーの保護を行なうこと

は困難を伴う。特に開業医による不正行為を捜査す

る場合は、いっそう問題がある。捜査上、患者の医

療ファイルを開く必要を伴うためである。

州側は、ヘルスカードの機能を向上させるプロジ

ェクトを通じて、医療サービス利用に関する不正に

対応してきた。現在では顔写真など、バイオメトリ

クス技術が多くのカードに組み込まれている。しか

しほとんどの地域では、以前に発行されたカードの

「既得権」が許されている――つまり、追加的なセキ

ュリティー上の措置がとられていないカードを持っ

ている人でも、有効期限が切れるまで(あるいは終生)

そのカードを利用できるのである。一般的に新しい

カードでは、セキュリティー対策の一環として、定

期的な更新が義務付けられている。

5-5-2.どこで情報が危険にさらされているのか？
(Where is Information At Risk?)

紙あるいは電子ベースの患者記録、病院や研究所の

記録、遺伝子テストの情報などは、プライバシーに

関する規約が最も求められる分野である。

カナダの病院を訪れると、プライバシー保護に関

する配慮が欠如していることがよくわかる。病院の

全患者のデータベースが入っているコンピュータは、

使用者が誰もいないのに、スイッチが付けっぱなし

にされていることが多い。病院内の片隅に置かれ、

職員が近くにいない場合さえある。ファイルが暗号

化されているケースは稀で、データの保護措置がと

られている場合でも、パスワードが黄色い付箋にメ

モされてコンピューターに貼られていたりする。紙

製の患者ファイルは、診察室の外にある書類受けに

置かれ、通りがかった人なら誰でも簡単に手に取る

ことができる。

過去にNHLのToronto Maple Leafs(トロントメー

プルリーフス)のPat Quinn監督や、Brian Mulroney

元カナダ首相といった著名人の医療情報がメディア

にリークされるということがあった。このような世

間を騒がせる出来事があった場合はさすがに、一般

の人々も、医療情報がいかに危険にさらされている

かについて関心を持つ。しかし大多数のカナダ人は、

自分の情報は取るに足らないもので、注意を払われ

るほどのものではない、といまだにプライバシーに

ついて誤った意識を持っているのである。

開業医の場合、患者が着替えるために一人になる

際に、さまざまな患者のファイルが、診察室に放置

されているケースがある。そうしたファイルには、

(患者の氏名などの)身元情報のほか、医師のコメント

が入った患者の詳細な経歴が記載されている。実は、

診察を担当してきた医師が示した個人的見解が含ま

れているかもしれないため、医師側は、患者による

本人のファイルの閲覧を拒否することが多いのだが、

患者側からすると、そうした情報は、たいていこっ

そり閲覧できてしまうのである。

5-5-3.システム設計上の不備
(Poorly Designed System)

基本的なプライバシーに関する規約の遵守について

は、医療機関や医療スタッフでなく、そのシステム

に問題があることも考えられる。オンタリオ州の情

報プライバシー・コミッショナーは最近、データベ

ース管理者が、ある男性の情報に誤った個所がある

ことに気づいていたにもかかわらず、修正が行なわ

れていなかったというケースに関与した。間違いの

修正を怠ったのは、悪意があったからではない。い

わばそれは、官僚主義に起因していたのである。コ

ミッショナーが調査したところ、そのシステムは、

誤った情報の修正ができるようには設計されていな

かったことが判明した。

しかしこのシステムがオープンにされたおかげで、

その男性は、自分への診察に関してある特定の医師

によってオンタリオ州医療保険(OHIP)に対して請求

された、すべての診療報酬リストを得た。まったく

受けたことのない治療に対する、多くの誤った診療

報酬請求が見つかり、男性はそれらの不正確な情報

を保健省に報告した。その医師は、診療報酬の詐取

により有罪となり、男性は、誤った情報を自分の記
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録から削除するよう求めた。情報の多くは非常に当

惑させられるもので、生活基盤に影響しかねないも

のであった。特に保険会社や将来の雇用者といった

第三者がそれを目にした場合、男性はそれらを諦め

ることを余儀なくされたかもしれない。

ここで注意すべきなのは、保険会社は通常、保険

契約の前に詳細な医療記録の提示を要求している点

である。これは契約上の行為であるため、医療に関

するプライバシーの保護違反とはとらえられていな

い――保険加入者は、医療記録の閲覧を許可する必

要はないが、保険会社側は、医療記録なしに補償を

提供する義務はない。当然このことは、システムに

関するもう1つの問題を提起している。すべての保険

会社が必ず記録へのアクセスを要求(そして実行)する

ならは、個人は、自らのプライバシー権を放棄しな

い限り、事実上、保険への加入を拒否されることに

なるのである。

オンタリオ州保健省は、誤った記録の削除要請を拒

否し、記録は支出に関する会計情報であり、監査のた

めに保有する必要があると述べた。男性は記録への異

議を唱える声明を付加することを許可された。しかし

保健省が、報酬の詐取、あるいはリストにある治療が

要求されたものでなく実行もされなかったことを認め

る公式の記録を付加することはないであろう。

コミッショナーは、男性のために仲裁に乗り出し、

その範囲は、当該医師が担当した他の患者にも拡大

した。設計上の不備があり、誤った情報の訂正が行

なわれていないデータベースはそのままだった。こ

の件に関するさらなる問題は、設計上の欠陥のため

にプライバシーが危機に瀕していることが明らかで

あるにもかかわらず、関係者が個人を救済すべく妥

当な措置を講じようとしなかった点にある。コミッ

ショナーによる仲裁に入っても、保健省はこれに加

わろうとせず、より正式な司法的判断を求めた。こ

の一件を振り返る上で非常に重要なのは、患者側が

予防策として自らのファイルを要求したからこそ、

医師の不正が発覚したということである。また、よ

り優れた監査制度が存在すれば、医師が問題の行為

に及ぶことを防げたかもしれない。

5-5-4.法の管轄と新たな立法
(Jurisdiction and New Legislation)

上記の例では、OHIPが州の「情報公開およびプライ

バシー保護に関する法律」(Freedom of Information

and Protection of Privacy Act：FIPPA)により規制

されていたため、この件についてコミッショナーが

権限を持つことになった。しかしオンタリオ州内の

医療機関の多くは、同法の規制下にない。このため

コミッショナーは、個人の医療についてのプライバ

シーを広範囲にわたり規制する法律を制定するよう、

オンタリオ州政府に対して働きかけてきた。

その過程で、企業、非営利および医療機関を対象

とする新しい、そしてより厳格な「個人情報のプラ

イバシーに関する法律」(Privacy of Personal

Information Act)の制定が求められたが、法案が州議

会で可決されることはなかった。法案は、患者の記

録の電子システム化のため、スマートカードにバイ

オメトリクスや公開鍵基盤(PKI)を使用することも含

め、患者のプライバシーを保護する広範な手法の導

入を定めるものだった。現在、カナダ国内で、医療

分野に関する個別の法律を制定しているのは、わず

か三州のみである。連邦レベルでは、そうした法律

が2004年1月に施行されることになっている。

5-5-5.今後のカナダの医療に関する委員会報告
(The Report of the Commission on the Future of Health
Care in Canada)

連邦政府は2001年4月、今後のカナダの医療に関して

調査および報告を行なう委員会を設立した。委員会

の報告書は、Roy Romanow議長にならって「ロマナ

ウ・レポート」(Romanow Report)と呼ばれている。

2002年11月28日に発表された報告書は、大いにプラ

イバシーの活動家たちの不評を買うものだった。

報告書では、カナダ全国を対象とした電子医療記

録の導入が提案されている。しかし、誰がその情報

を閲覧することになるのか、あるいは既に認識され

ているプライバシーに関するリスクはどのように対

処されることになるのか、について明らかな答えが

示されていない。実際、報告書では、政府が設立、

出資する三つの組織が共同でこのシステムを運営す

ることが提案されている。これらの組織はどれも、

カナダ国民へ医療サービスを提供することを許可さ

れていない。つまり普通に考えれば、カナダの全国

民の医療記録に全面的にアクセスできる、少なくと

も三つの半官半民組織が生まれるわけである。これ

は、カナダ国民のプライバシーを例外なく保障する

という、この報告書の記述と相反するものである。

システムに他の保護措置が講じられる可能性はある

が、報告書でそうした提案は行なわれていない。

5-6.法執行と監視　(Law Enforcement and Surveillance)

カナダの法執行機関は、以下のように分類される。

• カナダの国家警察であるカナダ連邦警察(Royal
Canadian Mounted Police：RCMP)

• 一部の州における州警察。州警察が置かれてい
ない場合、カナダ連邦警察がその役割を担う(例
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えば、オンタリオ州は州警察を持つが、ブリテ

ィシュ・コロンビア州は有さない)

• カナダ国内の主要都市における地方警察(トロン
ト、オタワ、モントリオール、バンクーバーな

ど)。一部の小都市や極北の過疎地域における要

所では、やはりRCMPがその役割を担う

この他、逮捕権はないものの(そのため法執行機関と

は定義されない)、強力な捜査権限を持つ二つの機関

がある。

• カナダ公安情報局(CSIS)――カナダの「諜報」
機関ととらえられている。カナダ公安情報局は

概して米連邦捜査局(FBI)の諜報部門に相当する

(ただしFBIには、凶悪犯罪や州境を越えた犯罪

に対する国家警察としての機能もある)

• カナダ国防省――同省はカナダの国防を担うほ
か、SIGINT(Signals Intelligence)を扱うカナダ

の通信安全保障局(Communications Security

Establishment：CSE)を統轄する。通信安全保

障局は、概して米国の国家安全保障局(NSA)や

国防保安局(Defense Security Agency：DSA)、

または英国の政府通信本部(GCHQ)に相当する。

• 米国、英国、フランスなどの国々と異なり、カ
ナダは米国の中央情報局(CIA)や英国のMI6など

のように国外で活動する諜報機関を持たない

それぞれの治安当局は、カナダ刑法、ならびに憲章

を含む憲法の遵守が義務付けられている。また法の

定める範囲において最善を尽くし、犯罪捜査と刑事

訴追に取り組むことが求められている。プライバシ

ー法(Privacy Act)では、一般的に目的のための最小

限の個人情報を収集すること、さらに収集するにあ

たっては明確な理由が必要であることを規定してい

る。通常、法執行機関が個人情報を得るためには、

裁判所命令、つまり令状を取得する必要がある。

法執行機関とプライバシーの擁護にかかわる人々

の間には、頻繁に衝突が起きている。法執行機関は、

より多くの個人情報へアクセスが、犯人逮捕に寄与

すると主張する。プライバシー擁護側は、そうした

情報へのアクセスは、法を遵守する市民のプライバ

シー権に反しており、法執行機関に所属する個人、

もしくは合法的なものも含めてさまざまな手段で情

報を入手する人間により、情報が濫用されるおそれ

があると警告する。こうした対立が起こるのは、カ

ナダに限られたことではない。

5-6-1.カナダの諜報機関　(Canada’s Spy Agency)

国家安全保障上の脅威に関する情報の効率的な収集、

分析、および保有においてカナダ連邦警察では十分

に対処できないことが明らかになり、カナダ公安情

報局が1984年に設置された。同局の職員の多くがカ

ナダ連邦警察出身であったにもかかわらず、通常は

両機関は情報を共有せず、内部では「冷えきった」

関係にあるとささやかれてきた。

カナダ公安情報局は、医療記録、所得税申告書、

パスポート情報、雇用保険、福祉関連の記録、会員

や組合の情報など、個人情報へのアクセスに関して

広範な権限を有する。こうした権限に歯止めをかけ

る措置として、情報へアクセスする前に連邦の裁判

官から令状を取得することが義務付けられている。

カナダ公安情報局が察知した危険内容は然るべき

政府機関に直接報告される。また同局が国家安全保

障にかかわる問題を調査する際には、プライバシー

に関しての一部例外が認められている。プライバシ

ー法ならびに情報アクセス法(Access to Information

Act)の双方に、同局による現在または過去の調査記

録に対して市民がアクセスすることを制限あるいは

拒否する、特定の例外規定が設けられている。

カナダ公安情報局に対して監督および評価を行な

う機関として、公安情報評価委員会(Security

Intelligence Review Committee：SIRC)があり、カ

ナダ公安情報局の活動を監督するほか、公安情報局

長の報告書や国防相が出す指令のレビューを行なう。

さらに、カナダ公安情報局の活動に関連した市民か

らの苦情にも対応する。

2000名の職員を抱えると推定されるカナダ公安情

報局は、カナダの政府機関としては最大の規模であ

る。2000年の年間予算は推定1億5700万カナダドルだ

ったが、2001年9月11日以降高まったテロの脅威に対

応するため、2001年12月には32％急増した。

5-6-2.通信安全保障局
(Communications Security Establishment：CSE)

