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電子政府・電子自治体のプライバシーに関する調査研究 報告書

1.要約　(Abstract)

このレポートは、米国におけるプライバシー問題の現

状とそのおもな発生源(および関連する国際的な問題)

を取り上げ、プライバシー保護の切り札と目される技

術を簡単に紹介するとともに、深刻なプライバシー侵

害の実例を通してそのリスクを検証するものである。

また、プライバシーを無視する昨今の風潮が続いた場

合に、近い将来発生するであろうさまざまな問題につ

いても考察する。これら問題の大半は他国にも共通す

るであろうし、おそらくは日本においても重大な関心

事であると思われる。

2.序文および要旨
(Introduction and Executive Summary)

プライバシーの概念は、人により、あるいは文化によ

り大きく異なる。他人の権利を侵害しないという条件

付きでの「干渉されない自由」を意味することもあれ

ば、コンピューターに保存された情報が通信メディア

によって伝送され、悪用あるいは濫用されるのを防ぐ

という特定の意味で使われることもある。

100年前の小さな町の住人には、現代人の考えるプ

ライバシーは想像もできなかったことだろう(こういっ

た社会では誰がどこで何をしているかすべてわかって

いた)。現代社会において、プライバシーを欲する声は

技術の進歩とともに高まってきた――少なくともつい

最近まではそうだった。

現在のコンピューター、データベース、通信システ

ムが個人情報を統合し検索する能力は、ほんの10年、

20年前には想像もつかなかったほど向上し、同時にそ

れらの個人情報を濫用し悪用する機会も飛躍的に拡大

した。

多くの国で、法律や司法制度がこういった技術の進

歩に追いつかず、問題を悪化させている。先回りして

市民および住民のプライバシーを守る方策がとれない

まま、実際のプライバシー侵害が起きてからやっと対

策法が整備されるという「いたちごっこ」が続いてい

る。対策が(程度はともかくとして)立てられたとして

も、それが実施されるころには、対象となる個人情報

はたいていすでに濫用されている。そうなると個人情

報を「取り戻す」すべも、さかのぼって保護するすべ

もない。いったん暴露された個人データは、恒久的に

使われ続ける。

政府や産業界がプライバシーに大きく関与している

ことも、マイナスに作用している。政府は、安全保障

を理由にプライバシーを侵害するような――しかし実

際には安全保障にはほとんど役立たないばかりか、市

民の自由を奪い、警察国家への道を開くような――行

動をとることがある(安全保障を理由にすると、一般の

人々に対する宣伝の意味でも、また政治的にも、有用

で立派なことと受け止められる)。

出生、死亡、裁判、各種行政記録などの公的記録が

データベースに組み込まれ、簡単にアクセスできるよ

うになった場合は、(公的、私的を問わず)これまでも

大規模な情報の濫用が起きている。これらの情報デー

タベースが行政が提供する「金のなる木」になってい

るふしもある。同じデータが紙の上に記録されていた

ときには(調査も入手も非常に困難だったため)害を及

ぼすことも少なかったが、コンピューターとデータベ

ースから入手できるようになったことで、その性質は

大きく変わった。ここから起きる問題の大きさは測り
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知れない。

ビジネスの世界では、顧客の個人情報はジャガイモ

や豚肉と同レベルの単なるモノとして扱われがちであ

る。顧客情報は大量に取引され、売られ、利用され、

その際、個人情報をコピーされ濫用されている本人に

は何もできない(あるいは、利用されていることすら

気づかない)。

米国では、連邦、州、地方自治体がそれぞれプライ

バシーに関して定めた法律や規則が入り乱れ、ひどい

混乱を引き起こしている。産業界は、たとえばクレジ

ットや金融サービスなどの分野における最小限の緩や

かな規則を守る以外、消費者の権利についてはほとん

ど無関心であり、むしろ状況を利用しているのが現状

である。インターネットを含め、ビジネス上で生じて

いるプライバシー侵害については、多くの場合今でも

規制がほとんどなく、あらゆる局面で驚くべき速度で

被害が拡大している。

米国はある意味で、他の国々(たとえばヨーロッパ

経済共同体諸国 EEC：European Economic

Community )と比べて非常に立ち遅れている。プライ

バシー問題そのものを避けて通ろうとする態度が明白

なのである。しかし、EEC諸国が常に正しい行動を

とってきたわけではない。(特に最近)EEC諸国のなか

では、プライバシーと監視について明らかに問題とさ

れる動きがあったことも確かである。だがEECは少

なくとも、妥当かつ一貫したやり方でプライバシー問

題を明確化する努力を始めている。一方で、米国はこ

うした取り組みを頑固に拒否している。

[編注：EECは1967年にECに統合され1993年にはEUに

発展しているが、ここでは別な意図でEECという呼

称が使われていると思われる。例えば、ヨーロッパで

はプライバシー法は70年代から制定されていたことな

ど、が考えられる。]

2001年9月11日のテロ攻撃以来、米国では、世界の

「安定」を維持するための先制攻撃を熱心に支持する

声が高まっているが、この風潮で息を吹き返したのが、

プライバシー保護に異議を唱える多くの団体である。

これまでは、その過激な主張を法に反映させることは

できなかったが、最近の「対テロ」を追い風に、市民

的自由とプライバシーを制限する法律の成立が期待さ

れるようになった。しかし実際には、こういった法律

のほとんどはテロ撲滅に大きな効果はない。

プライバシーにとって今は逆風が吹いている。

普通の人は、実際に自分のプライバシーが侵害され

るまで、この問題に思い至ることはない。しかも多く

の場合、プライバシーの侵害は時間をかけてゆっくり

と進み、最終的に取り返しのつかない被害をもたらす。

プライバシーを保護するには相当な努力と労力、さ

らに献身と根気強さが必要である。特に昨今のように

コンピューターが増え、情報データベースが相互にリ

ンクし、インターネットが日常化するなかで既存の、

あるいは新しい情報やデータを悪用しようとする政府

機関および民間企業の動きが高まりつつある状況で

は、なおさらである。

このレポートでは、個人認証やコンピューターに保

存されたデータベースなど、プライバシーに関連する

問題を幅広く取り上げた。問題点を指摘するだけでな

く、テクノロジーを積極的に利用できる環境があった

場合、どうすればそれをプライバシー保護に役立てら

れるかについても記すように心がけた。また過去に起

こったプライバシー侵害のさまざまな実例とその危険

性についても示した。これにより個人や組織、さらに

は政府が、現在と将来にわたって直面する危険の大き

さを知っていただければ幸いである。

このレポートで使った専門用語の解説を末尾に付し

た。身元(identities)、認証(authentication)、許可

(authorization)、説明責任(accountability)、匿名性

(anonymity)、疑似匿名性(pseudoanonymity)等に関す

る用語を掲げてある。

[訳注：実際の用語集にはidentities, accountability,

pseudoanonymityの言葉自体は含まれまていない]

紙面に限りがあるため、これら複雑な問題も簡略に

述べるにとどめている。特に重要な問題に関する特定

の事例や詳細について興味のある読者は、末尾に付し

た参考文献をぜひご参照いただきたい。
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3.社会保障番号ほかの各種身分証明法
(SSNs and Other Identification Schemes)

米国では、社会保障番号(Social Security Number：

SSN)が重要な役目を果たしているが、同時に矛盾も

生まれている。米国内で収入を得ている人間は、ほぼ

例外なく社会保障番号を持っていなければならない

が、社会保障番号を記した社会保障カードは身分証明

証ではない。かつて社会保障カードには、「身分証明

の目的では使用しない」と明確に記載されていた。日

常のあらゆる場面で社会保障番号を尋ねられることは

あっても、実際にカードの提示を求められることはめ

ったにない。

社会保障番号の表向きの目的は、特に徴税のために

個人の金銭的活動を記録し追跡する手段を提供するこ

とである。連邦や州の所得税をはじめとして、税金を

徴収するための事実上あらゆる記録が、9桁の社会保

障番号で処理されている。

「社会保障」という名称は、そもそもこの番号が制

定された目的が、徴税だけでなく、社会保障制度の一

つである老齢給付金などの給付を容易にするためでも

あったことに関係している。

しかし、制度が始まって数十年のうちに、社会保障

番号はあらゆる場面で万能の個人識別番号として使わ

れるようになった。その利用法の多くは、徴税などの

役所の手続きとはまったく関係がない。社会保障番号

の濫用が広がり、いまや天文学的な数字に増えた身分

証明詐欺事件の筆頭に挙げられるようになったのは、

こういった事情が影響している。

社会保障番号は一般に秘密情報とは考えられていな

い(特に最近の訴訟によってそういう認識が広まった)

ため、非政府組織、企業、また個人でさえ、合法、非

合法を問わず、社会保障番号を使って記録や調査を行

なっている。しかし、米国の社会保障カードにはバイ

オメトリクス(生体認証)の手段はいっさい組み込まれ

ていないばかりか、写真すらついていない。このこと

からも、社会保障カードが実質上、いかなる身分証明

にもならないことがわかる。

使用目的や受け渡しに関する規制が緩いため、社会

保障番号はいまや健康保険、クレジットカード決済、

あらゆる種類の信用記録など、一般消費者にまつわる

あらゆる記録の事実上の整理番号になっている。また

地域によっては、図書館カードや学生証の参照番号と

しても使われてきた。しかし明らかに、こういった目

的に社会保障番号を使うことは多大なリスクを伴う。

たとえば、学生証はさまざまな手続きに使われるため、

日常的な事務処理の過程で多くの人の目に触れること

になる。

同じ番号がいろいろな目的で広く利用されること

から、番号がいったん他人の手に渡ってしまうと被

害も大きくなる。困ったことに、クレジットカード

会社、銀行など多くの企業が、電話での情報収集や

処理業務の際に顧客パスワードとして社会保障番号

を使っている。パスワードには母親の旧姓や生年月

日を使うことも多い。つまり、個人の社会保障番号、

生年月日、母親の旧姓は、多くの場合、公的な記録

データベースを介すれば簡単に入手できるようにな

っているのである。

州によっては、米国で身分証明証(IDカード)として

最も一般的に使われる運転免許証に社会保障番号を

記載するところもある。最近になって法律が改正さ

れ、運転免許証への社会保障番号の記載に関して最

低限の規制ができたが、濫用の可能性はほかにもい

ろいろ残っている。たとえば、米国税局は数年前ま

で、納税者へ送る郵便の宛名の脇に社会保障番号を

明記していた。

3-1.運転免許証と州発行のIDカード
(Driver’s Licenses and State-issued “Identification”Cards)

米国で最も広く使われている身分証明証が運転免許証

であることは間違いない。運転免許証と、運転免許を

持たない人のために州が発行する身分証明証(IDカー

ド)に関しては、各州がそれぞれ規定を設けている。

大半の州では、運転免許証とIDカードに本人写真

を貼付している。しかし現在、これらのカード自体に

社会保障番号が記載されない場合でも、ほとんどの州

が交付申請の際に、州の記録と照合できるよう社会保

障番号の提出を求める。免許証交付に際して社会保障

番号の提出を求めたもともとの理由は、「養育費を払

わない父親」を探し出す手がかりにするためだった。

しかし、のちに連邦法が改められ、社会保障番号と免

許証等のデータは広範に利用できるようになった。

最近の連邦法改正により、州が収集すべき情報を統

一する動きも出てきた。今後は、免許証やIDカード

へのバイオメトリクス(生体認証)の追加が義務付けら

れる可能性が高いと言われている。現在、たいていの

州でカードや個人記録に用いられている生体情報は、

片手の親指の指紋だけである。

また、「スマートカード」推進の動きを受けて、行

政側が、免許証やIDカードに組み込んで機械で読み

取る情報を増やすよう要求してくることは間違いない

だろう。

運転免許証に関するこういった一連の動きから、

これが米国での事実上の国民IDカードにつながるの

ではないかという大きな懸念が浮上している。もし

そうなると、各州が発行し、形式的には州の管理下

に置かれるはずの運転免許証やIDカードが、最終的

電子政府・電子自治体のプライバシーに関する調査研究 報告書
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には米国のあらゆる手続きや行動に必要とされるこ