通信安全保障局は、カナダ国防省傘下で諜報活動に

従事する。通信安全保障局と国防省の活動内容につ

いては、国家防衛のための機密扱いとされているた

め、正式にはほとんど知られていない。前述したよ

うに、通信安全保障局は、概して米国の国家安全保

障局や国防保安局、または英国の政府通信本部に相

当する。

通信安全保障局が処理する内容はSIGINT(Signals

Intelligence)と呼ばれ、これは「国外の通信および非

通信電波の傍受、調査に関連するすべての処置、そ

してこれらから引き出された情報および技術」と定

義される。同局が情報を分析し、国防省や他の機関

に報告する。SIGINTの収集には、通信安全保障局傘

下にあるカナダ国軍の一部門であるカナダ軍情報作
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戦部隊(Canadian Forces Information Operations

Group：CFIOG)――以前は補足的無線システム

(Supplementary Radio System：SRS)と呼ばれた―

―が携わっている。

1996年までは、通信安全保障局を監視する機関が存

在しなかった。この年、国防相は初めて通信安全保障

局コミッショナーを任命した。コミッショナーには、

国防相、そしてその後議会に提出する年次報告書の作

成のため、同局内のすべての記録や文書にアクセスす

る権限が与えられている。通信安全保障局についての

情報は一般には公開されておらず、ほとんどのカナダ

国民はこうした機関の存在すら知らない。

通信安全保障局の任務は外国の通信の監視に限定

されているが、カナダ国内外で、カナダ国民が監視

されているかどうかは定かでない。同局が米国や英

国、オーストラリア、およびニュージーランドなど

の、各国の安全保障機関と提携していることは広く

知られている。そして否定されてはいるものの、こ

れらの諸機関が共同で、プライバシー侵害にあたる

技術を使用して世界中の個人を絶えず監視するシス

テム「エシュロン」(ECHELON)を運営していること

も周知の事実である。

5-6-3.カナダにおける街角の監視カメラ
(Video Surveillance in Canadian Streets)

カナダでは、法執行機関が公共の場にCCTV(閉回路

テレビカメラ)を導入しているケースはさほど多くは

ない。カナダにおけるCCTVの使用をプライバシ

ー・コミッショナーが公然と拒否した主な理由は、

英国において、導入目的であったテロ対策としての

効果があがっていない一方で、凶悪犯罪の件数が増

加したことにある。往々にして見落とされがちなこ

とだが、監視カメラへの予算を増額すれば、警察に

おけるその他の予算は減少する。すると警察官が実

際に姿を見せ、警戒にあたるなどの、犯罪の発生を

未然に防ぐことに影響する。そして英国の例で明ら

かなように、監視カメラが犯罪になんらかの影響を

与えるとすれば、単に犯罪を働く場所をカメラがな

い場所に変更させるか、犯人に顔を隠すよう奨励す

ることくらいである。

カナダ連邦警察は数年前、犯罪防止の名目で管轄

するブリティッシュ・コロンビア州ケローナにビデ

オ監視カメラを設置した。これに対してプライバシ

ー・コミッショナーが懸念を表明し、カナダ連邦警

察は監視カメラで常時録画することを止め、違法行

為が発覚した場合にのみ録画することに同意した。

しかしこの対応は愚かなことと思われる。目撃者が

いなければ違法行為がいつ起きるのか判断する手段

などあるはずがなく、こうした場合、監視カメラを

設置する意味がなくなってしまうのである。その上、

録画を継続的に行なっていないという保証はどこに

もない。前述したように、プライバシー・コミッシ

ョナーはこの問題を連邦裁判所に持ち込んでいる。

ある民間セキュリティー企業が、ノースウエスト

準州のイエローナイフのメインストリートに、サー

ビス向上の目的で監視カメラを設置するというケー

スもあった。営利活動にかかわることであるため、

個人情報保護及び電子文書法(PIPEDA)が適用され、

収集された個人の画像は、個人に関する情報である

と判断された。つまりこの会社は録画を行なう前に、

すべての個人から、録画されることについての同意

を得る必要があったのである。

5-6-4.インフォームド・コンセントと令状
(Informed Consent and Warrants)

意味をなす同意とは何かという問題がある。CCTV

は、職場の他、銀行やショッピングモール、駐車場

など、一般の人が立ち入る場所にも取り付けられて

いる。従業員は通常、雇用契約の一部としてそうし

た監視行為に同意しており、消費者は、当該の空間

で録画される可能性がある旨を記した掲示により注

意を促される。消費者保護を規定する法律では、た

とえばデパートの更衣室内で消費者を録画すること

を禁止するなど、特別の制限が設けられている。

2002年7月1日、マニトバ州の「タクシー法」

(Taxicab Act)が施行され、運転手の安全のため、す

べてのタクシーに監視カメラを取り付けることが義

務付けられた。マニトバ州の情報プライバシー・コ

ミッショナーは、この件におけるカメラの使用に反

対はしていないものの、情報の収集、使用、開示、

保持、処分がマニトバ州の「情報公開およびプライ

バシー保護に関する法律」(Freedom of Information

and Protection of Privacy Act：FIPPA)に基づいて

実行されているかどうかを調査すると発表している。

犯罪が発生した場合、現場で撮影された映像は通常、

任意で警察に提供されている。映像の所有者が任意で

の提出に応じない場合、裁判官に映像が捜査に役立つ

ことを納得させ、令状を取得してテープを提出させる

ことになるが、これは比較的簡単なことである。

5-6-5.私的な通信の傍受
(Intercepting Private Communications)

私的な通信を傍受することは、裁判所命令を受けた

場合を除き、刑法で禁じられている。つまり個人に

は、私的な通信の傍受を行なう権利はない。ただし

こうした明らかな制約があるものの、カナダのコモ

ンロー(Common Law: 慣習法)の下では契約上の権利

が定められており、この行為が可能になる。従業員
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に電子メールアドレスを提供している雇用主には、

そのアドレスが雇用主の財産と見なされていること

から、アドレスを使った従業員の通信を監視する権

利が与えられている。また雇用主が、従業員のコン

ピューターのウェブトラフィックを監視するケース

も増えている。従業員が業務とは無関係のサイト―

―ポルノサイトやゲームサイトが含まれる場合もあ

る――を閲覧するのを防ぐ(あるいは、少なくとも警

告する)ためである。現在では、密かに組織全体のウ

ェブトラフィックを監視するソフトウェアも販売さ

れている。

一般に雇用主には、そのような監視が行なわれる

可能性があると従業員に通告することが求められて

おり、不十分な警告しか出されなかったケースにつ

いて、プライバシー・コミッショナーたちが介入す

るケースもあった。同様に考えると、雇用主は、職

場の電話回線における、従業員の通話をモニターす

る権利も有していることになる。

連邦法では、電気通信法(Telecommunications

Act)、銀行法(Bank Act)、保険会社法(Insurance

Companies Act)などの多くの法律が、顧客から得た

情報の使用に関して規定を設けている。州や自治体

の法令においても、医療や年金などの特定分野にお

ける消費者の基本的権利が保障されている。

5-6-6.捜査に該当する技術の使用
(Use of Technology Constitutes Search)

警察は、捜査や訴追のために、ますます新しい技術

を使用するようになっており、こうした新技術の利

用に関しての解釈は裁判所に委ねられている。オン

タリオ州控訴裁判所は警察に対し、捜査において赤

外線航空カメラを使用する際は、事前に令状を取得

しなければならないと言い渡した。これは、警察が

物理的に施設への立ち入りを行なわないにもかかわ

らず、こうした技術の使用は、実質的に捜査に該当

するとの理由からである。

前方監視赤外線(FLIR)航空カメラは、警察機構によ

り北米中で広範に利用されている。このカメラは建物

内部の温度パターンを検出できるため、大麻の捜査に

活用されている。大麻の栽培過程で使用する光源が異

常な熱を発することからこれが可能になる。裁判所は、

判断の根拠として憲章で定められたプライバシー保護

を挙げ、「前方監視赤外線技術は、通常の監視で探知

できる以上に、建物内部で起こっていることに関する

情報を明らかにする」との認識を示した。

5-6-7.通信ヘの合法的アクセス
(Lawful Access to Communications)

私的な通信を傍受するために警察が裁判所命令を得

るには、概して令状取得のための十分な根拠が必要

であり、警察は「他の捜査手段では成功の見込みが

低い」ことを示さなければならない。これが、単に

非常に効率的な情報入手手段であるだけではなく、

情報入手にあたっての唯一の合理的な手段であるこ

とを示す必要がある。カナダ公安情報局でさえ、通

信傍受に際しては、事前に令状を取得することが正

式に義務付けられている。

通信傍受に関する懸念の一つに、盗聴のための令

状に関連した報告義務の不履行があげられる。すべ

ての警察機関は、カナダ法務省に対し、一定期間内

における令状の申請数と取得数を詳述した報告書を

提出する義務がある。しかし実際は、多くの機関が

そうした報告書の提出に煩わされることを嫌い、し

かも提出された報告書の多くでは、記述された数字

が不正確であることが多い。この報告義務に対する

監査は厳密に行なわれているわけでなく、こうした

状況が改善される見込みはまったくない。

警察の合法的アクセスに関連した捜査権限は、実

際、拡大し続けており、この傾向は今後も続くとみ

られる。これまで述べてきた合法的アクセスについ

ての一般原則に対する例外的な規定は、新しい法律

に盛り込まれつつあり、以下に示すとおり、現在提

起されている修正案により、刑法が改正される可能

性が高い。

5-6-8.合法的アクセスに関する新法
(New Laws for Lawful Access)

2001年9月11日に米国で起きたテロ攻撃を受け、カナ

ダ政府は、いくつかの法案を早急に通過させ、政府

が私的な通信にアクセスできる権限を拡大しようと

してきた。そうした多数の新しい法律に関しては、

その適用範囲について議会で盛んに議論が行なわれ、

深刻なプライバシーの侵害にあたるとして、廃案と

されたものもあった。ただし政府は、「公安法」

(Public Safety Act)および「テロ対策法」(Anti-

Terrorism Act)を可決させている。

公安法は、凶悪事件の犯罪者やテロリストの逮捕

などある限定された目的において、公共の安全を担

う諸機関が、航空旅客などの情報を共有することを

認めている。カナダ警察省は、ウェブサイトにおけ

る同法に関する広報活動の中で「これは権力の掌握

ではない」と主張している。しかし警察省の主張は、

プライバシー擁護にかかわる人々の懸念にはほとん

ど応えていない。同法によりアクセスの権限を拡大

することが公共の安全のために有効であるとされる

が、実態は曖昧なままなのである。

テロ対策法は、司法長官に対し、記録を情報アク

セス法(Access to Information Act)の対象外とする権
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限、そしてその記録の監視を行なう情報コミッショ

ナーによる調査を中止させる権限を与えている。こ

れは司法長官の完全な自由裁量に委ねられており、

因果関係も外部の承認も不要で、権限を行使するか

否かは司法長官次第なのである。

5-6-9.合法的アクセスと国際的責務
(Lawful Access and International Obligations)

カナダ政府はまた「欧州評議会サイバー犯罪条約」

(European Convention on Cybercrime)に署名してい

るが、同条約は、私的な通信へのアクセスに関する

警察の権限を著しく変える可能性がある。カナダが

この条約を批准するには、刑法の改正が承認されな

ければならない。改正されれば、法執行機関は、イ

ンターネット・サービス・プロバイダー(ISP)に対し

て顧客の通信データを保持、あるいはこれの収集を

義務付けることが可能になる。データへのアクセス

は、令状により許可された法執行機関だけが行なう

ものの、新しい法律は、業務上の負担とプライバシ

ーの危機という問題をはらむ。

ISPは、この義務により途方もない費用負担が生

じることを危惧している。設備の増強には、累計で

数百万カナダドル規模の資金が必要になると推計さ

れるのである。政府はISP各社に対し、新たなイン

フラの構築費用を業界や国民に負担させないと保証

している。しかし新規インフラの構築には、企業の

(システムを増強の)経費や、国民の税金の投入が不可

欠であるため、政府の保証は意味がないように思わ

れる。費用をISPが負担することになれば、それは

必然的に顧客に転嫁され、結果的にカナダのISPは

このような規制を受けない国外のISPに対抗できず、

世界市場の中で競争力を失ってしまう可能性がある。

さらに、義務を適切に履行するためには、次の通

り法外な費用が必要となる。

• データベース容量の大幅な増加
• あらゆる種類のファイルを管理するための大幅
な人員の補充

• 内容にアクセスすることなく、特定の情報を他
の情報から識別する能力(恐らく不可能)