とになる。

現時点では、運転免許証も、運転免許を持たない人

のためのIDカードも、理屈の上では任意のものであ

る。しかし現実には、このどちらかがないと、多くの

手続きができなかったり、あるいは面倒になったりす

る。いまや多くの店が、クレジットカードや小切手を

受け取る前に運転免許証の提示を求めてくる。

現行の運転免許証は大半が磁気ストライプつきだ

が、その機能は限られており、現時点でここから情

報をスキャンして取り出せる業者はほとんどいない。

しかし、今後技術が進歩すれば、カードにどんな情

報を保存するか(外から見える磁気ストライプ、ある

いは外から見えない内蔵チップを使うことになる)、

さらに誰がそのデータを読み、集め、保存し、利用

できるのかということが、大きな問題になることは

確実である。

3-2.収集されたデータの拡散と管理、濫用について
(いわゆる「データ・クリープ」問題) (Spread,
Control, and Abuse of Collected Data (“Data Creep”))

米国のみならず世界中のプライバシー問題は、「デー

タ・クリープ」問題と根底でつながっている。デー

タ・クリープとは、ある目的のために合法的に集めら

れた情報が、合法的あるいは非合法的な別のさまざま

な目的(往々にして本来の目的とは無関係である)に転

用される現象を指す。

多くの場合、プライバシーに関して問題になって

いるのは、こういったかたちでの個人情報の漏洩で

ある。この種の情報の流出を取り締まろうと行動を

起こしたり、法律を制定した国もある(特にEUやカ

ナダ)が、米国は全般的にかなり遅れをとっている。

米国には、国内居住者のプライバシー問題をあらゆ

る角度から把握しているオンブズマンのような機関

がない。最近新しくできた法律は、表向き、金融機

関がプライバシーに関する情報を扱う際の規定を設

けているが、実際には最低限の規定でしかなく、と

うてい十分とは言いがたい。

金融機関に対し、顧客が明確な同意を与えない限り

個人情報を外部に出さないというオプトイン方式をと

るよう促す試みは、あまり成功していない。むしろ法

律は、顧客が明確に拒否しない限り個人情報を外部に

出してもかまわないというオプトアウト方式を広く容

認してきた。

実際のところ、これは基本的に企業への個人情報の

漏洩である。ほとんどの消費者は、どのような個人情

報が収集され、どう利用あるいは濫用される可能性が

あるのかを理解しておらず、また、オプトアウト方式

のもと、情報の流用を明確に拒否する権利が認められ

ている場合でも、それを行使するには積極的な手続き

をとる必要があることに気づいていないからである。

企業や組織が顧客にプライバシー対応を通知するや

り方にも一般に問題があり、事態の悪化に拍車をかけ

ている。(ウェブなど)オンラインに掲載されたプライ

バシーポリシーは不明瞭なことが多く、往々にして難

解な法律用語で書かれているため、仮に延々と続く文

章を読む時間があったとしても、ほとんどの人が理解

できない。さらに悪いことに、こういったオンライン

上のプライバシーポリシーは、明確な通知もなく、頻

繁に変更される。

法律は、顧客宛ての請求書や手紙にプライバシー

やオプトアウトに関する情報を盛り込むよう義務づ

けているが、これまでほとんど効果がなかった。こ

ういった通知は通常、難解な用語を細かい文字で印

刷した小型パンフレットのかたちをとっているため、

同封される広告や印刷物と混ざってしまい、読まず

に捨てられてしまうことがほとんどである。また、

オプトアウトの権利を使おうとしても、意志を告げ

るための無料の電話番号がなく、書類を書いて郵送

するなどの面倒な手続きが必要な場合もある。オプ

トアウトの手続きをしたのに、それがシステム内で

適切に処理されたことを証明する明確な仕組みがな

いということもよくある。

収集して利用される個人情報や広告などのデータが

あまりにも多すぎるので、一般消費者は、行政機関や

企業の多くのデータベースのなかで自分の個人情報が

どうなっているのかをまったく把握できない。これら

のデータベースのほとんどは、特に何の手続きもなし

に利用できる。ただし、個人の信用記録、信用度など

の情報を集める大手の信用調査機関に関してのみ、情

報へのアクセスに関する法律と、不服申し立てやデー

タ修正のための仕組みが提供されている。(「15.アイ

デンティティーとプライバシーに関するリスクの実例

(Illustrative Cases of Identity and Privacy Risks)」の

項を参照のこと)

消費者が自分の個人情報に関してオプトアウトなど

の権利を行使しようとしてもうまくいかないことがあ

るのは、これらの法律が通常、企業内(場合によって

は関連企業内)の組織間での情報共有を消費者による

管理の対象としていないからである。大企業の合併、

特に金融機関どうしの合併が増えているため、これに

よって個人情報の共有がさらに拡大する可能性があ

る。現行のプライバシー関連法では、こういった部分

は規制しきれない。

3-3.電話関連のデータの収集と利用、濫用について
(Collection, Use, and Abuse of Telephone-related Data)
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米国でもう一つ懸念されているのが、電話会社など

の通信関連企業による顧客情報(顧客に関する専属的

ネットワーク情報(CPNI)など)の利用である。現行法

のもとでは、顧客の通話習慣や電話料金などのデータ

が、広く共有され利用される可能性がある。

今回取り上げている他のさまざまな消費者情報と

同様、一部のデータに関しては、情報を外部に漏ら

すことを拒否できるオプトアウト方式が採用されて

いるが、ほとんどの利用者はこのことを知らないた

め、情報を守るチャンスが活用されることはめった

にない。最近も、この分野での規制を強化し、電話

会社の個人データの利用を制限しようとする動きが

あったが、どれも成功しなかった。今後、論争が続

くことが予想される。

3-4. 9.11以後に制定された法令の
プライバシー問題への影響　
(Effects of Post-September-11 Laws 
on Privacy Issues)*********************

連邦、州、地方自治体を含めたあらゆる米国法が、

2001年9月11日の同時多発テロ事件以降、見直され、

あるいは影響を受けている。事件を受けて制定された

USAパトリオット法(USA Patriot Act)や国土安全保障

法(Homeland Security Act)などの法律は、多くの点で、

それまでのプライバシー問題に関するささやかな進歩

にブレーキをかけた。

またごく最近には、米司法省が、米国内のセキュリ

ティーに関してさらなる法改正を議会に要請しようと

していることも明らかになった。議会がこれを受け入

れれば、プライバシーを脅かす動きがよりいっそう強

まることになる。

USAパトリオット法と国土安全保障法は、テロと

の戦いという名目のもと、政府や、場合によっては私

企業にかなり大きなプライバシー侵害行為を許してい

る。これらの法律は、テロへの反応から迅速に立案、

可決されたうえに、多くの場合、テロとは関係ない目

的でも使われる可能性がある。こういった法律は今後、

(電話、インターネット等の)通信の監視も含め、テロ

とは関係のないさまざまな法執行行為に大きな影響を

与えることとなろう。

4.情報システムにおけるプライバシー問題の概要
(Summary of Information System Privacy Issues)

• 情報の機密性。
従来のセキュリティーポリシー下で。情報(プロ

グラム、データ、レポート、システムパラメータ

など)へのアクセスを、アクセス権限を持つユー

ザーに限定すること――「知る必要性」。

• 推測と集約。
特定の情報から推測する能力、および複数の情

報源からの情報を組み合わせて、より進んだ推

測を行なう能力。

• 情報とシステムの完全性。
情報(データ、プログラム、システム、ネットワ

ーク接続の設定など)が(偶然あるいは意図的に)有

害なかたちで改ざんされるのを防ぐこと。

• 情報の正確さ。
「正確」とは、情報が正しく入力されること、正

しく記録されること、最後まで正しいままである

ことを意味する。これは、特に個人情報データベ

ースで重要である。個人情報に重大な誤りがある

と、当該個人に深刻な被害が及ぶ可能性がある。

誤りの原因としては、入力データが、正確性レベ

ルの異なるさまざまなソースから抽出されている

ことなどがある。どのような誤りでも、その影響

は恒久的に残り、他のデータベースやシステムに

広がってしまうことが考えられる。

• アカウンタビリティー(説明責任)。

説明責任を果たすにはさまざまな方法がある。最

も優れた方法としては、誰がどのような操作を行

ない、コンピューター・システムおよびネットワ

ークにどのような影響を与えたかが常に明確にな

るようにしておくことである。しかし、監査証跡

を含め、説明責任の遂行には深刻なプライバシー

侵害が伴うため、これらの諸点も考慮する必要が

ある。
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5.各種プライバシー保護技術とその限界
(Privacy-enhancing Technologies and 
Their Limitations)

5-1.コンピューターシステムとネットワーク
セキュリティー　
(Computer System and Network Security)******

システムとネットワークのセキュリティーを強化すれ

ば、プライバシーはある程度まで保護できる。しかし、

多くのプライバシー侵害はコンピューターシステムの

外部で発生していることを知っておく必要がある。つ

まり、プライバシーはシステムに内在する問題でもあ

るが、原因がシステムの外に存在する場合もあるとい

うことである。それでも、認証、許可、説明責任、暗

号化などの技術的アプローチによって、プライバシー

保護はかなり改善できる。

5-2.ユーザーとシステム・エンティティーの認証
(Authentication of User and System Entities)*********

• 何度でも使える固定パスワードを使用する方法

は、ユーザーの本人確認には不十分である。脆弱

なシステム環境でこのような認証を使用すると、

システムに入力されたパスワードが暗号化されず

に送信されたり、そのままメモリに格納されたり、

メモ用紙に書きとられてコンピューターやキーボ

ードに貼り付けられるなどしがちである。個人フ

ァイルと関連付けたパスワードは特に危険であ

る。理屈のうえでは、覚えにくいパスワードを使

用したり、パスワードを頻繁に変更したりするよ

う義務付ければいいはずだが、そうすると、パス

ワードをメモに書き留めて、不正ユーザーが容易

に発見して悪用できるような場所に置いておく危

険性が高まる。

• 一度しか使えないワンタイムパスワードは、固

定パスワードよりはやや複雑な認証方法である。

最も簡単なのが「S-Key」という方法で、リモー

トでシステムにアクセスしたい個人ユーザーは、

使い捨てのパスフレーズをいくつも持つ。与えら

れるパスフレーズ・リストは、擬似ランダムジェ

ネレータによって生成され、生成とは逆の順番で

使用されるため、一つのパスフレーズを盗んでも

次のパスフレーズを導き出すことはできない。

• 暗号化技術を使った認証は、さらに複雑化のレ

ベルを増す。ワンタイムパスワードでも暗号化を

伴うものはこのレベルである。

• ネットワーク・セキュリティーにおいてシステ

ム・エンティティーの認証を行なう暗号化プロト

コルには、さまざまな種類がある。

• バイオメトリクス(生体認証)は個人を認証する方

法として一定の期待を受けているが、問題も多い。

たとえば、DNAや指紋による本人確認は有効で

あり、人物誤認の根絶に大きく役立つ可能性があ

る。虹彩スキャンも一定の範囲でかなり正確な判

断ができる。しかし虹彩スキャン技術はそれほど

手軽には利用できず、一部の人は年月が経つと虹

彩が変化する場合がある。また、顔認識および顔

のジオメトリ認識は、虹彩スキャンよりさらにあ

てにならない(「7.バイオメトリクス(Biometrics)」

の項を参照)。

5-3.許可とコンピューターのアクセス制御
(Authorization and Computer Access Controls)

• 組織内でプライバシーを管理するためのアクセ

ス制御。一般的に組織は、情報をどのような環境

に置き、誰がどのように利用するかということを

定めたポリシーを持ち、これを実行するため、ア

クセス制御リスト、UNIXライクなグループ制御、

役割に応じたアクセス制御など、さまざまなアク

セス制御メカニズムを利用する。このほか、ケー

パビリティをベースにしたアーキテクチャーから

のアプローチ(偽造不能なケーパビリティを持た

せることで、明確なアクセス権限を付与する)や、

複数のレベルでセキュリティーを強化したシステ

ム(たとえば、[最高機密情報]->[機密情報]->[極秘

情報]->[秘密扱いされない情報]と上から下に情報

を移動したり、同じセキュリティーレベルでも別

のコンパートメントに情報を移動したりできない

ようなセキュリティーポリシーを定める)を設定

する方法がある。理論上は、後者が多くの点で優

れているが、この方法を採用したとしてもプライ

バシー侵害が起きないという保証はない。

5-4.システムとネットワークの認証
(System and Network Authentication)

• システムツーシステム、ピアツーピア、エンド

ツーエンドなど多様なシステムレベルに合わせ、

多くの認証技術が存在する。これらの技術はすべ

て複雑なプロトコルを使用しているが、プロトコ

ルの多くには問題が発見されている。細部まで行

き届いたセキュリティーポリシーを実行できるよ

うなネットワークや高度に分散化されたシステム
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を開発することは、非常に難しい課題である。

5-5.機密性を強化するための暗号化
(Cryptography for Enhancing Confidentiality)

情報を格納したり転送したりする際の暗号化は、コン

ピューター・システムおよびネットワーク内でのプラ

イバシー保護に非常に効果がある。しかし、情報が処

理される過程などで暗号化されていない状態で扱われ

る際には危険が伴う。また、復号化キーを失なう危険

性があるし、政府などの組織が復号化キーの「エスク

ロー」(第三者預託)を要求することもありうる。これ

らによって、すべての関連システムのセキュリティー

が大きく低下する可能性がある。

5-6.匿名性と疑似匿名性
(Anonymity and Pseudoanonymity)

• 別名(Alias)。。

別名を使用すると、同一のエンティティーに対

して複数の識別子が生成される。しかし別名を

使用してもプライバシーは表面的に保護される

だけで、本質的なプライバシー保護にはつなが

らない。

• 疑似匿名アイデンティティ(Pseudoanonymous

Identity)。[疑似匿名自己同一性]

擬似匿名アイデンティティとは、直接に具体的

な個人につながらないアイデンティティを指し、

永続的なもの(長期間使用される)と、非永続的な

もの(一度だけ使用される)がある。実装方法によ

っては、永続的な疑似匿名アイデンティティよ

りも、非永続的な一時アイデンティティのほう

が不正利用されにくいかもしれない。電子メー

ルに擬似匿名アイデンティティが使用された場

合、メール受信者は本当の送信者の身元を知ら

ないまま返信できる。しかし、このようなプラ

イバシー保護の効果は、リメーラーの匿名性を

完全なまま維持できるかどうか、また、リメー

ラーの運営者がユーザーの身元を明らかにする

ようにという政府などからの圧力に屈しないで

いられるかどうかに左右される。また、悪意を

持つユーザーが別名を使って何も知らないユー

ザーを陥れるなどの深刻な問題が発生すること

も考えられる。

[編注: ここでは、Identityに対応する適切な訳語がな

いため「アイデンティティ」のまま使うこととする。

一番近いと思われる日本語は、心理学者Erik H.

Eriksonの使ったIdnetityに対しての訳語「自己同一性」

であると思われる。またこのレポートでいわれるアイ

デンティティとは、IDカードなどのことではない。]

• ブラインド署名。
個人ユーザーが身元を明かすことなく許可を与

えられる暗号化技術。

• 匿名で利用できるスマートカード。
暗号化技術を使ったスマートカードは、米国よ

りも欧州で広く使われている。よく利用される

のは、電話や公共交通機関のプリペイドカード

である。カードの購入時または使用時にシステ

ム外部からの監視によって本人確認がされる危

険性は残っているが、一定の匿名性が維持され

る。暗号化の信用度はカードシステムによって

異なる。また、カードの暗号を解読する技術が

向上したため、カードの悪用や偽造などの危険

性も高まっている。特に、電力差分解析(DPA:

differential power analysis)、フォールト・イン

ジェクション(fault injection)などのさまざまな技

術によって、スマートカードから秘密の暗号化

キーを抽出できることが証明されている。

• デジタルキャッシュ。
現金と同じように利用でき、追跡が不可能な電

子マネーについてはさまざまな開発努力が行な

われている(DigiCash(デジキャッシュ)、

CyberCash(サイバーキャッシュ)など)。しかしど

れも、大きな成功には至っていない。

5-7.監視、異常や悪用の検出、対応
(Monitoring, Anomaly and Misuse Detection, 
and Response)***********************************

これまで紹介した技術はすべて、不正行為を予防する

ための手段であるが、予防ではなく検出のメカニズム

によってプライバシー保護を強化する方法もある。予

防ではないといっても、早期検出により不正利用を早

い段階で食い止められることも事実である。内部およ

び外部からの不正利用、意図的および無意識的な不正

利用、システムの誤作動、通常の動作からの逸脱など

を、その原因にかかわらず検出するシステムは数多く

ある。これらの検出技術は特にプライバシー侵害の特

定(発生時、発生直後の発見、および後になってから

の分析)と、その後の対応に役立つ。
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6.IDカードシステム　(ID Card Systems)

身分証明システムを考える際には、IDカードシステ

ムの使用する特定の技術に論点が大きく傾きがちであ

る。しかし、この論点は見当違いであることが多い。

なぜなら、こうした議論では、身分証明システムが

様々な問題や誤りなど望ましくない性質を持ちうるの

は、収集されたデータ自体に問題があるためであって、

カードシステム技術のせいではないという事実が見失

われる傾向にあるからである。

とはいえ、喧伝されているカードシステムのどれ

一つとして、基本的セキュリティーの範囲内ですら

絶対確実と言えないことは、指摘しておく価値があ

る。われわれ皆に馴染み深い、一般的な磁気ストラ

イプ・システムでは、通常、プラスチックのカード

の裏面にある磁気ストライプに、様々なデータがエ

ンコードされている。このストライプはふつう、簡

単に入手できる装置を使って読み書きできるため、

多種多様な不正使用を受けやすいことはよく知られ

ている。この脆弱性は長年にわたり、個人情報の盗

用、クレジットカード詐欺をはじめとするさまざま

な犯罪に悪用されてきた。

よくある手法の一例として、販売スタッフが買い物

客の知らぬ間にカードの磁気ストライプから個人情報

データをコピーするという方法がある。この犯人は、

顧客がよそ事に気を取られているあいだに、「スキマ

ー」という小さな装置でカードデータをこっそり複製

する。作業を終えるのにわずか1～2秒しかかからない。

このようなカードの磁気ストライプには、詐欺犯罪の

実行に必要な重要データがすべて収められているた

め、犯人は収集したデータを使って、買い手が商店に

姿を見せずにすむ通信販売の注文や電話・インターネ

ットでの注文ができる。そればかりか、店鋪などでの

不正使用を目的とした新規クレジットカードを物理的

に作り出すこともできる。カード技術のこうした不正

利用によって、毎年莫大な損害が生じている。推定損

害額には幅があるが数十億USドルに迫る勢いであり、

総売上の相当部分を侵食している。

近年は、いわゆる「スマートカード」が盛んに宣伝

されている。スマートカードは、従来のプラスチック

製クレジットカードやキャッシュカードに似た外観だ

が、ICチップを搭載し、通常は小容量のメモリを内

蔵するので、従来型カードよりも進んだ、おそらくは

セキュリティーも高いカード機能を実現できる。確か

に、スマートカードに格納した情報は、従来の磁気ス

トライプカードほどたやすく読みとったり改ざんした

りはできないが、スマートカードの技術といえど、さ

まざまなレベルの技術を使った侵入に対して万全では

ない場合の多いことが次第に明らかになってきた。

(スマートカードの脆弱性と不正使用の例について、

後述の「15.アイデンティティーとプライバシーに関

するリスクの実例(Illustrative Cases of Identity and

Privacy Risks)」の項を参照。)

ここで再度、カードに関する技術自体の問題以上に

揺るがせにできない点を指摘しておきたい。すなわち、

個人の機密情報の大量集積を意図するシステムは、実

施技術のいかんによらず、100パーセントの安全確保

や、不正使用に対する万全のセキィリティー対策がで

きないのではないか、という本質的な問題である。こ

れらのカードに関わるデータベース内の情報は常に、

それ自体が誤り、偽造、改ざんなどの問題にさらされ

ている。いかなるカード技術をもってしても、この根

本的難題は解消できない。

したがって、カードシステム業者の売り込みや口車

に乗るのは、避けた方が賢明である。現在販促中の技

術であるか、将来的に採用される技術であるかにかか

わらず、カードシステムの採用が妥当との判断を下す

前には、そのシステムに生じうる誤りや不正使用の可

能性を十分に認識し、評価しておくことが特に重要で

ある。

6-1.その他の監視・追跡システム
――写真・コピー・商品　
(Other Surveillance and Tracking 
— Photos, Copies, Merchandise)*

表向きは立派な監視システムが、思いもよらぬ形で個

人の自由を侵害することがある。例えば、米国内の写

真現像所の大半で、特に児童ポルノ写真などの不正画

像の摘発を目的として、現像された写真が盛んに検査

されている事実は、あまり知られていない。児童ポル

ノ写真の蔓延防止という目的は一見非の打ちどころが

ないようだが、現実に監視システムを実施した結果、

困惑せざるをえないような不公平な事態が生じてい

る。まったく悪意のない写真であっても、フィルム現

像所の所員の目にとまったために、写っている子供の

親が呼び出され、拘束され、ときには逮捕されてしま

うことすらある。

例えば、風呂場など家庭内のまったく無害な状況で

撮影された幼児の裸の写真がトラブルのきっかけにな

りうる。この状況が皮肉なのは、本気で児童ポルノ写

真を撮るつもりなら、この時代、企業の現像所で写真

を現像させるとは到底考えられないからである。ポル

ノ写真、なかでも児童ポルノの大部分は、フィルム現

像というリスクがないデジタル写真に移行してしまっ

たと考えるのが妥当である。

同じように、デジタル・カラーコピー機に秘密の追

跡システムが普及してきている事実もほとんど知られ
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ていない。この追跡システムを使うと、コピー画像か

ら、そのコピーを作成したコピー機を突き止めること

ができる(現在、これと同じ技術はデジタル・プリン

ターにも導入されようとしている)。これらのシステ

ムは、一般に「ステガノグラフィー」(steganogra-

phy)と呼ばれる技術を使用して、シリアルナンバーそ

の他の識別情報を、特別の解読技術を持たないユーザ

ーには見えないように画像の中に隠す。表向きは、コ

ピー機による紙幣の偽造に対抗するという大義名分が

掲げられている。しかし、こうした識別データの利用

に対する法的規制がほとんどない現状にあって、この

ような識別システムが、民事訴訟など多様な他の状況

でも利用されかねないのは明白である。

再度の指摘になるが、ここでもやはり、収集データ

に課しうる目的の範囲を慎重に線引きする法律が欠如

しているために、システムが各政府に販売された本来

の目的を大きく踏み超えてしまう脆弱性を生み出して

いるという状況が見て取れる。

今後数年で大規模な展開が見込まれるもう一つの技

術はRFタグ(RF Tag)である。RFタグはほぼあらゆる

物品に埋め込める小型チップで、無線システムによっ

て、持ち主やユーザーに知られずに情報が調べられる。

在庫追跡・管理の支援用としても販売されているこの

システムは、他の多くの場で悪用される可能性もある。

なぜなら、販売後、不特定の期間にわたってタグを埋

め込んだ物品の所在が詳細に追跡できるためである。

今のところ、RFタグ技術は比較的短期間しか機能し

ないが、この段階にあってもやはり、データの収集と

利用、データ拡散の管理を行なう法的根拠が欠けてい

ることが、大きな懸念材料と言わざるをえない。

6-2.埋め込み型IDチップなど
(Implantable ID Chips, etc.)