• データベースへのアクセスを厳重に制限するた
め、保護措置として複数の階層を設ける

• 特定の情報のみが収集されていることを確認す
る監視機関

• データを安全に処分するための手法の確立

処理が不適切であれば、収集された情報が民間ISP

により安全に保護されることはない。基本的なプラ

イバシー権の侵害が生じるのは必至で、個人情報、

金融情報、医療情報、企業情報などへの不当なアク

セスにつながる。そして当該の個人や企業を、物理

的および経済的な危機にさらすことになるのである。

5-6-10.技術が情報のアクセス範囲を変える
(Technology Changes Scope of Information Access)

プライバシー擁護にかかわる人々は、インターネッ

トのメッセージから判断される情報の範囲は、単に

送受信者のアドレスを超えた広範なものになると警

告する。そしてこうしたことは、電話による通話な

ど、他の形態の通信においても懸念される。カナダ

刑法の下で発行される令状はさまざまで、一部は、

情報の収集を発信者識別情報と規定している。仮に

個人がテレフォン・バンキングを行なえば、発信者

の電話番号のみならず、銀行口座番号や暗証番号

(PIN)、取引の詳細などの情報が、この令状により明

らかにされてしまうことになる。

携帯電話のトラフィックからは必然的に、発信者の

電話番号に加え、通話が行なわれたおおよその場所、

通話時間、発信者が移動している方向などの情報もわ

かってしまう。こうした情報が令状の範囲に含まれな

いことは明らかだが、既存の技術では、発信者識別情

報を他のデジタル情報から区別することが困難であ

り、結果的に情報が収集されてしまうのである。

つまるところ問題は、どうやら政府が多くの重大

な疑問に答えることなく、法制化を進めている点に

ある。令状では明確に定義されていないにもかかわ

らず、技術的な理由により、必然的に取得されてし

まう情報へのアクセスを、いかに制限するのか？ 法

外に高額なインフラ整備費用の負担を小規模ISPに

課すことを回避する必要があるが、規制対象とする

事業者をどのように定義するのか？ 小規模ISPを免

除する場合、どのような方法で適用に際しての統一

性を維持するのか？ しかも政府は、国際的な責務を

果たすという理由以外には、こうした新しい法律の

必要性をまったく明確にしていない。発端となった

ヨーロッパにおいても、激しい論議があり、多くの

反対意見が出されたのである。さらにプライバシー

擁護者からの要請にもかかわらず、いかなるケース

においても、さらなるプライバシーの侵害を正当化

するためには、現行の盗聴に関する法律や令状では

不十分であるという根拠が、まったく明確にされて

いない。

5-7.政府の透明性
(Transparency of Government)

政府職員が誠実に職務を遂行し、国民の信頼を得る

ためには、活動における透明性が不可欠である。カ
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ナダの法律では、国民が政府予算の使途と議員の給

与額を知る権利が定められている(情報アクセス法

(Access to Information Act)など)。さらに、各種委

員会や専門の顧問が、政府の組織や職員の活動を監

視する責任を負っている。

一部の事例が示すように、利害関係の衝突を避け

るため、さらには不正な活動を防ぐため、さまざま

な措置が不可欠なことは明らかである。カナダでは

以前、次のようなスキャンダルがあった。汚染血液

事件に関与した会社のうち一社と金銭的につながっ

ていた(そして利益を得ていた)閣僚が、事件に関する

議会審議に加わっていたのである。情報コミッショ

ナーと議会の倫理カウンセラーは、利害関係につい

て調査を開始した。しかし要求した書類を受け取っ

たのは倫理カウンセラーだけで、情報コミッショナ

ーは記録が「確認できなかった」との報告を受けた。

当該の閣僚が記録の隠蔽に関与していたわけではな

かったが、この事件は、職員が問題の対処において

適切な訓練を受け、情報へのアクセスに関する倫理

を身に付ける必要性を明らかに示している。

5-8.衝突　(Conflicts)

プライバシー権は、望ましいとして掲げられた他の

多くの目標と衝突する。以下にいくつかの特に顕著

な例を述べる。

• 情報への自由なアクセス――自分に関する他人
の発言の内容を知る権利は、会話や通信をモニ

ターおよび公開「させない」権利と衝突する。

こうしたケースでは、州の情報プライバシー・

コミッショナーは権利の衝突に直面することに

なる。コミッショナーは、情報公開して国民を

保護する義務と、プライバシーを保護して個人

を守るという二重の義務を負うためである。

• 測定の技術――なんらかの監査の形態が存在し
なければ、プライバシーが保護されている度合

いを判断するのは難しい。有効な監査のために

は、プライバシーの侵害について調査するため

に、プライバシー侵害にあたる質問をしなくて

はならない。

• 国際的な義務――前述したとおり、国際貿易を
維持するためには、政府は条約やをはじめとす

る義務に同意せざるを得ない場合がある。しか

しこれらは同時に、カナダの主権を脅かすので

ある。

• 国家安全保障――これは錯覚にすぎないかもし
れない。しかし次に述べるように、政治家はテ

ロの脅威を利用し、プライバシー権を制限また

は排除しているのである。

5-8-1.政策と有効性の対立
――恐怖に反応した政策の立案　(Policy Versus
Effectiveness — Creating Policy in Response to Fear)

衝突は対立する視点から生まれるが、政治的な立場

の違いや認識の欠如に起因する場合もある。

政治家は、国家の安全を基礎に据えた法律の制定

を急ぎ、テロの脅威に対応することが政治的に必要

であると考える。残念ながら、こうした法律が本来

の目的を果たす上で有効かどうかは、ほとんど不明

である。「行動している」という姿勢を示そうと急ぐ

あまり、政治家は国民にとって効果のない、あるい

は不利益すらもたらす政策を立案しかねない。法の

制定はカナダ国民の権利や自由を侵害する可能性が

ある一方で、法制化のそもそもの原因である脅威に

対して効果がないという事態も起こり得る。

対テロの専門家たちは、個々のテロリストの活動

は予測不可能であり、彼らは専門の訓練を受けてい

るため、いかなる法律が施行されようとも、盲点を

突いて利用するだろうと指摘する。従って、カナダ

における現行のテロ対策法や審議中の関連法案は、

テロに対して恐らく無力である一方で、国民の権利

や自由を侵害するおそれは十分にある。

プライバシーを侵害にあたる法律の制定を推進す

ることは、実に不吉な兆候であり、カナダを警察国

家にするための組織的な計画の一環だと主張する人

もいる。そうした国家では、政府が国民のすべての

活動を常時把握することになる。法制化の動機が単

に政治的なものであれ、何かより不穏なものであれ、

結果は同じである。提起されているプライバシーを

侵害しかねない法案は、確立された国民の権利と自

由を制限し、人々に暗い影を落とすだろう。

5-8-2.プライバシー強化とプライバシー侵害の対立
――究極の解決策としてのテクノロジー
(Privacy Enhancing Versus Privacy Invasive —
Technology as the Ultimate Solution)

どのような技術が開発されようとも、その技術はほ

どなく濫用されるようになる。例えば電子メールは、

広く普及し、多くのカナダ国民に利用されている。

電子メールはインターネットのいわゆる「キラーア

プリケーション」である。一方で負の要素を持つ副

産物には、スパムメール、電子メールを利用した詐

欺商法、電子メールを介したハッキングなどがある。

一元化された国民データベースやIDカードは、社
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会制度上のプログラムを管理する上で非常に効率的

な手段である。しかしこうした個人情報を一元管理

するデータベースが存在することこそが、個々の国

民を危険にさらすのである。例えば、犯罪者が不正

にアクセスする可能性がある。あるいは情報を閲覧

する権限を持った政府職員が、その情報を不正に利

用するかもしれない。さらにシステム自体が情報を

十分に保護できていないこともあれば、何かの誤り

が原因で、国民に保証された権利が拒否されるとい

うことも起こり得る。

カナダの社会福祉制度は米国よりも進んでいる(例

えば、カナダには医療に関する国民皆保険制度が整

備されているほか、高い水準のさまざまな社会福祉

プログラムがある)。このため、個人の情報が国のデ

ータベースに登録される機会が米国よりも多い。し

かし皮肉なことに、国民の保護を目的として実施さ

れる社会福祉プログラムが、翻ってプライバシーの

侵害や情報の漏洩といったセキュリティー上の問題

を増加させつつある。

5-8-3.「利点」が強調されるプライバシー侵害的措置
(Privacy Invasive Measures as a "Feature")

新技術の導入や新しい政策が提案される際には、

往々にして利用者のための利益が強調される。プラ

イバシー侵害の可能性のある措置が検討される場合

には、他の技術や政策と比較して、プライバシー侵

害的な性質がより容認され、釈明される傾向にある。

例えばニュースで、無線による非接触型ICチップ

(RFIDチップ)を子供や老人、犯罪者に埋め込むとい

うセキュリティー上の措置が紹介された場合も、メ

リットばかりが取り上げられ、個人の自由やプライ

バシーの侵害にはまったく触れられなかった。チッ

プは生涯体内に残ることになるが、この点もなおざ

りにされていた。

また国民IDカードの必要性を訴えるカナダの

Dennis Coderre移民相は、IDカードは、カナダ国民

が米国に旅行する際に役に立つと述べている。米国

がまもなく、国境を越えて入国するカナダ国民に対

して運転免許証以外の身分証の提示を要求するよう

になるためだという。移民相の主張は、IDカードが

カナダ国内で他の目的に利用されるようになること、

そしてカナダ人が米国への入国を望む場合に必要に

なるのは、パスポートのみである――しかもそれは

既に存在している――という事実を無視している。

カナダの運転免許証はまた、州の出生証明や帰化証

明カードと関連付けられるため、国民IDカードが

「テロと戦う」ために必要だとする主張は、明らかに

別の要因が働いている。

これに対し移民相は、収集されることになる指紋

やその他のバイオメトリクス技術による情報は、中

央のデータベースで一元管理されるため、国民IDカ

ードはプライバシーを保護し、IDの窃盗を防ぐこと

にもなると反論する。もちろんこの主張は、国家に

よる情報の濫用や、第三者が何らかの方法で中央デ

ータベースにアクセスする危険性を考慮していない。

警察がデータベースを利用して、合法的な活動に

従事しているかもしれない無実の個人を、容疑者と

して監視するおそれもある。例えば52歳のある男性

は、頻繁にタイへ出かけるが、その目的はビジネス

かもしれない。しかしデータベースにより男性は小

児性愛者の疑いをかけられてしまう可能性がある。

この容疑はあらゆる政府機関で共有され、男性の電

子メール、インターネットの利用履歴、銀行口座、

クレジットカードの利用状況といった情報の収集が

開始されることになるだろう。これまで論じてきた

ようにデータベース共有の際の問題は、一度記録さ

れた情報を、あらゆるソースから完全に削除するこ

とは事実上不可能だという点である。

こうなると政策立案者は、技術の問題点を取り繕っ

て「利点」としてしまう、たちの悪いコンピューター

ソフトウェアのマーケティング担当者のようである。

5-8-4.プライバシーと公共の利益の対立
――国勢調査データの公開
(Privacy Versus Compelling Public Interest - Releasing
Census Data)

1906年に国勢調査で収集したデータ公開の是非につ

いて論議が起こった。初めての国勢調査が1871年に

実施されて以来、国勢調査員(調査結果を管理する職

員)は守秘義務についての宣誓を行ない、回答者とし

ての国民には、個人情報が伝えられるのは調査関係

者のみであることが保証された。さらにこの規定は、

1918年の統計法(Statistics Act)に明記された。しか

しプライバシー法(Privacy Act)では「92年ルール」

が定められ、政府が収集した情報は、92年が経過す

れば公開が認められるようになった。

しかし情報公開に関する法律が遡及的に変更され

るとなれば、はたして国民は、個人情報が保護され

ることを信用できるだろうか。政策立案者、弁護士、

歴史学者、系図学者、プライバシー擁護者による協

議の結果、「歳月の経過により、個人のプライバシー

についての懸念は解消される」とされ、92年の歳月

は、プライバシーの懸念を取り除くに十分な期間で

あるとの結論が下された。またその際、プライバシ

ーの保障には「無期限」や「永久的」といった文言

が使用されておらず、長期間の保障は行なわれない

という根拠を示し、データ公開の決定を正当化した

のである。
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この決定の過程を振り返ると、決定を正当化する

ために事実をこじつけようとしたのであり、事実に

基づいた決定を行なったのではないように思われる。

単に「すべての事実を考慮した」結果、データの公

開を決定したと説明しているに過ぎず、この正当化

の根拠は希薄である。
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6.総括および今後の動向　
(Summation and Future Trends)