埋め込み型IDチップのコンセプトをめぐっては、米

国民のあいだで高い関心が寄せられてきた。埋め込み

型IDチップ(Applied Digital Solutions(アプライド・デ

ジタル・ソリューションズ)社が販売促進している

VeriChip(ベリチップ)やDigital Angel(デジタル・エン

ジェル)など)はまだ世に出て間もないが、悪用される

可能性は大きい。この分野の開発が進むと、近い将来、

埋め込みチップが国民の自由にとって大きなリスクに

なると考えられる。一部の人びとにとっては、ただち

に重大なリスクに直面する可能性も十分ある。

これらのシステムの推進者は、人体に埋め込める

IDチップにより緊急時に本人の居所を突き止められ

る点を好んで取り上げる(この意味で当たり障りのな

い対象として、ふつう子供や老人があげられる)。既

存技術では、こうした機能を備えた装置を、ほとんど

の状況で差し支えない程度に小型化して人体に埋め込

むことは不可能である。

また、このような埋め込みチップには、携帯電話シ

ステムやGPS、アンテナ、電源などといった通信機能

が必要になると思われる。その大きさは、心臓に植え

込むペースメーカー程度になる見込みで、皮膚の下に

簡単に埋め込めるようなものではない。科学の進歩に

より、埋め込みチップが今後大幅に小型化することは

疑いないが、近い将来はまだ、比較的「単純な」個人

識別機能に限定されるだろう。しかし、この個人識別

機能自体も濫用されるおそれが相当大きい。

ペット用の体内埋め込みチップが実用化されて何年

か経つが、現在製品化されている人体埋め込みIDチ

ップは、ペット用IDチップと本質的に変わらない。

カプセルに包まれた小さなチップで、簡単に皮下に挿

入でき、恒久的利用を基本とする(取り除くには除去

手術が必要)。各IDチップには固有のシリアルナンバ

ーが書き込まれ、内部電源なしに比較的短距離の範囲

内からデータが読める。読み取ったシリアルナンバー

を使い、個人の特定情報を格納した外部データベース

に問い合わせを行なう。この種の利用法は、医療記録

への参照が長所として謳われることが多いが、米食品

医薬品局(FDA)は当初、医療目的には使用しないとい

う前提で、人体埋め込み型IDチップを規制対象から

外したという経緯がある。

しかし、比較的未熟なこの技術ですら、万一、使用

が強制的に義務づけられることになれば、プライバシ

ーを侵害するおそれがきわめて高いことは容易に想像

がつく。そのようにして権利を奪われかねないのは、

子供、犯罪者や過去に犯罪歴のある者(犯罪の軽重を

問わず)、さらにはHIV感染者・AIDS患者などが考え

られる。セキュリティーや健康への脅威が感知される

と反射的に対応しがちな社会にあって、これらの人々

に個人識別チップの埋め込みを義務づける法律が成立

しうる事態も考えられないではない。ひとたび特定の

層への義務化が行なわれたなら、すぐに広範に義務づ

けられるようになるだろう。

現行の埋め込み型装置はスイッチを入れたり切った

りできないので、おそらく本人がスキャンされている

ことを知らない間に、いつでも、適切な装置を持って

いる誰かに、データを追跡調査される可能性がある。

合理的要求がないかぎり個人が識別を受けずにす

む権利も、基本的人権に含まれると考えるべきであ

る。この種の技術は、推進者の意図が明らかに善意

に発する場合もあるとはいえ、ビッグブラザー風の

多種多様な不正使用や濫用が発生する危険性をどう

しても伴う。
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6-3.エンターテインメント技術における
プライバシー・リスク
(Privacy Risks in Entertainment Technologies)

プライバシーが危惧される分野のなかで、注目度は低

いが重要度はきわめて高くなりそうな領域として、高

度技術を採用したエンターテインメント・システム、

なかでも、テレビ放送に関わるシステムが挙げられる。

現在こうしたシステムが急速に広まっている。

大部分の消費者は、自分の視聴行動がどの程度まで

放送局や関連会社によって記録・追跡・分析されるの

か認識していない。視聴行動記録は、他社に販売され

ることすらある。実際、この種のデータ収集の機会は、

さまざまな領域に及んでいる。

ケーブルテレビ用の新世代セットトップボックス

(外付けデジタルチューナー)は、さまざまな利用関連

データをケーブルテレビ会社に送信する機能を備えて

いることが多い。送信データには、いつどのチャンネ

ルを見ているかに関し、広範囲の情報が含まれうる。

この種のデータは、視聴者の個人的興味を比較的詳細

に示すものとなる。ところが、これを知ればたいてい

の視聴者は驚くことだろうが、ケーブルテレビ会社側

には具体的なプライバシーポリシーがなく、収集され

た個人情報が広範な商業利用の対象になりかねないの

が現状である。

同様の状況は、衛星テレビ放送の受信者にも当ては

まる。衛星放送の場合は、視聴情報は電話回線経由で

放送局に送り返される。顧客の大半は、電話線接続は

ペイパービュー・サービスなどの特別な注文の処理に

だけ使われるものと思い込んでいるだろうが、それ以

外にも、詳細にわたるユーザーの利用データを幅広く

集め、送信するためにも利用されることがある。

米国市場の場合、衛星テレビの大手プロバイダーは

2社とも電話線接続を含む技術を利用している。場合

によって衛星システム(EchoStar(エコースター)社の

Dish(ディッシュ)ネットワークとDirecTV(ディレク

TV))は、ある程度の時間ならば電話線の接続を切った

まま操作できるが、高度な機能やペイパービュー・サ

ービスを利用したいときは、長時間接続を切っていて

はうまく操作できない。しかも、この仕組みを通して、

プライバシーに関わる個人情報が流出しかねない状況

に気づかないかぎり、ほとんどの顧客がそもそも電話

線接続に関心を抱かないのも当然である。

この点でもっとも精巧な例と目されるのは、

TiVo(ティーボ)社のTiVoパーソナル・ビデオ・レコー

ダー(PVR)である。PVRにはほかにSONICBlue(ソニッ

クブルー)社のReplayTV(リプレイTV)、EchoStar社の

DishPlayer(ディッシュプレーヤー)などの競合製品が

あり、いずれもテレビ番組をコンピューターのハード

ディスクを使って自動的に記録できる。

PVRの主要機能として、ダウンロードした放送ス

ケジュールを利用した自動番組予約と高度検索があ

る。TiVoでは、電波放送とケーブル放送の同時録画

ができるタイプと、別製品として、統合型受信機を通

してダイレクトにデジタル衛星放送を受信して番組が

録画できるタイプがある。EchoStar社のDishPlayerは、

PVR装置に同様の統合型衛星テレビ受信機を内蔵し

ている。

TiVoの両タイプとも、収集可能なユーザーとの交

信情報は非常に広範囲に及び、文字どおりユーザーの

一挙手一投足の記録が可能である。ユーザーがリモコ

ンのボタンを押すたびにデータとして記録され、どの

番組を見たか、どのくらいの期間録画が保存されてい

るか、録画を見る頻度はどうかなど、事実上あらゆる

視聴・操作習慣が記録に残る。TiVoにはタイトル・

俳優・キーワードほかのパラメーターに基づいて番組

を自動検索する機能がついているために、視聴者の好

みに関するデータも大量に収集できる。

TiVoもDirecTVも(DirecTVは現在、

DirecTV/TiVo共用端末を同名で運用)、ユーザーデ

ータの不正使用の危険に関わる問題に神経を尖らせ

ている。プライバシーポリシーの詳細は顧客にも入

手できるほか、ポリシーに大幅な変更が生じた際に

はセットトップボックスに送信される。少なくとも

これまでは、ユーザーが通常の機器操作を始める前

に、変更内容が提示されている。

プライバシーポリシーによると、ユーザーはデータ

の一部または全部の収集をオプトアウトできることに

なっている。しかし現実には、視聴者がオプトアウト

機能を役立て、実際にオプトアウトが履行されている

ことを確認するのは容易ではない。顧客がオプトオウ

トの権利を要求した場合、カスタマーサービス担当者

は対応に混乱をきたし、場合によっては責任者まで話

を通す必要がある。しかも、オプトアウトの処理は、

手動で設定せざるをえないようでもある。またふつう

の視聴者には、独自に自分のオプトアウトの選択状態

をチェックして、実際にオプトアウトされていること

を確認する方法も、今のところない。

基本的に、オプトアウト機能は依然として信頼性の

問題にとどまっている。現状では、セットトップボッ

クスはユーザーの個人データを送信し続けている可能

性があり、ユーザー側からオプトアウトの選択の有効

性を確認する手段は一切ないからである。

オプトアウトをめぐる以上の例は、プライバシー分

野の抱える問題の奥深さを具体的に描き出している。

つまり、プライバシーポリシーが善意で設定されてい
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たとしても(オプトアウトよりはオプトインの方が望

ましいと考えられているのではあるが)、現実にシス

テムを動かす際には、ユーザーがこれらの選択を有効

にする作業、また、選択が機能しているかどうかの検

証は容易には実現できない。この点で、各金融機関お

よびクレジットカード会社のプライバシーポリシーに

関して述べた状況と、共通点がきわめて多い。金融機

関およびクレジットカード会社の場合、用意されたオ

プトアウト条項はユーザーによる実施・検証が難しく

ても不思議はないのである。

今後、短期的にも長期的にも、エンターテインメン

ト関連機器や装置からユーザー・データを収集する動

きに継続的な加速傾向が見込まれる点を指摘しておき

たい。将来的にこの傾向を推進するのは、収益アップ

に向けて新規モデル(宣伝対象を絞った広告など、人

口統計に連動したマーケティング計画に基づくものな

ど)の開発を図る番組制作者、放送局、メーカーに加

え、テレビ番組や映画など自分たちのコンテンツの盗

用や濫用と思われる行為を懸念するコンテンツ・プロ

バイダーである。

現在、視聴者のコンテンツ利用を管理し、行動の

厳しい制限を図る目的で、デジタル著作権管理

(DRM)システムが広範に採用されている。今後DRM

は、リアルタイムで長期的に、かつ過去にまで遡っ

た、視聴者の利用データの収集と該当データの追跡

に、ますます関与の度を深め、不可欠な要素になっ

ていくと思われる。

日常生活の中で一般消費者に影響を及ぼすという意

味では、エンターテインメント技術全体におけるプラ

イバシーの問題は、非常に大きな課題である。適切で

合理的な法律・規制などをあらかじめ制定して、こう

したデータ収集が行なわれている事実を消費者に通知

するあり方を管理し、かつ、データ利用と拡散の方法

に適切な規制の網をかぶせないかぎり、この分野での

データ収集は極度に濫用されかねず、強制的利用の可

能性も否定できないために、基本的プライバシーの権

利を傷つけるおそれがある。
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7.バイオメトリクス　(Biometrics)