カナダのプライバシーに関する政策は、情報取り扱

い関する、何点かの公正でわかりやすい原則に基づ

いている。情報の取り扱いにかかわる組織が従うべ

き原則は以下のとおりである。

• 情報収集を行なう前に本人の同意を得ること
• 特定の業務に関わる情報を、公正かつ合法的手
段によってのみ収集することが許され、その情

報の保存、使用、開示は、特定の目的を達成す

るために必要な場合に限定される

• 情報収集が必要な理由、情報の用途、誰が情報
にアクセスすることになるのかを明らかにする

こと

• 収集した情報が、権限を有さない者によるアク
セスから保護されるよう、適切な措置を講じる

こと。情報を収集した組織には、こうした保護

措置を講じる責任がある

• 政策と実施状況が一般に開示されること。個人
情報は、当該の情報の提供者が希望すれば開示

されること

ただし法の執行、国家安全保障に関する問題、学術

調査、非常事態においては、特別に例外が存在する。

しかしこうした状況であっても、情報収集に関する

最小化の原則により、収集する情報は必要最小限に

抑えられ、プライバシーの侵害を可能な限り防ぐこ

とのできる方法を用いることが求められる。

そして、法律における基本原則をなす「合理性」

の概念に基づき、プライバシーは、合理的な人間が

認める方法により保護されなければならない。

カナダにおける問題は、こうした原則が、実際に

は必ずしも遵守されているわけではないということ

である。これは、巨大化し、適切に機能しない官僚

組織に起因する場合が多い。論理的に考えれば導き

出される結果を十分に検討せずに政策が実施されて

しまうのである。以下にそうした問題の例を挙げる。

• 政府機関に対しては、プロジェクト開始前にプ
ライバシー影響評価を行なうよう義務付けてい

るが、プロジェクト進展の過程においてその評

価結果を用いたり、評価を継続していくことを

義務付けていない

• 警察の盗聴については報告書の提出が義務付け
られているが、報告が実際に行なわれたかどう

か、また報告内容が正確かどうかに関する審査

が欠けている

• プライバシー・コミッショナーにはプライバシ
ーに関する法律違反を調査する権利が与えられ

ているが、プライバシー法を執行する法的権限

は与えられていない

6-1.カナダ国民の意識傾向　
(Trends in Public Attitudes)

大部分の個人情報は、盗まれたりあるいは提供を強

要されたりするのではなく、個人の自由意志で提供

されているという事実を認識すべきである。一般に

個人は、私的な用途において、また特定の場所で取

引を行なうために、あるいは何らかの便益を得る機

会と引き換えに、自分の個人情報を他人に提供して

いる。資本主義社会においては、個人は自身が所有

するものと引き換えに、実質的にいかなるものでも

要求する権利がある。ただし相手にはその取引きを

受ける義務はない。これは言い換えると、カナダ国民

は自分の管理できる範囲内に自身のプライバシーを保

護しておくことが可能だが、たいていそうしない方を

選択しているということである。大半のカナダ国民は

おそらく、懸賞付きアンケート(あるいはそうしたそ

の場限りの取引)では、それが終了した際には、提供

した情報が削除されるものと考えているだろう。

こうした事態を招く根底には、大半のカナダ国民

が、個人情報を提供することの意味を十分に理解し

ていない事実がある。人々は、その情報が特定の手

続きのためだけに使われるか、または相手が自分た

ちと連絡を取る際に使われるものと思い込む。概し

てカナダ国民は、自分たちの情報がほぼ例外なく売

買されているか、多くの他の組織と共有されている

ことに気付いていない。

ただし興味深いことに、個人のプライバシーに関

するリスク、それに対応する権利や解決策に関する

情報は、広く国民に提供されているのである。多く

のプライバシー・コミッショナーや活動家団体が、

何百ページものわかりやすい文書を用意し、印刷物

として、あるいはウェブサイト上で提供している。

多くのジャーナリストがプライバシーの危険性に触

れ、監視および個人情報アクセスに関する政府の方

針が審査を経ずに実施されれば、カナダが全体主義

国家になりかねないと警告する。カナダでは、ID窃

盗の件数が飛躍的に増加している。こうした事実に

もかかわらず、概ねカナダ国民は、個人のプライバ

シーの危険に気付かず、自分たちのプライバシーの

権利を主張しない。

人々は、もし尋ねられれば、プライバシーは重要

だと答える。しかしプライバシー擁護に携わる人々

の多くは、国民の行動(あるいは行動の不在)を考えれ
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ば、この言葉が真実であるはずがないと考えている。

6-2.なぜ、カナダ国民はプライバシー問題に
無関心なのか？
(Why Are Canadians Uninvolved in Privacy Issues?)

プライバシーはカナダ国民にとって重要であるが、

ほとんどの人は将来起こり得る事態について警告さ

れても、それを信じていないというのが実情のよう

である。カナダではこれまで、目に見えるプライバ

シー侵害はなく、George Orwell氏の『1984年』で

描かれたような、監視社会についての警告だけが何

十年も前から繰り返されてきた。カナダ国民は今な

お、個々の権利が尊重される比較的安全な国に住ん

でいると思っている。国民は、自分たちを呼び止め

た警官に対して「身分証を提示する」必要もない。

企業によるダイレクトメールなどの過剰な売り込み

により煩わされたくないと思っている一方で、割引

や懸賞と引き換えに、小売店などが顧客に発行する

会員カード等に自発的に登録し、きわめて個人的な

情報を提供してしまっている。

カナダ国民の大半は、政府によって自分たちが監

視されることはないと信じている。国民を監視する

ことが、政府とっての重要事項であるとは考えない

し、また政府にそうした能力が十分にあるとも思っ

ていないためである。それよりも彼らは、米国政府

が自分たちの個人情報にアクセスすることを危惧し

ている。米国政府はより優れた設備を有し、自国、

他国を問わず市民を監視している可能性が高い、と

いう印象を抱いているためである。

実際、カナダ政府によるプライバシー侵害のケース

は、悪意のある目的や計画によるものというより、ず

さんな手順とその後の対応の不備によるものが多い。

プライバシー影響評価(PIA)を実行に移すのは、それ

が終了して初めて予算が与えられるためであり、その

評価を有効に活用し、プライバシーにいっそう配慮し

たプロジェクトを立案しようとはしない。法執行機関

は、実施したすべての盗聴を報告するよう求められて

いるが、報告義務を怠ることもしばしばで、その実態

を調べようとする動きもない――その理由はおそら

く、何かを隠蔽しようという意図があるためではなく、

単に他の業務で忙しいためであろう。

6-3.プライバシー・チェルノブイリ　
(Privacy Chernobyl)****************

プライバシー擁護活動にかかわる人々の多くは、カ

ナダ国民の意識を喚起し、政府の政策の転換を迫る

深刻な事件が起こるだろうと考えており、そうした

衝撃的な事件を「プライバシー・チェルノブイリ」

と呼んでいる。

このような事件が実際に発生するのかどうかはわ

からない。テロ行為や壊滅的な状況に陥らせる事件

を予言することは不可能である。しかし重要なのは、

いかなる方向に政策が転換されるかは、事件の詳細

に影響される可能性が高いということである。仮に

大惨事に至った経過を遡り、政府がより多くの個人

情報にアクセスしていれば、事件を防止できた可能

性があるという結論に達したならば、政策はプライ

バシーを侵害する方向へと進むだろう。反対に、事

件が広範囲に個人情報を収集することの危険性を実

証する(データベース情報の流出により、ストーカー

行為や詐欺、殺人事件が発生したなど)ならば、新た

な政策は、より優れたプライバシー強化技術の導入

を求め、データ収集を抑制する方向へと進むだろう。

6-4.医療におけるプライバシーと技術の動向
(Trends in Medical Privacy and Technology)

電子カルテ(Electronic Medical Records：EMR)は、

その利便性ゆえに今後使用が増加するだろう。今後、

全国規模のEMRデータベースの構築が積極的に推進

されていくと思われるが、導入は管轄の問題から、

見送られることはないまでも、時間を要するだろう。

憲法に明記されているとおり、保健に関することは

州政府の管轄であり、州政府に権限を放棄させるこ

とはきわめて困難だろうと思われる。

6-5.国際動向　(Trends in International Activities)

米国とカナダの国境をまたぐ情報共有の規模が今後

縮小されるとは考えにくい。「国家安全保障」「国際

テロとの戦い」「麻薬取引の撲滅」といったキャッチ

フレーズの下、情報共有に向けた動きは引き続き進

展していくだろう。

6-6.法的活動における動向　(Trends in Legal Activity)

カナダの各プライバシー・コミッショナーは、プラ

イバシー侵害のおそれのある政策について、いっそ

う対決姿勢を強めており、そうした傾向は今後も続

くだろう。コミッショナーは、カナダの国民と政府

に向けて、与えられたあらゆる権限を用いてメッセ

ージを発していくだろう。とはいえ、コミッショナ

ーの権限は限定的なものであるため、その活動は、

国民および政府への啓発と、恐らくはプライバシー

に関連する法律上の問題を、カナダ国民を代表して

提起することに限られる。
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コミッショナーの権限を使って問題を公にするこ

とは、一部の事例においては有効だったが、コミッ

ショナーの声明が目立った効果を示さなかったケー

スのほうが多いのが実態である。とはいえ、連邦の

プライバシー・コミッショナーは2000年、カナダ国

民の個人情報データベースの存在を公にした。これ

は当該部門における方針や権限に反することであっ

た。事件はちょっとしたスキャンダルとなり、少な

くとも公式には、データベースは破棄された。

すでに、カナダ関税歳入庁(CCRA)による航空旅客

データベースは違憲であると訴える動きが起こされ

ている。連邦政府のプライバシー・コミッショナー

は、この件に関する法的見解を記した意見書を議会

に提出した。同意見書には、著名な三人の法律専門

家――Marc Lalonde氏(元カナダ法務大臣)、Gerard

V. La Forest氏(元カナダ連邦最高裁判所裁判官)、

Roger Tasse氏(元カナダ法務副大臣)――の見解が記

され、こうしたデータベースの構築および使用は、

憲章に抵触するとしている。Lalonde氏は「個人情報

の収集を必要とする国家の正当な利益は、すべてのカ

ナダ国民の基本的プライバシー権と釣り合うものでな

くてはならない」と述べた最高裁の判例を引用した。

国民IDカードの法制化が審議される際、また医療

におけるプライバシーに関する問題においても、こ

うした問題提起が行なわれるだろう。あるいは、テ

ロ抑止効果が証明されていないような戦略を実施す

るために、テロ対策法を制定するといったことにつ

いても同様の動きがあるだろう。ただし現在の傾向

が続くならば、法廷で争ったとしても、その結果が

コミッショナーの意向に沿うものになるとは限らな

い。これまでの結果を見ると、連邦裁判所は、連邦

のプライバシー・コミッショナーや情報コミッショ

ナー、あるいは州の情報プライバシー・コミッショ

ナーの意見に否定的で、敵対的ですらある。裁判官

は、裁判所はコミッショナーの意見に従う義務はな

いと表明しており、コミッショナーの申し立てを退

ける場合も少なくない。多くの訴えが退けられ、コ

ミッショナーが上訴しているというのが実情である。

6-7.商業活動における動向
(Trends in Commercial Activities)

プライバシー問題についての国民の意識が次第に高

まるにつれ、彼らは企業に対して個人情報に関する

保護の強化を求めるようになるだろう。顧客データ

ベースや電子商取引、その他のビジネス関連システ

ムにプライバシー強化技術を導入することは、企業

の収益の面においてより賢明な処置となる。理屈か

ら言えば、消費者が高い信頼感を抱く企業が、信頼

の低い企業よりも売上を伸ばすことになるのである。

設計当初の段階でプライバシー強化技術を導入す

れば、より効果的で、かつコストも抑えられるため、

今後そうした対策をとる企業が増加するだろう。政

府部門と異なり、企業は自社の財務状況には自らが

責任を負い、失敗した場合は企業の存続が不可能に

なるのである。

6-8.技術における動向　(Trends in Technology)