身元確認とプライバシーに関連して、昨今頻繁に取り

上げられているのが、バイオメトリクス(生体認証)で

ある。広義のバイオメトリクスとは、身体的特徴によ

る本人確認を意味する。指紋、虹彩／網膜スキャンの

ほか、最近ではDNAなど、身体的な特徴や属性が利

用される。

残念ながら、生物学的なデータによる本人確認の有

用性については、多くの誤った情報や誇大宣伝のせい

で誤解が広がっている。例えば、このところIDスマ

ートカードへの生体情報の適用が大いに取りざたされ

ている。ここで考えられているのは、IDスマートカ

ードを持つ人が、カードに記された人物であることを

(少なくとも表向き)立証するため、何らかの生物学的

なデータを提供するという方式である。

政府機関などの組織には、バイオメトリクスの採用

がさかんに勧められているが、これに関連して一つの

根本的な問題がある。身体的特徴に基づいて確認され

る身元は、けっしてそのIDカードに記録されている

データの正確性を保証するものではないということで

ある。データがIDカードに記載されている場合でも、

カードを使って外部データベースからデータを引き出

すというより一般的な方法をとっている場合でも、こ

の点は変わりはない。

身体的特徴を測定することで、IDに記載された人

物に合致している(または合致しているらしい)ことが

わかっても、その人物に関する重要な身元データが正

確であるという保証はない。データに偶然の誤りがあ

る、あるいは意図的な改ざんが加えられていないとは

言い切れないのである。

9.11のハイジャック犯を例にあげてみると、ほとん

ど全員が合法的に米国に滞在していたと見られている

(一部は偽名を使用していた)。そのため、生体情報を

含めたIDカードでも問題なく所持できた可能性が高

い。仮にバイオメトリクス技術を用いて機能強化した

IDシステムがあっても、本人とIDカード情報は一致

するため、テロ行為の阻止につながるような有益な情

報は得られなかったはずである。記録された情報がす

べて正確だったとしても、その行動を阻止することは

できなかったであろう。

そのうえ困ったことに、バイオメトリクス技術の開

発企業や支持者が宣伝しているような精度や保証が得

られるかどうかは、まったく不明瞭である。それどこ

ろか、これらのシステムの誤差は極めて高く、重要な

場面で使用するには問題が多すぎる。

指紋を使った認証システムの場合、ゴム状の物質に

指紋を写し取るなどの簡単なテクニックで、さまざま

な商用システムを容易に騙せることがすでに立証され

ている(ACM Risks Forum, vol.22: number8に掲載さ

れたTsutomu Matsumoto氏の報告によれば、調査対

象となったシステムを80％以上の確率で騙すことがで

きたという。詳細はBruce Schneier氏の「CRYPTO-

GRAM」http://www.counterpane.com/crypto-gram-

0205.html#5参照)。

犯罪やテロ行為を防止するとして最近、盛んに喧

伝されている顔認証システムは、おもに2つのタイプ

のエラー(本人を識別できない、あるいは別人を誤認

してしまう)が多く、現実的な性能はきわめて低いよ

うである。現実とはかけ離れた最高の状況を設定し、

高品質の画像を使って行なったテストでも、誤差が

非常に大きいことが立証されている。実際のところ、

既成の顔認識システムを導入して実際の逮捕に結び

ついた例は、あったとしてもごくわずかである。し

かも、誤認が多すぎるために確認のための人手が必

要になり、かえって全体のセキュリティーが低下す

る可能性がある。

バイオメトリクスの分野ではほかにも開発中の技術

がある。自動化された迅速なDNA鑑定もあれば、体

臭による本人確認といった手法も実験されており、そ

のほかさらに難解な方法や、どこかユーモラスにも思

えるアイディアなどもある。

バイオメトリクス・システムは、IDカードを提示

してアクセスを求めている人がカードの正当な所持者

であることを確認しようとする場合には、ある程度の

効果がある。しかし、現実的な状況で多数の人をスキ

ャンし、特定の「悪人」を捕まえることについては、

現時点でのシステムの性能は非常にお粗末であり、実

用性に欠ける。

また、繰り返しになるが、バイオメトリクス技術

を利用した認証システムによって、その人物がIDカ

ードの「正当な」所有者であることが確認できるよ

うになったとしても、その人物に関する情報、例え

ばテロリストであるかどうかなどの情報が正しいと

いう保証はないという点は、重ねて強調しておかな

ければならない。

バイオメトリクス技術は急速に進歩している。時

がたてば、少なくとも一部のシステムでは誤差が著

しく下がる可能性もある。そのため、これらの技術

を利用した個人や集団のプロファイル作成と、それ

にともなう大規模なプライバシー侵害に関しては、

今後も関心をもって研究と議論を継続することが必

要と思われる。
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8.全情報認知　(Total Information Awareness: TIA)

現在、政府機関などの組織が、ある目的にしか使わな

いという名目で収集したデータベース情報を濫用する

ことについての懸念が浮上している。「データマイニ

ング」と呼ばれるこの問題は、今後も確実に切実さを

増していくだろう。いったん収集されたデータは、た

だちに消去されないかぎり、当初の目的とは関係なく

濫用される危険性をもっている。

このところ米国では、国防高等研究計画庁

(DARPA)の「全情報認知」(TIA)プロジェクトに対す

る警戒感が強まっている。TIAは、膨大な公的、私的、

および政府関連データを相互参照できるようなデータ

べース技術を開発し、事実上すべての個人に関して身

上調査書を作成することを目的にした研究プロジェク

トである。データベースには、情報機関が収集した情

報のほかに、銀行やクレジットカード会社などの民間

企業が個人の買物や移動に関して集めた情報が収めら

れることになる。すでに民間企業は膨大な個人データ

を蓄積しているが、収集された個人データの使用や再

販、悪用についての規制はほとんど存在しない。プラ

イバシー問題を懸念する人々はすでに警告を発してい

るが、この種の情報をTIAの意図するようなやり方で

連携させることに対する懸念は、連邦議会にも取り上

げられるまでになった。

実際に上院は最近、計画のさらなる詳細、あるいは

国家安全保障に関する具体的な問題が明らかにされる

までは、TIAへの資金提供を少なくとも一時的に中止

あるいは制限することを議決した。また上院では、

TIAのデータ収集の範囲を外国人にのみ限定しようと

いう動きも起きている。下院がこれに歩調をあわせる

可能性もある。

いずれにしろ、TIAが何らかのかたちで継続する可

能性は高い。この事実をしっかり認識しておくことが

大切である。国家安全保障などの例外的な名目で、

TIAの開発と導入が継続する可能性は十分にある。ま

た、たとえTIAプロジェクトが完全に中止になったと

しても、すでに商業的な分野での大規模なデータ収集、

データマイニング、データベース化を始めている民間

および公共企業がこういった活動をさらに推し進めて

いけば、TIAに類似したシステムが誕生するかもしれ

ない。繰り返すが、今の状況では、このようなデータ

濫用を防止する法律がないことが極めて重大な意味を

持っており、米国は特にこのことが原因となり大きな

プライバシー侵害問題を抱えるおそれがある。
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9.暗号化　(Encryption)

2001年9月11日以降、暗号化技術の規制の問題が再燃

している。かねてより、この問題はたびたび議論され

てきた。個人や非政府組織が強力な暗号化システムを

使用することを全面的に禁止する案や、暗号化したデ

ータの復号鍵を必要に応じて政府に提供する、いわゆ

る「キーエスクロー」システムを導入する案が繰り返

し提示されている。

また、暗号化技術を使用した犯罪(暗号化技術の定

義は明確でない)は、刑期を長くすべきだという意見

もある。

これらの主張は、犯罪者やテロリストなどの好まし

からぬ人物が通信の内容を隠蔽したり、それ以上の悪

事を働く目的で暗号化技術を使用したりするかもしれ

ないという想定に基づいている。しかしこれまで実際

にそのような人物またはグループによって暗号化技術

が使用された例はごくわずかであり、使われた場合も

技術は稚拙だった。9.11関連のテロリストの通信も、

暗号化されていないものがほとんどで、情報機関が傍

受できていたものさえあった。だが、適切なタイミン

グで翻訳や解読がなされなかったため、事件を防ぐこ

とはできなかった。

しかし、強力な暗号化システムは、個人の権利や重

要なインフラの保護において非常に大きな役割を果た

している。強圧的な政府が存在する国々では、国民に

とって通信の際の暗号化技術は欠かせない。また、さ

まざまなハッキングの問題を考えると、すでにシステ

ムの大部分でインターネットを利用している金融機関

にとって、暗号化技術の重要性は明らかである。

暗号化技術の機能を制限したり、必要に応じて復号

鍵を当局に提出することを義務付けたりするようなシ

ステムは、暗号化技術自体の有用性を損なう危険性が

ある。脆弱な部分が何らかの方法で悪用されることに

なるし、預託された復号鍵がハッカー攻撃の標的とし

て価値をもったり、現在または将来の政府によって不

正使用されたりする可能性も生まれる。仮に現在の政

府が全面的に信頼できても、将来の政府が同じだとは

限らない。

しかし基本的に、暗号化規制の議論そのものがおお

むね非現実的である。強力な暗号化の技術や手法は広

く知られており、一般市民の手からその知識を奪うこ

とはできない。多くの国のどこの家にもあるような単

純なパソコンでも、極めて高度な暗号化が可能であり、

こういったパソコンで作成した暗号を破ることは、あ

らかじめ当局に重要な情報を流すようにシステムを作

っておくのでもなければ不可能である。ただし実際の

ところ、家庭や職場のコンピューターに使われている

ハードウェアやソフトウェアが完全に信頼できるかど

うかということも、それ自体大きな論点となっている。

仮にすべての暗号化技術を法律で禁じても、要注意

人物が暗号化技術を使用するのを止めるすべはない。

不利益を被るのは法を遵守している市民だけだろう。

暗号化技術が使用された事実を正確につかむことさえ

不可能である。ステガノグラフィーなどの技術を使え

ば、オーディオ、ビデオ、静止画像などのファイル内

にデータをそっと隠すことができる。上手に実行すれ

ば、そうしたシステムを検知するのはほとんど不可能

に近い。(参考文献：Peter Wayner, “Disappearing

Cryptography: Being and Nothingness on the Net”,
Academic Press, Chestnut Hill, Massachusetts, 1996；

Peter Wayner, “Translucent Databases”, Flyzone
Press, Baltimore, Maryland, 2002； Stefan

Katzenbeisser and Fabien A. P. Petitcolas,

“Information Hiding Techniques for Steganography

and Digital Watermarking”, Artech House/Horizon,

2000)

いずれにせよ、暗号化技術は存続するであろう。そ

して暗号化の使用は、個人のプライバシーのみならず、

重要インフラを保護するという観点からも、非常に重

要である。
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10.インターネットにおけるプライバシー問題
(Internet Privacy Issues)***********************

インターネットに関連したプライバシーの問題を考え

るにあたって忘れてはならないのは、現在のネット・

トラフィックの大部分を占める一般ユーザーの送受信

データは、いかなるかたちでも暗号化されていないと

いう事実である。この種の「平文」データは、送信者

と受信者のあいだに存在する多くのコンピューター、

スイッチ、ルーター、およびその他の機器にアクセス

した第三者により(政府関係者による合法的な行為、

あるいはそれ以外の非合法的な行為を問わず)傍受さ

れるおそれがある。

次世代のインターネット基盤システムとなるIPv6

には、あらかじめ暗号化機能が組み込まれるが、この

新プロトコル採用は遅々として進まず、現時点では長

期的展望は不透明としか言えない。機密性に関して言

えば、IPv6に使用されている認証および暗号化技術

はごく初歩的なものであり、完全な解決策とはいえな

い。ネットワークインフラにおけるサービス拒否

(DoS)攻撃への対策は、なお大きな問題として残る。

一般のコンピューター・ユーザーは、インターネッ

トでさまざまな暗号化技術を容易に入手でき、なかに

は高度な暗号化ができる無料パッケージまであるが、

使用するユーザーはほとんどいない。大半のユーザー

が、自分の情報はたいして重要ではないので、わざわ

ざ暗号化するのは面倒だと考えているためである。イ

ンターネットでデータを送受信する際に暗号化でデー

タを守りたいと考えたとしても、暗号化の「面倒さ」

が大きな問題となる。

インターネットがごく一般的な通信手段となり、さ

まざまなアプリケーションを通じて金融や医療に関す

る重要な個人情報が送られるようになった現状では、

暗号化されないシステムを使い続けることは看過でき

る状況ではない。

暗号化が直接的に効果を発揮するのは、電子メール

の伝送である。PGP(Pretty Good Privacy)というソフ

トウェアは、無料またはわずかな料金で入手でき、電

子メールを保護できる(http://www.pgp.com参照)。し

かし扱いが容易ではないため、持っていても常時は使

わないユーザーも多い。

インターネット上の電子メール技術としてPGP以上

に期待を集め、利用者を少しずつ増やしているのが、

Sendmail(センドメール)などさまざまの標準的なメー

ル配送エージェントに組み込んで利用できるSTART-

TLS(Transport Level Security)システムであろう。

STARTTLSシステムを使えば、適切な機能のあるマ

シン間での電子メールトラフィックが自動的に暗号化

されるため、受信や送信の際に何の手間もかけずに電

子メールを暗号化できる。STARTTLSシステムは

「man in the middle」攻撃に対して脆弱であり、それ

を防ぐためにはあらかじめ用意したデジタル証明書を

併用するほかないが、それでも平文での送信に比べれ

ば、電子メールのセキュリティーおよびプライバシー

保護を大きく向上させられる。

10-1.スパイウェア　(Spyware)

そのほかに、第三者が「スパイウェア」と総称され

るソフトウェアを使って、インターネットユーザー

の個人的な行動や情報をこっそり集めるという問題

が出てきている。スパイウェアは通常、ユーザーが

気づかないうちにコンピューターにインストールさ

れ(ユーザーがダウンロードして入手したソフトウェ

アパッケージの一部としてインストールされること

が多い)、ユーザーの行動やコンピューター情報、あ

るいはその両方を追跡、収集し、インターネットを

通じて第三者に送る。

この分類にあてはまるソフトウェアシステムの一例

が、米中央情報局(CIA)のShadow(シャドー)プログラ

ムに代表されるキーストローク・モニターである。こ

れは、従業員のコンピューター利用をリモートでモニ

ターできるシステム。また、FBIのCarnivore(カーニ

ボー：現在はDCS-1000と呼ばれている)は、極めて高

性能のインターネット通信監視システムである(「13.

インターネットの監視(Internet Monitoring)」の項を

参照)。市販されている一般の侵入検知システムでも、

その調査過程で相当量の情報を入手でき、これを容易

に悪用できてしまう。リモートで「気づかれずに」コ

ンピューターを監視できるような市販のプログラムや

ハッカーツールも数多く出ている。

モニタリングに起因するプライバシー侵害の具体例

は、「15.アイデンティティーとプライバシーに関する

リスクの実例(Illustrative Cases of Identity and

Privacy Risks)」の項で紹介する。

アプリケーションにスパイウェアが組み込まれてい

ることは、ユーザーがダウンロードしインストールし

たソフトウェアパッケージのプライバシーポリシーや

「使用条件」に明記されていることもある。

しかし、こういった条項の記述は長くてわかりにく

いことが多く、実際にはあまり読まれていないことを

考えると、自分のコンピューターの中で活動している

スパイウェアの存在を理解しているユーザーはあまり

いないといってもいい。さらに悪いことに、システム

からスパイウェアを取り除くのは容易だとは限らず、

大元のソフトウェアパッケージをアンインストールし

た後でさえ苦労することがある。

注目すべきは、米国ではこれまでにスパイウェアが
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裁判のなかで大きく取り上げられたことがなく、一部

のスパイウェアは合法であると思われる点である。し

かし、スパイウェアにまつわる不正行為が今後さらに

明らかになっていけば、大規模な訴訟が起きることも

十分に予想でき、最終的には法による規制が実現する

可能性もある。

11.電話・ポケットベルにおけるプライバシー問題
(Telephone and Pager Communications 
Privacy Issues)

米国内で電話やポケットベル(ポケベル)を使って通信

した場合のプライバシーについては、明確な基準がな

く、混乱が続いている。理由の一つとして、通信手段

によって適用される法律がばらばらであることが挙げ

られる。9.11のテロ事件以降に制定された国土安全保

障法(Homeland security Act)およびUSAパトリオット

法(USA Patriot Act)によって、さまざまな既存の連邦

法および州法が変更されたり無効になったりしたた

め、状況はますます複雑になった。

これまでは、政府が通話を傍受する法的な許可を得

るためには、いくつもの高いハードルをクリアする必

要があった。(非常に具体的な国家安全保障にかかわ

る問題などの)例外的な状況を除いて、普通は召喚状

や令状などの裁判所命令が必要とされた。しかし9.11

後に制定されたこれらの反テロ法によって、手続きが

かなり簡略化された。

民間の人間が電話での会話を録音することに関する

法的な規制も曖昧である。例えば、通話の当事者が通

話内容を録音することについても、各州で対応がそれ

ぞれ異なっている。

ほとんどの州は、通話が録音されていることを一

方の当事者が認識していれば、もう片方の当事者に

通知する必要はないと定めている。つまり、通話を

録音したければ、相手に通知せずに録音できるとい

うことである。これらの州は「ワンパーティー・ス

テイツ」と呼ばれる。これに対して、一方の当事者

が通話を録音したい場合には、もう片方の当事者も

それを認識していなければならないという「ツーパ

ーティー・ステイツ」もある。こちらは明らかに条

件が厳しく、複数の当事者がいる場合は、通話に加

わるすべての人間が、録音されているという事実を

知っていなくてはならない。

通話が州外に及ぶ場合、状況はきわめて複雑になり、

一つの州法だけではカバーしきれない。連邦法は個人

の通話録音に関して「ワンパーティー」の立場をとっ

ている。通話が完全に一つの州内で行なわれる場合は、

その州の州法が優先されるのが一般的であるが、例え

ばワンパーティー・ステイツからツーパティー・ステ

イツ、もしくはその逆など、方針が異なる州から州へ

の通話が行なわれる場合、どの法律を適用するかを判

断するのは難しい。

この種の状況に対する裁判所の判断はさまざまで、

矛盾も見受けられる。世間を騒がせたLinda Tripp事

件が、その一例となる。Linda Tripp氏は、Monica

Lewinsky元ホワイトハウス実習生がClinton元大統領
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との関係を語った州外からの通話を密かに録音してい

た。最終的にTripp氏は責任を問われずにすんだが、

もしも事前の免責合意がなかったら、無断録音の罪で

起訴されていたかもしれない。しかし、この種のほか

の事例に対して、各裁判所がどのような対応をするか

についてはまったく不明である。

こういったトラブルを避けるため、米国の組織は通

常、通話を録音もしくは監視(監視の場合も同様の法

律が適用される)する場合には、通話の始めに自動音

声によって、会話が監視あるいは録音される可能性が

あることを伝えるようにしている。このアナウンスを

流したあとに通話が始まれば、相手側が録音もしくは

監視されることに同意したと受けとれるため、たいて

いの州法に触れずにすむ。

これらの法律の多くは普通の電話だけでなく携帯電

話にも適用されること、特にこのところの法改正によ

って、当局がモバイル環境にある人物を追跡しやすく

なったことは、知っておく必要がある。ボイスメー

ル・メッセージも、既存の法律がカバーしきれていな

い難しい問題である。また多くの州では、実際の会合

の場で一方の当事者が他方の同意を得ずに会話を録音

したことが裁判に持ち出された場合、電話での会話と

同じルールが適用される。

ポケットベルなどの数字と文字を併用する技術に対

しても、裁判所の判断は一貫していない。一般的に裁

判所は、政府が通信の設定情報を入手しようとする場

合は、通信の内容を傍受しようとする場合よりも緩い

条件で許可してきた。したがって例えば、政府にとっ

ては、通話の際の電話番号記録(これによって電話を

かけた相手の居場所を特定できる)を入手するほうが、

通話の内容を入手するよりも容易である。

しかし奇妙なことに、裁判所の判断のなかでは、ポ

ケベルのメッセージと通話の内容とは必ずしも同じ扱

いを受けていない。ポケベルのメッセージと音声通話

の内容にはかなりの類似があるにもかかわらず、ポケ

ベルメッセージを入手する場合には、電話番号記録を

入手する場合と同程度の条件をクリアすればすむ。

今後状況が進展して、政府が単なる数字のメッセー

ジだけでなく数字と文字を併用したメッセージの提供

を求めた場合、こういった裁判所の判断がどう解釈さ

れるかは、まったく不明である。ポケベル以外のワイ

ヤレス機器、あるいは今後登場する新しいタイプの機

器に送られたテキストメッセージの内容(携帯電話や

ワイヤレス機器のSMSメッセージなど)が要求された

場合も同じである。おそらく、裁判所の判断や訴訟に

よってルールが明確になっていくことだろう。しかし

現在の状況では、政府がこういった情報を入手するた

めの条件が次第に緩やかになり、情報入手に関する政

府の権限が強化されていく可能性が高い。

12.監視　(Monitoring and Surveillance)

[編注: Monitoringは内容の傍受に近いが、Surveillance

は高い位置からの観察の意味合いを持つ]

12-1.スーパーマーケットのロイヤルティーカード
(Supermarket Loyalty Cards)***********************

[編注: アメリカのスーパーマーケットのロイヤルティ

ーカードとは、日本のスーパーマーケットでポイント

カードやキャッシュバックカードと呼ばれているもの

ほぼ同じである。ただしアメリカのスーパーマーケッ

トでは、顧客の購入履歴に基づくカスタマイズされた

サービスが日本よりも多く提供されている。]

商業分野での追跡システムは、急速な拡大を見せてい

る。最もよく見かけ、また取り沙汰されることの多い

追跡技術の1つが、スーパーマーケットのいわゆるロ

イヤルティーカードである。こういったカードにはた

いていバーコードが付けられ、買い物客がレジで精算

する際、購入商品と事前登録してある住所などのアイ

デンティティ情報とを関連づけるのに使われる。カー

ドそのもの(大きさはクレジットカードほど、小さな

ものではキーホルダーほど)はデータベースへの索引

にすぎない。カードを忘れた場合でも、たいてい電話

番号を告げるだけで、簡単にその日の購入データが入

力できるようになっている。

スーパーマーケットのロイヤルティーカード・シス

テムの表向きの目的は、利用客にディスカウントを提

供することにある。たしかに、ロイヤルティーカード

を発行しているスーパーマーケット(ほとんどの大手

チェーンが行なっている)ではたいてい、ロイヤルテ

ィーカードを利用する顧客にのみディスカウントを提

供している。カード会員向けの価格を低く見せかける

ために、非会員向けの価格を割高に設定しているので

はないかと懸念する声も、実際にかなり出ている。

ロイヤルティーカード・プログラムを導入している

スーパーマーケットの中には、これに関連した特別の

プライバシーポリシーを設けているところもあるが、

通常は収集した情報の使用を厳しく管理するような書

き方はされていない。たとえ情報を外部に漏らさない

という条文が盛り込まれていても、企業グループ内や

関連会社などでの情報の共有が認められていれば、情

報が悪用される可能性も捨てきれない。

他の業界と同様、この市場でも整理統合の動きが

あるため、収集した情報が企業グループ内でしか利

用できないことが正式に書かれていても、実際には

他の多くの企業が情報にアクセスできるようになる

場合もある。
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ロイヤルティーカード・システムは一般に、顧客の