プライバシー関連の技術は、今後も絶えず発展して

いくだろうが、こうした技術はプライバシーの保護

と侵害という諸刃の剣になる。例えば、無線による

非接触型ICチップ(RFIDチップ)が、自動車、コンピ

ューターなどの私的所有物の盗難防止(あるいは盗難

に遭った後の発見)目的に使われる機会が増えるだろ

う。一方で、追跡装置として体内に埋め込む用途と

しては、なかなか広がらないと思われる。一部の

人々は、安全のために子どもや老人などにチップを

使用することを望むかもしれないが、こうした機器

は大いにプライバシーの侵害につながることから、

大部分の人は、自分自身にチップを埋め込もうとは

思わないだろう。チップを埋め込まれた子どもたち

が成長したあかつきには、おそらく反感を抱き、プ

ライバシー権を主張して体内のチップの除去を要求

することだろう。

公共部門においては、技術自体は解決策になり得

ないと認識することが重要である。開発が可能な技

術には、必ずや抜け道が存在する。人間が入力して

運用するシステムは必ず、操作の誤りから逃れられ

ず、悪用され得るのである。政府には、有効な記録

保持の方法と、優れたプライバシー強化技術につい

て常に最新の体制を整えることが望まれる。ただし

これらの技術は、明快かつ完全、慎重かつ柔軟な政

策とバランスのとれたものでなくてはならない。

確率論における「大数の法則」からすると、大規

模なシステムになれば、エラーの頻度も増す。デー

タベースを走らせる最近のソフトウェアは、おびた

だしい行のプログラミングコードで書かれており、

エラーが含まれる可能性もある。人為的ミスは避け

られず、人間が入力に携わることで、システムが悪

用される可能性も高くなる。システムの円滑な運用

と、個人の権利の侵害を最小限に抑えるためには、

システム自体と人間による入力業務を監査、監督す

る体制が不可欠である。
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7.提言　(Recommendations)

政策の立案に際しては、いかなる国家においても、

まず基本原則を策定する必要がある。独立と自己決

定の権利を重んじる国にとって、プライバシー保護

は不可欠である。干渉されない権利においては、自

分の情報は誰にもまして自らが管理しアクセスでき

ることが必要となる。仮にこうした点を最優先事項

とするならば、プライバシー保護のために、思慮深

い手段が講じられるべきである。

個別の問題を考える際には、そもそも個人情報が

収集されるべきなのか否かを判断する必要がある。

仮に収集すべきだとすると、次のような事項を明確

にしなければならない――対象はどの情報なのか。

誰が情報収集し保有する権利を持つのか。どのよう

な状況で行なわれるのか。情報の保護とアクセスの

ためにいかなる義務が生じるのか。悪用された場合

は、どのように救済されるのか。データのファンク

ション・クリープをどうすれば防げるのか。さらに

プライバシー問題において国が国際社会に果たす役

割は、リーダーなのか、追従者なのか、退けること

なのか、あるいは独自の立場を取ることなのか。

政策は、意義のあるものでなければならず、かつ

徹底的な検討がなされ、情報の収集と使用が収集者

の意思で行なわれている事実が曖昧にされてはなら

ない。さらに基本原則が忠実に守られるよう、幾重

にも及ぶ監視体制が敷かれなくてはならない。法制

化を有意義に進める上では、十分な数の国民が参加

することが重要であり、そのためには人々が知識を

深めることが必要になる。

テクノロジー自体は決して解決策になり得ないと

の認識が重要である。最新鋭のプライバシー強化技

術、バイオメトリクス認証を用いた暗号化技術、デ

ータ最小化などの手法を採用したところで、いずれ

も人為的なミスは避けられない。情報処理には人間

の関与が不可欠であり、単純な承認以上の作業を行

なう技術は、常に不正なアクセスの危険にさらされ

ることになる。

7-1.国家におけるプライバシー保護政策の要素
(Elements of a National Privacy Policy)********

カナダの現状からわかるように、プライバシー保護

政策を有効に行なう上では、われわれは以下に述べ

る要素が重要であると考える。

1. 主要原則 (Central Principle)

他のあらゆる法律に優先する、憲法や憲章などの国

の最高法規に、プライバシーに関する原則の大綱が

明記されること。これによりプライバシーは決して

侵すことのできない人権であるとの認識を示す。

2. 有効なプライバシー法　(Privacy Law with Force)

プライバシー法により、独立した公平中立の、独自予

算を備えた公的機関(プライバシー・コミッション)に

権限と責任を付与すること。当該の機関には、調査、

監査、監視、評価の権限、そして遵守義務を課すこと

や賠償の請求などの執行権限が与えられるべきであ

る。プライバシー法は準司法的であるべきで、プライ

バシー・コミッションが、裁判所において、または政

府のあらゆるレベルにおいて、国民のために仲裁を行

なう権限を持つものとする。プライバシー法には、個

人情報の収集、使用、開示にかかわる、他のあらゆる

法律に優先する旨が明記されるべきである。

プライバシー法は次の要素を含むものとする。

• 報告、評価、再審理に関する手続き
• 調査および監視手続き
• 政策が遂行され、ファンクション・クリープが
生じていないかどうかを確認する監査制度

• 手続きや処置が履行されない場合の厳格な罰則
規定

こうした措置に対し、国家安全保障や治安維持のた

めに正当化される、プライバシー政策における例外

も設けられるべきである。しかしながらそうした例

外的措置には、監査および監視機関が有効なかかわ

り合いを持ち、その過程はでき得る限り開示され、

透明性が保たれなくてはならない。

個人情報の概念が変化していくことを念頭に置き、

概要と個別という双方の定義付けがなされるべきで

ある。概要を示す原則により、個人情報のプライバ

シーを保護する精神が守られ、個別の規定が運用に

ついての定義を行なうことになる。その際、原則は

根本的なものと認識され、個別の規定は比較的改訂

が容易であるものとする。例えば、「個人情報」の定

義自体、医療技術やバイオメトリクスといった分野

によって違いが生じるが、それが写真であれ、指紋

やDNAであれ、個人情報のプライバシーを保護する

原則は変わらない。

3.プライバシー規定を各分野の法律に盛り込む

(Include Privacy in Sector Legislation)

分野ごとに制定されている個別の法令においてプライ

バシー保護を義務付ける。条項に「基本的に同様の」

という記述を含むことで、国内の各法律が適用される

際の統一性が保たれる。新規あるいは既存の法律で、

個人情報の収集または使用を認めるものは、一定の期
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日までに、新たにプライバシーに関する条項を盛り込

まなくてはならない。そしてこれらの条項は、基本原

則に従うと同時に、いかなる措置を講じるのかを詳細

に示さなくてはならない。特に、銀行をはじめとする

金融機関、雇用や就業、あるいは医療や消費者保護に

関して規定する法律においては、プライバシー保護に

ついての措置が含まれるべきである。

企業、組織など、これらの分野に関係するすべて

の当事者が、条項や規定の作成に広くかかわること

が望ましい。さらにそうした当事者が関与する対象

が、プライバシー保護に関する手法の評価、監査、

監督にまで拡大されるべきである。こうすることで、

プライバシーの原則を守ろうとする精神を育むこと

につながる。実際、さまざまな手法は、これにより

最も影響を被る関係者たちが策定し、運用に携わる

ことで、より理解が得られ、入念に実行されるので

ある。ただし最終的な判断と執行の権限はプライバ

シー・コミッションの手に委ねられ、法律が確実に

遵守されねばならない。また手法を徹底させること

においては、最低刑の設定を含む、厳格な罰則規定

が重要な要素となる。

4.新法の継続性　(Continuity in New Laws)

個人にかかわる情報、あるいは個人の識別を可能に

する情報を既存の法律に基づき収集、使用、開示し

ている政府が、新たな措置を講じようとする際は、

同一のプライバシー原則に従わなければならない。

プライバシーに関する事項を遵守させることは、プ

ライバシー・コミッションの権利および義務であり、

プライバシー・コミッションが示すプライバシー原

則に反するとされた場合、新法案の可決のためには、

通常を上回る賛同を得ることが必要である。法律の

制定を確実に意義のあるものにするためには、こう

した手続きを経ることが望ましい。

5.専門家委員会　(Committee of Experts)

プライバシー・コミッショナーが招集する、学識経

験者、経済界、公益団体、各分野における関係団体

からなる専門家委員会が示す要請や懸念に関しては、

政府がこれに対応しなくてはならない。特に大学や

民間団体など、特定の機関において、プライバシー

専門家の開発を促すことは、プライバシー・コミッ

ションの義務である。

6.教育　(Education)

プライバシー問題について国民を教育し、プライバシ

ーの原則と文化の理解を推進する仕事もまた、プライ

バシー・コミッションの責務である。またこれに関連

し、プライバシー基本原則について、あらゆるレベル

の公務員を継続的に教育する仕組みを構築する。

7.国際政策　(International Policy)

国際的責務と個人情報の共有について、明確な政策

が示されなければならない。こうした個人情報の共

有は、取り決めに基づいて許可されるべきであり、

しかもそれはプライバシー原則全般に合致し、また

国際人権法に沿うものでなくてはならない。

7-2.プライバシーと他の重要な目標とのバランス
(Balancing Privacy with Other Important Goals)

すべての国家や政府にとって、プライバシーは、唯

一の目標でも、あるいは主たる目標ですらないこと

を認識する必要がある。プライバシーは、いくつか

ある基本的権利や自由の一つに過ぎず、国家にとっ

ての他の正当な目的とのバランスがとられるべきで

ある。テロの脅威、伝染病、金融やコンピューター

のネットワークを介して行なわれる不正や犯罪行為

による経済の荒廃、その他平和な国家に対する諸々

の脅威において、重要かつ不可欠な公益に資する場

合には、プライバシーの侵害があり得ることを認識

しなければならない。

問題は、こうした脅威が、問題解消における効果

が何ら証明されていない手法を正当化するために利

用される点にある。テロに対する国民の恐怖が無関

心と結びつくことで、政治家はテロを、国民が望ま

ず、あるいは必要としない法律を制定するための口

実として利用してしまうのである。

連邦のプライバシー・コミッショナーは、プライ

バシーの侵害や制約につながる法律を制定する際、

次の四つの項目を検討するよう提案している。

• ある特定の必要性を明らかに満たすものである
こと

• 意図した目的の達成のために明らかに効果的で
あること

• プライバシーの侵害に見合うだけの利益をもた
らすものであること

• 同一の目標を達成するための、プライバシー侵
害を抑制できる他の方法が存在しないことが明

らかであること

要するに、必要性、有効性、応分の利益、プライバ

シー侵害を伴わない代替手段がないことが示される

必要があり、これが最小化の原則である。組織や政

府は「あるデータを収集することの弊害は何か」と

自問するのでなく、次のことを考えるべきである。
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「どういった利益があるのか」「プライバシーを侵害

することでその利益を実現できるのか」「その利益は

リスクに見合うものなのか」「どうすればプライバシ

ー侵害を最小限に抑えつつ、その利益を得ることが

できるのか」

自由で独立した市民を重んじる国家はおしなべて、

個人のプライバシーを尊重するはずである。個人の

プライバシーは根本的な権利だが、定義を行なうこ

とは困難である。プライバシーが存在しない生活を

思い浮かべるのが、その価値を理解する一番の方法

だろう。カナダの国民がプライバシーの権利に対し

て関心や懸念を示すことはほとんどないが、これは

少なくとも一部には、プライバシーが存在しない生

活など思いも寄らないことに原因がある。物語など

でプライバシー権がまったくない全体主義体制の記

述を目にしたところで、大半のカナダ人は実生活で

それを一度も経験したことがないために実感がわか

ないのである。

この報告書で取り上げた、政府をはじめとするリ

ーダーたちが、徐々にプライバシーの保護がないが

しろにされる社会を築いてしまう兆しは、至るとこ

ろに見られる。ここで求められるのは、カナダ国民

が、自分たちが有していることもほとんど理解して

いない、その権利の価値を尊重し、意思表示を開始

することである。カナダ国民は、合理性とバランス

に基づき、極端に走ることを避けて行動する。この

性質を考えれば、ゆくゆくはカナダ国民は、プライ

バシー権の価値を認識し、より良い、より有効な政

策、制度、法律のために、徐々にだが取り組んでい

くことになると思われる。
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<補足>
カナダのプライバシー・コミッショナーの予算
(Privacy Commissioner Budgets)

連邦のプライバシー・コミッショナー、各州および

準州の情報プライバシー・コミッショナーの予算は

それぞれ、それぞれの政府により個別に決定される。

通常、コミッショナーが概算予算、つまり予算案を

提出したのち、議会(連邦)または立法機関(州・準州)

の委員会が予算を決定し、正式に承認する。カナダ

政府または各州および準州の会計検査官(Auditor

General)が会計報告書を監査することがあるが、こ

れは会計検査官の自由裁量による場合もあれば、コ

ミッショナーの請求がある場合、あるいは法律によ

り定められている場合など、管轄区域によって状況

が異なる。

連邦のプライバシー・コミッショナー
(Federal Privacy Commissioner)

連邦のプライバシー・コミッショナーの予算は、議

会に提出される年次報告書に記される。

ちなみに、2001～2002会計年度予算は1145万7768

カナダドル、2000～2001会計年度予算は835万9820カ

ナダドルだった。予算が増額されたのは、プライバ

シー・コミッショナーが「個人情報保護及び電子文

書法」(Personal Information Protection and

Electronic Documents Act：PIPEDA)施行に伴う影

響に対応するためである。

ブリティッシュ・コロンビア州

注：ウェブサイトのURLがwww.oipc.bc.caに変更さ

れている。

ブリティッシュ・コロンビア州の情報プライバシ

ー・コミッショナーについては、州の議員で構成さ

れた財務・行政サービス委員会(Finance and

Government Services Committee)が予算額を決定す

る。情報プライバシー・コミッショナーは州政府に

対して報告を行なうが、予算は州政府から独立して

いないのである。

2001～2002会計年度の予算は234万4000カナダドル

で、委員会は3年間で35％(2002～2003および2003～

2004会計年度でそれぞれ10％、2004～2005会計年度

で15％)の予算削減を提案した。2002～2003会計年度

の予算案は214万5000カナダドルとなっている。

予算はブリティッシュ・コロンビア州会計検査官

の監査を受けることがあるが、定例的に行なわれて

いるわけではない。直近の予算案に対する監査は、

情報プライバシー・コミッショナーの請求に基づき、

ブリティッシュ・コロンビア州会計検査官により行

なわれた。監査請求が行なわれたのは、前年度に引

き続き今年度も予算が削減されたためである。

オンタリオ州

昨年度の予算は740万カナダドルで、その内訳は給料

および諸手当が620万カナダドル、その他直接経費が

120万カナダドルとなっている。

予算額は次のように決定される。まず情報プライ

バシー・コミッショナーが費用の見積書を作成する。

続いて州議会議長が責任者を務める、オンタリオ州

の州内経済委員会(Board of Internal Economy)がこ

れを検討および承認し、承認されれば正規の予算と

なる。同州の情報プライバシー・コミッショナーに

よると、幸い委員会との関係は良好で、ブリティッ

シュ・コロンビア州のように予算が削減される事態

にはなっていないという。

情報プライバシー・コミッショナーは毎年、州の

監査人による監査を受ける。監査は通常、会計年度

末の補正が行なわれた直後の5月に実施される。

ケベック州

予算額は2001～2002会計年度が405万3800カナダドル、

2000～2001会計年度が369万6900カナダドルであった。
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8.執筆協力者　(Biographies)

この報告書を作成するにあたり、われわれはカナダ

におけるプライバシーの政策や実態について、カナ

ダ国内各所にあるプライバシー・コミッショナーの

事務所スタッフ、学識経験者、プライバシーに関す

る活動家やコンサルタントなど、多くの人々に意見

を求めた。以下に紹介するのは、今回意見や専門知

識を提供していただいた、この分野では著名な専門

家たちである。本人からの要請により、彼らの個別

のコメントは直接的には引用されていないが、彼ら

から提供された情報はわれわれの報告書の中に盛り

込まれている。

Dr. Stefan Brands

Brands博士は、電子認証およびプライバシー強化技

術の分野において、世界でもトップクラスの専門家

である。MIT Pressから出版したBrands博士の著書

は、取引システムやチップカードのための電子認証

技術に革新をもたらしたとして高く評価されている。

現在は、モントリオールのMcGill’s School of

Computer Scienceの非常勤教授。

『Rethinking Public Key Infrastructures and

Digital Certificates; Building in Privacy』(MIT

Press刊、2000年8月、ISBN 0-262-02491-8)――

Ronald L. Rivest教授が序文を書いている350ページ

に及ぶ本書は、デジタル証明の数学的手法について

述べると共に、そのセキュリティーについての分析

も行なっている。書評および抄録は、

http://www.credentica.com/technology/book.html

を参照のこと。

Dr. Ann Cavoukian

心理学博士、オンタリオ州情報プライバシー・コミ

ッショナー

プライバシーおよびデータ保護分野での実績が認

められ、Ann Cavoukian博士は1997年、情報プライ

バシー・コミッショナーに任命された。コミッショ

ナーとしてCavoukian博士は、オンタリオ州の情報

公開とプライバシー関連法規の運用状況を監視して

いる。同法は州および市町村に適用される。

Cavoukian博士は、現在の州政府とは独立した、立

法府のメンバーを務めている。

Cavoukian博士は1987年、発足して間もない情報

プライバシー・コミッショナーの事務所に、初代の

Director of Complianceとして加わった。1990年には、

コミッショナー補佐に任命されている。コミッショ

ナーの事務所に入る以前は、法務省のResearch

Services Branchの責任者を務めており、ここで民法

および刑法の運用に関する調査に携わった。

University of Torontoで心理学の修士号および博士

号を取得。同大学で犯罪学と法律学を専門に学んだ

Cavoukian博士は、心理学と刑事司法制度について

講議を担当した。

実績が認められるにつれ、産業界やメディアも

Cavoukian博士の意見を求めるようになった。博士

は、プライバシー強化技術を利用したプライバシー

保護の促進に特に関心を持っており、W3C(World

Wide Web Consortium)の「P3P」(Platform for

Privacy Preferences)イニシアチブをはじめ、プライ

バシーと技術を主題に据えた数多くの委員会に関与

してきた。米国の「Task Force on Privacy,

Technology and Criminal Justice Information」のメ

ンバーも務めている。

Cavoukian博士は、世界各地の主要フォーラムで

講演を求められる機会も多い。著書には『Who

Knows: Safeguarding Your Privacy in a Networked

World』(McGraw-Hill刊、1996年)の他、最近ではジ

ャーナリストのTyler Hamilton氏との共著で、成功

する事業がいかに顧客の信頼を獲得するかについて

述べた『The Privacy Payoff』(McGraw-Hill

Ryerson刊、2002年)などがある。

Dr. Andrew Clement

数学学士(優等)(University of British Columbia)、コ

ンピューター・サイエンス修士(University of British

Columbia)、コンピューター・サイエンス博士

(University of Toronto)、準教授

Andrew Clement博士は、University of Toronto

の情報研究学部とコンピューター・サイエンス学部

で、準教授として教鞭をとっている。

また「Information Policy Research Program」の

コーディネーターを務めるかたわら、「Information

Highway Working Group」にも積極的にかかわって

いる。各種の公益団体によって結成されたこの作業

部会は、カナダの「情報ハイウェイ」おける政策議

論において、市民の利益とニーズが中心に据えられ

るよう求めている。Clement博士はこの他、社会・人

文科学研究会議(SSHRC)が3年間にわたって進めるプ

ログラム「Developing Information Policies for

Canada’s ‘Information Infrastructure’: Public Interest

Perspectives」(DIPCII)の主任調査員を務めている。

またInternational Federation for Information

Processing(IFIP)の「Working Group on Computers

and Work」(WG9.1)の議長に就任している。

Michael A. Geist

法学学士(Osgoode)、法学修士(Cambridge)、法学修
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士(Columbia)、法学博士(Columbia)、準教授

University of Ottawa 準教授であるMichael Geist

博士は、インターネットと電子商取引法を専門にす

るかたわら、Osler, Hoskin & Harcourt法律事務所

の技術顧問を務めている。博士はトロントにある

Osgoode Hall Law Schoolで法学学士号を取得したの

ち、英国のCambridge Universityとニューヨークの

Columbia Law Schoolで法律学修士号を、そして同じ

くColumbia Law Schoolにて法学博士号を取得した。

インターネットと法律に関する学術論文や政府機

関の報告書も数多く手掛けており、カナダ国内紙

『Globe and Mail』のサイバー法を扱うコラムニスト

でもある。またBureau of National Affairs(BNA)が

運営しインターネットを通じて毎日法律ニュースを

提供するサイト『Internet Law News』の設立者な

らびに顧問編集者、Butterworthsが発行する月刊ニ

ュースレター『Internet and E-commerce Law in

Canada』の編集長、オンタリオ電子商取引リサー

チ・ネットワーク(ORNEC)の発起人、BNAの

『Electronic Commerce & Law Report』やAspenの

『Journal of Internet Law』ならびにComputer Law

Reporterの『Internet Law and Business』などのイ

ンターネット法に関する主要刊行物の監修者、さら

には『Internet Law in Canada』(Captus Press刊)を

執筆するなど(本書は現在第3版)、その活躍は多岐に

わたる。さらに「.ca」ドメインを管轄するCanadian

Internet Registration Authority(CICEI)、Canadian

IT Law Association、Watchfire、そしてVerifiaなど、

さまざまなインターネットおよびITに関する法律問

題を扱う団体に助言を行なっている。博士の言葉は

インターネット法に携わる国内外のメディアで引用

されることが多く、電子商取引政策に関する政府の

委員会にも出席している。Geist博士に関するさらな

る情報はhttp://www.lawbytes.caを参照のこと。

Peter Hope-Tindall

Peter Hope-Tindall氏は、カナダのプライバシー・コ

ンサルティング企業大手dataPrivacy Partnersで、

技術顧問およびチーフプライバシーアーキテクトを

務めている。以前は、オンタリオ州の情報プライバ

シー・コミッショナーの元でバイオメトリクスおよ

び暗号化に関する特別顧問を務め、プライバシー監

査と評価を担当し、プライバシーに関する膨大な情

報を含む政府の大規模なシステムの開発を監督した。

また1998年のカナダ産業省主催による暗号技術ポリ

シー円卓会議では、オンタリオ州代表として出席し

ている。この会議から国家の暗号化に関する指針

(National Encryption Policy)の叩き台ができあがった。

Hope-Tindall氏は先頃、オンタリオ州政府が進め

るスマートカード導入計画におけるプライバシーア

ーキテクトとしての任務を終えた。Tindall氏の取り

組んだ課題は、プライバシーの枠組みの中でセキュ

リティー問題に対処することであった。Hope-

Tindall氏は現在、有効なプライバシー測定手法の開

発などに関心を持っている。これによりシステム設

計において、客観的な選択を行なったりオプション

を考慮することが可能になる。この手法はまた、現

行のプライバシーに関する指針や技術を有効なもの

にするフレームワークを提供する。

Ian R. Kerr

カナダの「Canada Research Chairs」プログラムに

おいて倫理、法律および技術に関する研究に携わる。

法学学士(University of Western Ontario)、修士

(University of Western Ontario)、法学博士

(University of Western Ontario)、オンタリオ州弁護

士、準教授

Ian R. Kerr博士はUniversity of Ottawaでの任務

に先立ち、University of Western Ontario法学部、

情報・メディア学部、ならびに哲学部で教鞭をとっ

ていた。Kerr博士は過去に、「Bank of Nova Scotia

Award of Excellence in Undergraduate Teaching」、

University of Western Ontarioの「Faculty of

Graduate Studies’ Award of Teaching Excellence」、

同大学法学部の「Professor of the Year」などを受

賞し、他にも数々の名誉ある基金や研究助成金を獲

得している。現在Kerr博士は、インターネット法、

法律と技術、契約法、および法理論の分野で講議を

行なっている。

Kerr博士は、メディア、技術、プライバシー法、

そして応用倫理のかかわり合いについて強い関心を

持ち、「倫理と電子情報」「インターネット規制」「電

子商取引」「インターネット・サービスプロバイダー」

「オンラインにおける誹謗中傷」「母体内における胎

児の損傷」「望まない妊娠」「法的擬制」といったテ

ーマに関して学術書や雑誌に寄稿している。現在、

電子商取引や、その他マルチメディアにおける法的、

倫理的問題に関する研究に取り組んでおり、その内

容は、インターネト・サービスプロバイダーの責任、

自動化の倫理、自動ソフトウェア機器を採用する企

業に波及する法的問題、サイバースペースにおける

契約形態、ならびにオンラインにおける誹謗中傷な

どが含まれる。

Kerr博士は「Law Society of Upper Canada」

「The Canadian Association of Law Teachers」

「Canadian Bar Association」「Uniform Law

Commission of Canada’s Special Working Group on

Electronic Commerce」の会員である。また、
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Butterworthsのニュースレター『Internet and E-

commerce Law in Canada』の顧問を務めると同時

に、Prentice Hallが発行した『The Legal Aspects

of Doing Business』の共同執筆者でもある。

Richard Owens

法学博士(University of Toronto)、Smith Lyons法律

事務所パートナー(1987-2001)