購入した全商品を記録し、データベース内のアイデン

ティティ情報と関連づける。ここで利用されるのが、

ほぼすべての商品に付けられたバーコードである。さ

らに一部のスーパーマーケットでは、機能を拡大した

RFIDタグ(RFID Tag)システムへの移行を検討してい

るという。RFIDタグは、スーパーの商品棚に置かれ

るトランスポンダーと連動させ、さまざまな応用が可

能である。

少なくとも他の情報収集と比較すれば、スーパーマ

ーケットの買物記録の濫用はそれほど大きな被害を及

ぼさないという意見もあるだろう。だが、プライバシ

ーは少しずつ損なわれるものだということを心に銘記

すべきである。プライバシーはいろいろな方向からじ

わじわと侵害されていく。長い時間をかけてゆっくり

と事態が進行するため気づきにくいが、ある日気づい

てみるとプライバシーが丸見えだったということにな

りかねない。

すでにスーパーマーケットの追跡データは、民事あ

るいは刑事訴訟に関連して、特定の人物が特定の商品

を購入したことを確認する目的で取り上げられるよう

になっている。

数としてはそれほど多くはないが、スーパーマーケ

ットのロイヤルティーカード・プログラムをこころよ

く思わない利用客もおり、このシステムを無効にする

方法を編み出した。スーパーマーケットのIDカード

をグループ内で常時交換しあうのである。普段の買い

物でも、カードを忘れた客に別の客がカードを貸して

いる光景を見るのは珍しくない。カードの貸し借りが

データベース全体の質に与える影響はさほど大きくな

いと考えられるにしても、こういった動きは、これほ

ど単純なデータですら完全に正確ではありえないし、

さまざまなシステムエラーとも無縁ではないことを明

確に示す実例となっている。

12-2.キャッシュレス社会と追跡システム
(Cashless Society, More on Tracking)

「キャッシュレス社会」への移行が、概してプライバ

シー侵害という大きなリスクを伴うことは、はっきり

認識しておく必要がある。こういったシステムには、

最初から追跡機能が備わっているからである。匿名で

取引ができたり、あるいは取引データを即時抹消した

りするシステムの設計は理論上は可能だが、政府をは

じめとする組織は、そうしたプライバシー保護機能の

進歩にはほとんど関心を示していない。むしろ、その

反対であることが明らかになっている。

今さら言うまでもないが、電子署名システムなどで

は普通、身元を明確にしたうえで長期的に記録を保管

することが必要になる。だが、技術的に必要がないの

に、こういった条件を求め、集めたデータを行政が不

当に使用している例も多い。

一例となるのが、小型トランスポンダーを搭載した

自動車が(有料道路や橋などの)料金所で止まらずに自

動的に通行料金を支払えるEZPass(イージーパス)や

FastLane(ファストレーン)などのETC(Electronic Toll

Collection: 自動料金収受)システムである。自治体がそ

の気になれば、個人の行動に関する詳細なデータを収

集・保存しないようなETCシステムを利用したり、

支払いが終わったらすぐにデータを消去するような技

術を採用することは、十分に可能である。

だが残念なことに、普通の自治体はデータの将来的

な価値に期待して、どうやら無期限に記録を保存して

いる。裁判などで弁護士や当局などがこの種のデータ

を要求したケースもすでに何件かある。データが存在

する限り、それが当然の成り行きである。

優れたプライバシーポリシーの基本は、必要のない

情報は最初から収集しないこと、そして長期の保存を

しないことである。データが存在すれば、そのこと自

体が後になって濫用を招く。

こういった例は、プライバシーにかかわるあらゆる

場面で繰り返し起きている。エアバッグなどの高機能

電子部品を作動させるよう設計された自動車制御シス

テムは動作記録を作成するが、これが本来の目的とは

関係のない訴訟などに利用されることがある。事故調

査を行なう保険会社にとってはありがたいことかもし

れないが、ほとんどのドライバーは、ボンネットの下

にデータ収集システムがあることに気づいていないた

め、これも新しいプライバシー侵害を引き起こすかも

しれない。大気汚染規制のための情報を、車両から自

動的に送信する無線システムの導入を検討している自

治体もある。だがこれもご多分にもれず、位置情報を

含む収集データが濫用される危険性については、まっ

たくと言っていいほど考慮されていない。

12-3.ウェブ追跡データの濫用
――クッキー、ウェブバグなど
(Web Tracking Abuses— Cookies, Web bugs, etc.)

インターネットのワールド・ワイド・ウェブがさまざ

まな面で進歩を遂げたことで、ウェブでの追跡行為も

急速に拡大した。だが、米国ではこういった行為を直

接に規制する法律はないに等しい。おそらく、この分

野で最も有名なのは、膨大な数のウェブサイトで使わ

れているいわゆる「クッキー」であろう。クッキーと

は、一時的あるいは長期的にインターネット・ユーザ

ーのコンピューターに保存される小さなサイズの情報

をさす。表向きの目的は、ウェブページを表示する際
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の複雑な情報のやりとりを管理することである。確か

にクッキーには、そういった比較的害のない用途や、

ユーザーのパスワード保存などの割合に有益な(危険

性は含んでいるが)用途があり、実際にそういった利

用がされているのだが、ユーザーの追跡目的での濫用

が盛んなのも事実である。

実際、ワールド・ワイド・ウェブ上でユーザーデー

タを不正に収集するという言語道断なシステムの大半

は、クッキー技術を基盤にしている。こういったシス

テムを使えば、ユーザーのサイト間の移動に関するデ

ータを頻繁に収集し、ユーザーの知らない間に、ある

いは正式の許可を得ずに、そのデータを管理できる。

何度か取り締まりも行なわれたが、クッキーの不正使

用は今でもきわめて広い範囲で横行している。

新しいウェブブラウザーには、ユーザーがクッキー

の使用を制限できる機能が搭載されているが、これを

十分に活用しているユーザーは少ないようである。そ

れも当然のことで、クッキーを解除すれば多くの主要

サイトが適切に動作しなくなる。サイトごとにクッキ

ーの使用を許可／拒否するよう設定できるシステム

も、一般のユーザーを混乱させるばかりであろう。

ウェブのプライバシーポリシーとクッキーの扱いを

自動的に記述できるようにしようというP3P(プライバ

シー・プリファレンスのためのプラットフォーム)な

どの試みがなされているが、これは議論の的となって

いる。複雑なプライバシーポリシーを人工的に構築し

たメカニズムで強制的に実施させるというやり方が、

ユーザーの誤解を招き、訴訟などの望ましくない結果

をもたらすのではないかと懸念されているのである。

P3Pなどにより自動的に記述されたプライバシーポ

リシーと、実際にウェブサイトで法的な力をもつプラ

イバシーポリシーとの間に大きな矛盾が生じる可能性

もある。サイトに掲げられたプライバシーポリシーは

複雑で法律用語を多用しているため、これを読んで理

解しようとするユーザーはほとんどいない。だが、法

的にはこちらが有効であり、P3Pなどのシステムで自

動的に表示された簡略なプライバシーポリシーには必

ずしも法的な効力がない。

そのほかに、ウェブのプライバシーにおそらくクッ

キーよりも大きな危険を及ぼすと思われるのが「ウェ

ブバグ」である。「clear gifs」、「invisible gifs」、「bea-

con gifs」などの無害そうな名前でも呼ばれるウェブ

バグは、ウェブページから送られる目に見えない小さ

な画像で、これがウェブブラウザーで処理されるとき

に、ユーザーの行動に関する情報をウェブサイトに送

り返す。

ウェブページを表示するときには、基本的にそのペ

ージ内の画像はすべて適当なウェブサーバーから取っ

てくる必要がある(各画像のサーバーは、ページ内の

他の要素のサーバーと同じである必要はない)。こう

して画像など各情報をウェブサイトから取り込む際に

は、そのつど詳細なログ記録が残される。このログは

リアルタイムで、あるいはあとで分析することができ

る。これだけでもユーザーの行動を追跡できるが、ク

ッキーと組み合わせて使用すれば、新しい追跡手段を

確立できる。現在広く利用されているウェブブラウザ

ーのほとんどが、ウェブバグをコントロールする効果

的なしくみをもっていないため、とりわけこの問題に

対する懸念は大きい。ウェブバグの利用は著しく広が

っており、きちんとした組織がプライバシー侵害の可

能性に気づかずに使っているケースもある。

ウェブバグは、インターネット経由の電子メールで、

さらに大きなプライバシー問題に発展する可能性があ

る。最近、フォーマットやフォントなどの点で従来の

シンプルなテキストにはない高度な機能を備えた

HTML形式の電子メールが増えているが、このよう

な電子メールには最初から、プライバシー侵害を引き

起こす要素が含まれている。

(インターネットに接続しているときに)HTML形式

の電子メールを開くと、メールの中の画像など、ウェ

ブから取得してくる要素がウェブバグとそっくり同じ

ふるまいを見せる。この手法は、人気の高い市販の電

子メール製品にも広く使われており、そのメールを最

初に開けて読んだのが誰か、いつ読んだか、さらには

誰に転送されたか、などを追跡できる。

すでにクッキー、ウェブバグ、HTMLメールを組

み合わせた手法が編み出され、プライバシーが危険に

さらされたり、実際に侵害されたりする事態が起きて

いる。それにもかかわらず、こういった非常にネガテ

ィブな側面は総じてユーザーに理解されておらず、規

制当局の目もほとんど届いていないのが現状である。

今すぐに何らかの規制の枠組みをつくらないかぎり、

問題は時間とともに悪化するばかりであろう。

12-4.ウェブで収集した情報の濫用
(Abuses of Web-collected Information)

ウェブサイトは、ユーザーに知られずに間接的な方

法で、あるいはユーザーの承諾を得て直接的なかた

ちで、大量の個人情報を収集しており、これはすで

に膨大なデータベースとなっている。このデータベ

ースと他の情報源(クレジットカード、金融記録、政

府の公的記録データなど)とを組み合わせれば、事実

上あらゆる人物の極めて詳細な身上調査書が作成で

きる。企業どうしで、あるいは政府と企業との間で

行なわれる情報の交換についてほとんど規制がない

ため、さまざまなソースから集めた情報を高性能デ

ータベースで関連づければ、驚くほどの正確さで個
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人の特定が可能になる。

ユーザー側が、ウェブサイトに提供した個人情報は

厳格なプライバシーポリシーによって守られているの

だと信じていても、結局あとになって、根拠もなく信

じ込んでいただけだったということになるかもしれな

い。実際、困窮した企業(破綻したドットコム企業な

ど)が、まったく異なるプライバシーポリシーを持つ

別の企業に顧客情報データを売った、あるいは売ろう

としたというケースも多数ある。このような事態は大

きな議論を呼んでおり、米連邦取引委員会(FTC)も対

応を始めている。

そもそも、特定のプライバシーポリシーに沿ってあ

る組織に提供した情報が、いつまでも同じポリシー

(これも実際にはいつでも修正される可能性がある)の

下で保護される、あるいはその組織の内だけにとどま

っていると考えるのは、賢明とは言えない。

データがどう保護されるのか、そしてユーザーの個

人データがほかの組織に流れたりほかの目的で使われ

たりという予想外の事態に至る前にユーザーに対して

情報の利用についてどこまで知らせるか、ということ

を定めた法律や規制の枠組みは存在しない。そのため

一般市民は、これほど重大なプライバシー問題に関し

て極めて弱い立場に立たされているのである。

13.インターネットの監視 (Internet Monitoring)