Richard Owens博士は2001年2月から「Centre for

Innovation Law and Policy」のエグゼクティブディ

レクターを務めている。1987年にUniversity of

Toronto Law Schoolを卒業し、1989年に弁護士資格

を取得した。Owens博士は、会社法および商法を扱

い、中でもITや知的財産などの技術関連法を得意と

する、Smith Lyons(現Gowlings)法律事務所のパート

ナーとして、順調にキャリアを積んできた。

ライセンス、戦略的同盟、ジョイントベンチャー、

プライバシー、ファイナンシング、アウトソーシン

グ、電子商取引、官民パートナーシップ、そしてイ

ンターネットなどの分野における技術利用について、

多くのハイテク企業や金融機関に対してアドバイス

を行なってきた。「International Bar Association」

「Canadian IT Law Association」「Computer Law

Association」など、多くの団体に所属するほか、

「Canadian IT Law Association」や民間企業のディ

レクターも務める。

Owens博士は、LexpertとAmerican Lawyer

Mediaが共同で発表する「Leading Lawyers in

Canada」において、1999年、2000年、および2001年

にカナダで最も活躍するコンピューターを専門とす

る弁護士に選ばれた。また、IT関連法、プライバシ

ー、そして金融機関に対する規制に関して、幅広く

執筆活動を行なっている。University of Toronto非

常勤教授として、過去に「ITおよび電子商取引関連

法」という講議を行なったが、現在は「法律および

政策の改革」というコースを担当しており、このテ

ーマに関するいくつかのプロジェクトを進めている。

Stephanie Perrin

英語学修士

プライバシー技術に関するソリューションを手掛

けるZero-Knowledge Systemsの最高プライバシー責

任者であったStephanie Perrin氏は、社内のプライ

バシー対策を講じるため、指針および管理システム

の構築に携わるほか、企業、商品、サービスに対す

る顧客のニーズや要求を分析し、助言を行なってき

た。これまで「International Association of Privacy

Officers」「Canadian Council of Chief Privacy

Officers」など、プライバシー指針やその遵守に関す

る国内外のフォーラムへ積極的に参加しており、こ

うしたテーマについて多くの講演依頼を受けている。

Perrin氏は過去15年以上にわたり、カナダのプラ

イバシーと暗号化に関する政策の立案に携わってい

る。カナダの「Electronic Commerce Task Force」

のプライバシーポリシーに関する責任者として、カ

ナダ産業省が主導する法案の作成を率いた。法律は

民間部門におけるプライバシーに関する規定を行な

うもので「個人情報保護及び電子文書法」(PIPEDA)

として2001年に施行された。Perrin氏が中心となり

同法に関する書籍が執筆されており、Irwin Lawか

ら発行されている。

1991年から1999年にかけてPerrin氏は、カナダ産

業省代表としてカナダ規格協会(CSA)のプライバシ

ーに関する技術委員会に参加し、「プライバシー保護

に関するモデルコード」(CAN/CSA-Q830-96)の草案

を作成する委員会のメンバーにも加わった。1997年

から98年には、ISOの臨時諮問委員会のメンバーと

して個人情報に関する管理基準を策定するにあたっ

ての、その有効性の検証作業に携わった。OECDの

「Security and Privacy Committee」では長年にわた

りカナダ代表を務めており、OECDの

「Cryptography Policy Guidelines」を策定する臨時

作業部会では、カナダの代表団を率いた。

Perrin氏は1980年代前半には、カナダ初の

Freedom of Information and Privacy Officersの1人

となり、また「Canadian Access and Privacy

Association」の初代会長を務めた。

Caryn Mladen

Privaterra ディレクター

Caryn Mladen氏は、デジタル・コミュニケーショ

ン分野のビジネスコンサルタント、ライター、イン

ストラクターであり、プライバシーやセキュリティ

問題の専門家である。顧客は大手多国籍企業からブ

ティックサイズの小さな企業まで幅広い。知的財産

を専門とする法律家であり、アメリカ・オンライン

（America Online）の出版物「Multimedia Online」

の共著や、ベストセラーとなった「Making Money

with Multimedia」、重版を重ねている「Canadian

Computer Handbook」の共著などで知られている。

最近の共著にはDummiesシリーズの「University

Planning for Canadians for Dummies」があり、米

国市場向けには同シリーズからの次回の発刊が2003

年8月に予定されている。テクノロジー、ビジネス、

教育、プライバシーについての記事、コラムを多数

執筆しており、彼女の記事やインタビュー記事はフ

ランス語、スペイン語、イタリア語、ハンガリー語、

ロシア語、日本語、その他の言語に翻訳されている。
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Caryn Mladen氏は、2001年に、世界中の人権問題

支援ワーカーを対象にプライバシーやセキュリティ

問題についてのトレーニングを行う国際非営利組織

Privaterraを共同で設立した。Privaterraのディレク

ターとして、プライバシーやセキュリティ問題につ

いてメディアを通じて、あるいは公共の場で話した

り、また会議やスタンフォード大学、バークレー大

学等の大学での講演を通じて一般の人を啓蒙してい

る。主な講演には、コムデックス、マック・ワール

ドなどのコンファレンス、またCBC、WTN、

CITYtv、CTVなどのカナダのテレビ・ラジオ局の

ニュース番組などがある。
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www.informationrights2002.org/presentations/bennet_Workshop_9.ppt

More information is available at his personal website is at

web.uvic.ca/~polisci/bennett/index.htm

Medical Privacy
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http://www.cma.ca/cma/common/displayPage.do?pageId=/staticContent/HTML/N0/l2/inside/policy-

base/1998/09-16.htm
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Chair: The Honourable Michael J. L. Kirby Deputy Chair: The Honourable Marjory LeBreton October 2002

http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/commbus/senate/com-e/soci-e/rep-e/repoct02vol6-e.pdf

Medical Record Privacy

Electronic Privacy Information Center

http://www.epic.org/privacy/medical/

Patient Privacy in the Information Age 

Speech by Privacy Commissioner of Canada at E-Health 2001: The Future of Health Care in Canada, May 29, 2001 

http://www.privcom.gc.ca/speech/02_05_a_010529_e.asp

Protection of Personal Health Information

Information and Communications Technologies in Health

Office of Health and the Information Highway (OHIH), Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi/theme/priv/index_e.html

Information and Communications Technologies in Health

Office of Health and the Information Highway (OHIH), Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi/theme/ehr_dse/index_e.html

White-Paper: Selected Legal Issues in Genetic Testing: Guidance from Human Rights

Health Canada — Applied Research and Analysis Directorate (ARAD)

http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/arad-draa/english/rmdd/wpapers/jones.pdf

Towards Electronic Health Records

Office of Health and the Information Highway, Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi/pubs/2001_ehr_dse/ehr_dse_e.pdf

Secondary Use of Personal Information in Health Research: Case Studies, 

Canadian Institutes of Health Research

http://www.cihr-irsc.gc.ca/publications/ethics/privacy/case_studies_nov2002_e.shtml

Smart Health Cards: An Unavoidable Public Debate

Observ@tions — Bulletin of the Telehealth Ethics Observatory 

Vol. 3, No. 1, May 31, 2001

Centre for Bioethics, Clinical Research Institute of Montreal

http://www.ircm.qc.ca/bioethique/english/telehealth/archives/issue31.html#smart

Privacy Horizon — Brendan Seaton’s monthly eZine of health privacy news.

http://www.ehealthprivacy.com/privacyhorizon/

Privacy Enhancing Technologies

Information and Communications Technologies in Health

Office of Health and the Information Highway (OHIH), Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi/theme/ehr_dse/index_e.html
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Information and privacy Commissioner/Ontario

Biometrics and Policing: Comments from a Privacy Perspective

August 1999

http://www.ipc.on.ca/docs/biometric.pdf

This is a chapter, contributed by Ontario  Information and Privacy Commissioner  Ann Cavoukian to the book, Polizei und

Datenschutz — Neupositionierung im  Zeichen der Informationsgesellschaft, a  compilation of essays by international  privacy

and data protection experts. The  book was released in conjunction with  the Data Protection Authority of  Schleswig-Holstein’s

1999 Summer  Academy. This theme of the conference  was Police and Data Protection. Released  August 1999.

Privacy Technology Review

Office of Health and the Information Highway, Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi/pubs/2001_tech/tech_e.html

Privacy Impact Assessments

Privacy Impact Assessment Policy

Treasury Board of Canada Secretarait

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/pia-pefr/paip-pefr_e.asp

(This policy applies to all government institutions listed in the Schedule to the Privacy Act, except the Bank of Canada.)

Privacy Impact Assessment — Obligation or Opportunity, The Choice is Ours!

Peter Hope-Tindall, dataPrivacy Partners

2000-2002, Prepared for the CSE ITS Conference, Ottawa, Ontario, May 16, 2002

Public Key Infrastructure

Government of Canada Public-Key Infrastructure (PKI)

Treasury Board of Canada — Secretariat

www.cio-dpi.gc.ca/pki-icp/gocpki/gocpki_e.asp

Rethinking Public Key Infrastructures and Digital Certificates — Building in Privacy

Stefan A. Brands, MIT Press, Cambridge (USA) 2000

Social Insurance Number

Beyond the Numbers: The Future of the Social Insurance Number in Canada Report of the Standing Committee on Human

Resources Development and the Status of Persons with Disabilities

Albina Guarnieri, M.P., Chair, May 1999

www.parl.gc.ca/InfoComDoc/36/1/HRPD/Studies/Reports/hrpdrp04-e.htm

Address to the Canadian Information Technology Security Symposium Audit and Privacy Issues — Policy Regarding SINs

in Canada

Brian Foran, Director, Issues Management & Assessment, Privacy Commission of Canada

Ottawa, Ontario, May 12, 1999

www.privcom.gc.ca/speech/archive/02_05_a_990512_2_e.asp

House of Commons Standing Committee on Human Rights and the Status of Persons with Disabilities report, Privacy:

Where Do We Draw The Line?, tabled in April 1997 (not available online)

Various Topics

A Guide for Canadians — Your Privacy Rights
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Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Office of the Privacy Commissioner of Canada

http://www.privcom.gc.ca/information/02_05_d_08_e.pdf

A Guide for Businesses and Organizations

Your Privacy Responsibilities

Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Office of the Privacy Commissioner of Canada

http://www.privcom.gc.ca/information/guide_e.pdf

Human Rights in an Information Age: A Philosophical Analysis

Gregory J. Walters, University of Toronto Press, Toronto, Canada, 2001

Privacy Handbook for Canadians: Your Rights and Remedies

Brian Edy and the Alberta Civil Liberties Research Centre
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Resource Guide

Contacts

Federal

The Privacy Commissioner of Canada

112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3 

Tel.: 1 (613) 995-1376

Fax 1(613) 947-6850

E-mail: info@privcom.gc.ca. 

www.privcom.gc.ca

1-800-282-1376

Treasury Board of Canada Secretariat

Corporate Communications 

L’Esplanade Laurier, 10th Floor, West Tower 

300 Laurier Avenue West 

Ottawa, Canada K1A OR5

Tel: (613) 995-2855

Fax: (613) 996-0518

E-mail: services-publications@tbs-sct.gc.ca  

www.tbs-sct.gc.ca

Oversee guidelines related to Federal PKI and privacy impact assessments.

Legislation Available Online

The Privacy Act

http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_07_01_e.asp

The Privacy Act took effect on July 1, 1983

The Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)

http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-6/C-6_4/C-6_cover-E.html

Part One of PIPEDA took effect as of January 1, 2001 and Part Two will come into effect on January 1, 2004.

PIPEDA Regulations

http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_06_01_02_e.asp

Statistics Act

http://lois.justice.gc.ca/en/S-19/

Provincial and Territorial 

Privacy Laws, Oversight Offices and Government Organizations

Alberta

Laws: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Health Information Act (came into force April 25, 2001) 

Oversight: Frank Work

Information and Privacy Commissioner of Alberta

410, 9925 - 109 Street, Edmonton, Alberta T5K 2J8

Phone: (780) 422-6860

Fax: (780) 422-5682
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Email: ipcab@planet.eon.net

Web Site: http://www.oipc.ab.ca/home/

Government Agencies Responsible:

Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Information Management, Access and Privacy Division

Alberta Government Services

16th Floor, 10155 - 102 Street

Edmonton, Alberta, Canada T5J 4L4

Office Phone: (780) 422-2657

Help Desk Phone: (780) 427-5848

Fax: (780) 427-1120 

Email: foiphelpdesk@gov.ab.ca

Web Site: http://www3.gov.ab.ca/foip/

Health Information Act

Alberta Health and Wellness

Email: inquiries (AHINFORM@health.gov.ab.ca)

Web Site: http://www.health.gov.ab.ca/

British Columbia

Law: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: David Loukidelis

Information and Privacy Commissioner for British Columbia

4-1675 Douglas Street

Victoria, British Columbia V8V 1X4 

Phone: (250) 387-5629

Toll-free: 1 (800) 663-7867 (free within B.C.)

Fax: (250) 387-1696

Email: info@oipcbc.org

Web Site: http://www.oipcbc.org/

Government Agency Responsible:

Corporate Privacy and Information Access Branch

Information, Science and Technology Agency

Government of British Columbia

Victoria, British Columbia

Phone: (604) 660-2421

Email: EnquiryBC@gems3.gov.bc.ca

Web Site: http://www.mser.gov.bc.ca/FOI_POP/

Manitoba

Laws: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Personal Health Information Act 

Oversight: Barry Tuckett, Ombudsman

Office of the Ombudsman

750 - 500 Portage Avenue

Winnipeg, Manitoba R3C 3X1 

Phone: (204) 982-9130

Toll-free: 1 (800) 665-0531

Fax: (204) 942-7803
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Email: ombusma@ombudsman.mb.ca

Web Site: http:/www.ombudsman.mb.ca/

Government Agency Responsible:

Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Minister of Culture, Heritage and Tourism

Information Resources Division

3 - 200 Vaughan Street

Winnipeg, Manitoba R3C 1T5

Phone: 204-945-2142

Fax: 204-948-2008

Email: govrecs@gov.mb.ca

Web Site: http:/www.gov.mb.ca/chc/fippa/index.html

New Brunswick

Laws: Protection of Personal Information Act 

Oversight: Ellen King, Ombudsman

Province of New Brunswick

767 Brunswick Street

P.O. Box 6000

Fredericton, New Brunswick E3B 5H1 

Phone: (506) 453-2789

Toll-free: 1 (800) 561-4021 (free within N.B.)

Fax: (506) 453-5599

Email: nbombud@gnb.ca

Newfoundland

Laws: Freedom of Information Act 

Privacy Act 

Oversight: Chris Curran, Director of Legal Services

Department of Justice of Newfoundland

Confederation Building

P.O. BOX 8700

St. John’s, Newfoundland A1B 4J6 

Phone: (709) 729-2893

Fax: (709) 729-2129

Email: chrisc@mail.gov.nf.ca

Web Site: http://www.gov.nf.ca/just/

Northwest Territories

Law: Access to Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: Elaine Keenan Bengts

Information and Privacy Commissioner of the Northwest Territories

5018, 47th street

Yellowknife, Northwest Territories X1A 2N2 

Phone: (867) 669-0976

Fax: (867) 920-2511

Email: atippcomm@theedge.ca

Nova Scotia
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Law: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: Darce Fardy

Freedom of Information and Privacy Review Officer

Freedom of Information and Privacy Review Office

P.O. Box 181

Halifax, Nova Scotia B3J 2M4 

Phone: (902) 424-4684

Fax: (902) 424-8303

Email: uarb.dfardy@gov.ns.ca

Web Site: http://www.gov.ns.ca/foiro/

Government Agency Responsible:

Nova Scotia Department of Justice

General Information

5151 Terminal Road

P.O. Box 7

Halifax, Nova Scotia B3J 2L6

Phone: (902) 424-4030

Web Site: http://www.gov.ns.ca/just/foi/foisvcs.htm

Nunavut

Law: Access to Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: Elaine Keenan Bengts

Information and Privacy Commissioner of Nunavut

5018, 47th street

Yellowknife, Northwest Territories X1A 2N2 

Phone: (867) 669-0976

Fax: (867) 920-2511

Email: atippcomm@theedge.ca

Ontario

Laws: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: Ann Cavoukian

Information and Privacy Commissioner of Ontario

80 Bloor Street West, Suite 1700

Toronto, Ontario M5S 2V1 

Phone: (416) 326-3333

Toll-free: 1 (800) 387-0073 (free within Ontario)

Fax: (416) 325-9195

Email: info@ipc.on.ca

Web Site: http://www.ipc.on.ca/

Government Agencies Responsible:

Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Information and Privacy Office

Office of the Corporate Chief Strategist

Management Board Secretariat

8th Floor, Ferguson Block

77 Wellesley Street West
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Toronto, Ontario M7A 1N3

Phone: (416) 327-2187

Fax: (416) 327-2190

Email: web.foi@mbs.gov.on.ca

Web Site: http://www.gov.on.ca/mbs/english/fip

Prince Edward Island

Law: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: Karen A. Rose

Information and Privacy Commissioner of Prince Edward Island

J. Angus MacLean Building

180 Richmond Street

P.O. Box 2000

Charlottetown, Prince Edward Island

C1A 7N8

Telephone: (902) 368-4099

Fax: (902) 368-5947

Email: karose@gov.pe.ca

Web Site: http://www.gov.pe.ca/

Government Agency Responsible:

Office of the Attorney General

Fourth Floor, Shaw Building

95 Rochford Street

P.O. Box 2000

Charlottetown, P.E.I. C1A 7N8 

Phone: (902) 368-4550

Fax: (902) 368-5283

Web Site: http://www.gov.pe.ca/foipp/index.php3

Quebec

Laws: Act Respecting Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal Information 

Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector 

Oversight: Jennifer Stoddart, Chair

La Commission d’accá l’information du Québec

575, rue St. Amable

Bureau 1.10

Québec, Québec G1R 2G4 

Phone: (418) 528-7741

Fax: (418) 529-3102

Toll-free: 1 (888) 528-7741 (free within Quebec)

Email: Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca

Web Site: http://www.cai.gouv.qc.ca/

Government Agency Responsible:

Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration

Director of Communications

Gérald-Godin Building

360, rue McGill, 2nd Floor

Montréal, Québec H2Y 2E9

Phone: (514) 873-4546
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Fax: (514) 873-7349

Email: direction.communications@mrci.gouv.qc.ca

Saskatchewan

Laws: Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Local Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Health Information Protection Act (not yet in force) 

Oversight: Richard Rendek, Q.C.

A/Information and Privacy Commissioner of Saskatchewan

208 - 2208 Scarth Street

Regina, Saskatchewan S4P 2J6 

Phone: (306) 787-8350

Fax: (306) 757-8138

Web Site: http://www.legassembly.sk.ca/officers/informat.htm

Government Agencies Responsible:

Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

Saskatchewan Justice

11th Floor, 1874 Scarth Street

Regina, Saskatchewan S4P 3V7

Phone: (306) 787-5473

Fax: (306) 787-5830

Web Site: http://www.saskjustice.gov.sk.ca/legislation/summaries/freedomofinfoact.shtml

Health Information Protection Act

Saskatchewan Health

Email: webmaster@health.gov.sk.ca

Web Site: http://www.health.gov.sk.ca/ph_br_health_leg_hipamain.html

Yukon

Law: Access to Information and Protection of Privacy Act 

Oversight: Hank Moorlag

Ombudsman and Information and Privacy Commissioner of the Yukon

211 Main Street, Suite 200

P.O. Box 2703

Whitehorse, Yukon Territory Y1A 2C6

Phone: (867) 667-8468

Fax: (867) 667-8469

Email: email.ombudsman@ombudsman.yk.ca

Web Site: http://www.ombudsman.yk.ca/

Government Agency Responsible:

ATIPP Office

Information & Communications Technology Division

Department of Infrastructure

Government of Yukon

2071-2nd Avenue

Box 2703

Whitehorse Yukon Y1A 2C6

Phone: (867) 393-7048

Fax: (867) 393-6916

Email: atipp@gov.yk.ca
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Web site: http://www.atipp.gov.yk.ca/

Other Federal Offices

Canadian Security Intelligence Service (CSIS)

P.O.Box 9732

Postal Station T 

Ottawa, Ontario K1G 4G4 

(613) 993-9620  

www.csis-scrs.gc.ca

Federal Department of Justice 

The Honourable Martin Cauchon

Minister of Justice and Attorney General of Canada

284 Wellington Street

Ottawa, Ontario 

K1A 0H8

Communications Branch

Tel: (613) 957-4222

TDD/TTY: (613) 992-4556 

Fax: (613) 954-0811 

Media Relations tel: (613) 957-4207

canada.justice.gc.ca/en/index.html

Health Canada

A.L. 0900C2 

Ottawa, Ontario, K1A 0K9 

Canada

Tel: (613) 957-2991 

Fax: (613) 941-5366 

Email: info@hc-sc.gc.ca

www.hc-sc.gc.ca

Office of Health and the Information Highway (OHIH)

Jeanne Mance Building, 4th floor 

Postal Locator 1904 

Ottawa, Ontario  K1A 0K9

Tel: (613) 957-0706

Fax: (613) 952-3226

Email: ohih-bsi@hc-sc.gc.ca

www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi

Human Resources Development Canada (HRDC)

www.hrdc-drhc.gc.ca

To obtain HRDC publications:

Publications Centre

Human Resources Development Canada

140 Promenade du Portage, Phase IV

Hull, Quebec K1A 0J9

Fax: (819) 953-7260

pub@hrdc-drhc.gc.ca

Royal Canadian Mounted Police
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RCMP Headquarters

1200 Vanier Parkway

Ottawa, ON K1A 0R2 

www.rcmp-grc.gc.ca

Supreme Court of Canada

301 Wellington St.

Ottawa, Ontario

K1A 0J1

Tel: (613) 995-4330

Fax: (613) 996-3063

Email: reception@scc-csc.gc.ca

www.scc-csc.gc.ca/

Social Insurance Registration 

P.O. Box 7000 

Bathurst, New Brunswick 

E2A 4T1 

Legislated uses of the SIN (or legislation that regulates its use):

1. Budget Implementation Act (Canada Education Savings Grants) 

2. Canada Elections Act 

3. Canada Labour Standards Regulations (Canada Labour Code) 

4. Canada Pension Plan Regulations (Canada Pension Plan) 

5. Canada Student Financial Assistance Act 

6. Canada Student Loans Regulations (Canada Student Loans Act ) 

7. Canadian Wheat Board Act 

8. Employment Insurance Act 

9. Excise Tax Act (Part IX) 

10. Garnishment Regulations (Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act ) 

11. Farm Income Protection Act 

12. Gasoline and Aviation Gasoline Excise Tax Application Regulations (Excise Tax Act) 

13. Income Tax Act 

14. Labour Adjustment Benefits Act 

15. Old Age Security Regulations (Old Age Security Act ) 

16. Race Track Supervision Regulations (Criminal Code) 

17. Tax Rebate Discounting Regulations (Tax Rebate Discounting Act ) 

18. Veterans Allowance Regulations (War Veterans Allowance Act )

Programs Authorized to use the SIN:

1. Immigration Adjustment Assistance Program; 

2. Income and Health Care Programs; 

3. Income Tax Appeals and Adverse Decisions; 

4. Labour Adjustment Review Board; 

5. National Dose Registry for Occupational Exposures to Radiation; 

6. Rural and Native Housing Program; 

7. Social Assistance and Economic Development Program

Organizations Active in Privacy (not exhaustive)
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The Canadian Civil Liberties Association

www.ccla.org

Access to Justice Network 

www.acjnet.org/ 

Alberta Civil Liberties Research Centre 

www.aclrc.com

Association de la Sécurité de l’Information de la Région de Québec (ASIRQ)

www.asirq.qc.ca/fr/index.html

BC Civil Liberties Association 

www.bccla.org

BC Freedom of Information and Privacy Association

http://fipa.bc.ca/

The Telehealth Ethics Observatory, Clinical Research Institute of Montreal

www.ircm.qc.ca/bioethique/english/telehealth/

Citizens Council on Health Care

http://www.cchconline.org/

Canadian Human Rights Commission 

www.chrc-ccdp.ca

Canadian Medical Association 

http://www.cma.ca

Canadian Trade Unions on the Net 

www.politicalresources.net/canada/ca-unions.htm

Centre for Innovation Law and Policy, University of Toronto

www.innovationlaw.org

Commonwealth Centre for e-Governance

www.electronicgov.net

Democracy Watch 

www.dwatch.ca

Electronic Frontier Canada 

http://insight.mcmaster.ca/org/efc/efc.html 

Fédération informatique du Québec (FIQ)

www.fiq.qc.ca

Ligue des droits et libertes

www.liguedesdroitsqc.org

Manitoba Association of Rights and Liberties

www.winnipeg.freenet.mb.ca/marl/marl_hm.html (page under construction)

PEN Canada 

www.web.net/~pencan/

The Public Interest Advocacy Centre

www.piac.ca

Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC)

Contact: Roch Tassé Guy Caron

Coordonnateur Relations avec les médias

Groupe de surveillance international des libertés civiles Conseil des Canadiens

(613) 241-5298 (613) 233-2773 poste 234

rocht@iclmg.ca gcaron@canadians.ca 

Members include:
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Amnistie Internationale

Association québécoise des organismes de coopération internationale

Association du barreau canadien

Association des avocats musulmans

Centre canadien pour la philanthropie

Conseil canadien pour la coopération internationale

Conseil canadien pour les réfugiés

Conseil ethno-culturel canadien

Conseil du travail du Canada

CARE Canada

Centre for Social Justice

Conseil des Canadiens

Développement et Paix

Droits et Démocratie

Fédération Canado-arabe

Fondation David Suzuki

Fonds du Primat pour le secours et le développement mondial

Greenpeace

International Development and Relief Foundation

Inter Pares

Ligue des droits et libertés du Québec

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

Syndicat canadien des travailleurs de l’automobile

Syndicat des métallos unis d’Amérique

Vision mondiale Canada.
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