法執行機関を含む政府機関は、Carnivore(カーニボー、

DCS-1000)などのプログラムや、パソコンに密かにイ

ンストールできるシステム、キーボード入力を監視す

る各種の機器を使って、インターネットやコンピュー

ターの利用を監視しようと試みている。一方で、民間

企業もこれらの技術を採用し始めた。

企業による従業員コンピューター利用の監視・追

跡が次第に一般的になり、仕事を持ち帰った従業員

については家庭のコンピューター利用まで監視する

というケースが出てきている。アクセスしたウェブ

サイトを記録するだけでなく、プログラムの動作や

電子メールを含めたあらゆる行動を監視する精巧な

システムもある。特に問題になっているのが、雇用

者が監視の可能性について従業員に知らせずに監視

を行なった場合である。

カリフォルニア州など一部の地域では、監視を行な

う場合、その可能性があることを事前に従業員に通知

するよう雇用者に義務づける試みがなされてきたが、

こうした例は依然としてまれであり、通知を義務づけ

る法律もないのが一般的である。

一般の人が監視技術を利用して配偶者や子どもなど

家族を密かに監視した場合は、問題はいっそう複雑に

なる。監視の理由についてはいろいろ考えられるが、

たいていは、子どもが危険あるいは望ましくないと思

われるウェブサイトにアクセスすることへの懸念や、

配偶者の浮気への疑いなどが動機になっている。

米国の裁判所は総じて、家庭内でのこうした監視行

為がどういった場合に合法になるのか、あるいは、こ

うして集めた情報はどの程度まで利用または公表でき

るのかについて、一貫性のある法律やガイドラインを

定めていない。そのため、言論の自由、親や配偶者の

権利、夫婦の共有財産など諸点の衝突に関する問題が、

大きな懸念材料として残されている。

13-1.GPS技術　(Global Positioning System)

GPSを搭載した小型で安価な衛星受信機の登場によ

り、新たなプライバシー問題が生じている。すでに、

公的私的双方の場面で、GPSシステムが監視に利用さ

れた事例がある。GPS受信機を携帯電話などのワイヤ

レス技術と統合することにより、小型の追跡装置がで

きあがる。これを使えば、持ち主の居場所を正確に割

り出し、その情報をワイヤレス・ネットワークで地球

上のあらゆる場所に送ることができる。

最近、他人の車にこういった装置を取り付けて相手

の行動を追跡しようとした人物がストーカー行為で逮

捕されるという事件がいくつか大きく報じられた。
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GPSシステムも、やはり法的位置づけが不明瞭なまま

で、どういった利用が合法でどういった利用が違法な

のかという合理的なガイドラインを定めるための連邦

裁判所による適切な分析もいまだ行なわれていない。

13-2.ビデオカメラによる監視　(Video Surveillance)

ここ数年で急激に利用が増え、世界中のあらゆる場面

で広く使われるようになったのが、ビデオカメラを使

った監視システムである。カメラとその関連システム

は、商店や企業からさまざまな公共の場に至るまで、

世界中の監視システムに浸透しているように思われ

る。こういったシステムを利用する理由はセキュリテ

ィーからのぞき趣味まで多様であり、利用者も民間企

業から政府関係者、一般市民と幅広い。

政府によるビデオシステムの利用は、交通調査から

信号無視の自動監視システム、公共の場での犯罪の防

止抑制という明確な目的を持った防犯カメラシステム

に至るまで、あらゆる領域に及んでいる。カメラは事

実上あらゆる公共スペースで、何の制限もなく設置で

きるように見える。たいていの市民は、こうしたシス

テムで治安が強化できるという政府の主張に納得し、

全体主義的な監視システムが配備されていることに何

の疑いも抱いていないようである。

最近、テロリストを含めた犯罪者を見つけ出すのに

役立つという理由で、こうしたビデオシステムを顔認

識システムと組み合わせるケースが増えている。いく

つかの地域では、子どもの養育費の支払いを滞らせて

いる父親を見つけるのに顔認識システムが有用だとい

う提案もなされている。ここに至っては、制限などほ

とんどないに等しい。

現実問題として、テロリストなど犯罪者を特定する

能力は非常に低く、誤認率もきわめて高いことが明ら

かになっているにもかかわらず、顔認識システムの採

用は進んでいる。この事実は、この種の監視システム

のリスクについての市民の無理解を示している。こう

いったシステムの濫用について、たとえ現在の政府は

そのようなことはしないと全面的に信用できたとして

も、未来の政府の行動について知るすべはない。こう

いった設備はいったん設置してしまえば、撤去するの

は非常に難しい。

監視システムについて懸念する人々に対する当局の

決まり文句は、「公共の場では(誰も)プライバシーを期

待していない」というものである。ただ通りを歩いて

いるだけの人も、ここに含まれる。実際2002年の

「NFLスーパーボウル」の観衆に対して、顔認識シス

テムが使用された。しかし現実には、この決まり文句

は完全にまやかしである。一日中、家から一歩も外に

出るべきではないと考えている場合は別にして、一般

の人は、公共の場に設置されたカメラなどの相互接続

された監視システムに行動を監視されたなら、普通に

生活しているだけで、非常に個人的で詳細な身上調査

書が作成されてしまう。

外に出たら最後、メモ帳をもった人物が後をついて

きて、何をしたか、どこに行ったかをすべて書き留め

るようなことがあれば、ほとんどの人は耐えられない

はずである。公共の場へのカメラシステムの設置は、

この種の非常に個人的な監視ときわめて似ているにも

かかわらず、ターゲットとなっている市民には、その

ことがあまり明確にされていない。

ビデオ監視技術の濫用は、民間企業にまで広がって

いる。現在、雇用者側はさまざまな状況で従業員を監

視している。どういう場合にこうした監視が合法にな

るのか、州によっては規定は必ずしも明確ではない。

映像と一緒に音声も記録あるいは受信した場合、トイ

レや更衣室などの場所で監視行為が行なわれた場合な

どは、特に判断が難しくなっている。

監視技術の濫用は、民間企業から個人のレベルにま

で広がってきた。のぞき見を目的に小型カメラを利用

する人は非常に多く、事実上一つの業界を形成するま

でに至っている。トイレやスポーツジム、はては個人

の家やマンションでさえ、のぞき目的の小型カメラが

発見されている。こうしてで入手された画像は、個人

やグループの密かな喜びとなることもあるし、インタ

ーネットなどのメディアで売られることもある。小型

カメラを使って公共の場などで女性のスカートの中を

盗撮する行為を表すupskirt(アップスカート)という造

語も現れた。

この種の行為すら、全米を通じては明確に違法と認

められていないという点は注意に価する。一部の州は

こういった問題に対応する法律の制定に乗り出した

が、国レベルの基準は今のところ皆無である。

監視技術は容易に利用できるため、何らかの理由で

カメラを使って隣人をたえず監視し、それが隣人どう

しの諍いに発展するケースも見られる。こうした行為

は監視される側にとっては我慢できないものだが、カ

メラが撮影者の所有地あるいは公有地にあり、被撮影

者の所有地に侵入していなければ、一般的には合法と

認められる場合が多い。当然のことだが、この問題に

ついては大きな論争が起きており、議会および裁判所

の対応が切実に求められている。

13-3.携帯電話・ワイヤレス通信技術
(Cellular and wireless technologies)

料金が安く、どこででも利用できる携帯電話などのワ

イヤレス・ネットワークの登場により、プライバシー

問題にはさらに難しい側面が加わった。携帯電話は、
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数年前に出たモデルでさえ、設定次第で理想的な盗聴

装置に早変わりする。遠隔操作できるマイクを取り付

け(不要な場合もある)、通常の音声動作(着信音)を止め

て自動応答モードに切り替えれば、バッテリーがなく

なるまで世界のどこからでもアクセスできる「手軽な」

小型盗聴器になる。外部電源を使えば永久に盗聴を続

けられる。

遅きに失した感はあるが、セキュリティー意識をも

つ組織では、内部のこういった盗聴を防ごうとする動

きが始まっている。

さらに、携帯電話を安価なGPSと統合すれば、世

界中のどこにでも、持ち主の位置情報を送ることが

できる。

このように、最近の携帯電話の飛躍的な進化は、い

っそう高度な盗聴を可能にする方向に向かっている。

新型機は小型で目立たず、バッテリー寿命が大幅に延

び、総じて旧型機器よりも優れた盗聴装置になる。カ

メラを取り付けられる、あるいはカメラ付きの新世代

携帯電話の登場で、監視や盗聴目的の利用法はさらに

広がった。

これらの新しい携帯電話では、音声だけでなく静

止画像を密かに記録して送信することが可能だが、

近いうちに動画も送れるようになる。「単なる」のぞ

きから産業スパイ、反政府スパイまで、さまざまな

場面でこういったシステムの濫用が容易に予想でき

る。すでに一部地域では、録画機能付き携帯電話の

使用が禁止されている(香港では体育施設での利用禁

止が発表された)。

携帯・ワイヤレス分野での監視技術の進歩は、また

しても、問題が起きてからやっと対応に乗り出すとい

う典型的な政府のあり方を浮き彫りにしている。こう

いった姿勢では、技術の急速な進歩に対応することは

不可能であり、そのことがプライバシーの権利や関連

する問題に悪影響を及ぼしている。

14.異常と悪用の検出、そして対応
(Anomaly and Misuse Detection, and Response)

[編注: ここで話されているのは、ネットワークセキュ

リティで使われる「侵入検知システム(Intrusion

Detection System: IDS)」に関連した事項である。]

異常ならびに悪用の検出システムの研究は数十年前か

ら行なわれており、この5年ほどで市販システムの採

用も進んだ。一般に利用されているのは市販のホスト

ベース／ネットワークベースのシステムだが、フォー

ルス・ポジティブ(False Positive: 誤認による事故警

報)の検出エラーが多すぎ、管理者にとって非常に大

きな負担となっている。Counterpane(カウンターペイ

ン)社などの企業が、企業のネットワーク・セキュリ

ティーを分析するアウトソーシング・サービスを提供

しているが、監査証跡とその分析結果にはかなりの機

密情報が含まれているので、こういったサービスを利

用する企業や行政機関は、第三者によるデータの不正

利用というリスクを背負うことになる。
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15.アイデンティティーとプライバシーに関する
リスクの実例　
(Illustrative Cases of Identity and Privacy Risks)

Peter Neumann氏が議長を務めたACM Risks

Forum(ACMリスク・フォーラム)のアーカイブには、

数百件におよぶプライバシー侵害の事例と、プライバ

シー問題に関する考察が収録されている。背景理解の

ためには、以下の資料を参照されたい。

• 『www.risks.org』サイトにて、1985年8月1日に

発行された第1巻からの履歴がすべて検索できる

• Peter Neumann氏の著書『Computer-Related

Risks』(参考文献にも記載)

• 月刊誌『Communications of the ACM』のコラム

「Inside Risks」

• セキュリティー／プライバシー問題およびプラ

イバシー侵害に関連した非常に多くの事例を含

む、数千件のコンピューター関連リスクのリスト

以下に、主だったプライバシー関連のリスクとその実

例をいくつか紹介する。

15-1.身元識別に伴う問題　(Identity Problems)

どんな問題も、結局は身元を確認する識別子の使い方

に行き着く。原因となるのは、間違った名前、偽の名

前、曖昧な名前、名前の混同、名前の喪失、なりすま

しなどの身分詐称、場合によっては識別子の完全な欠

如などである。単に誰かの名前や識別子を知っている

だけでも、その人に危害を与えることができる。こう

したリスクはすべて、コンピューター関連システム上

でも現実の場面でも起こるが、両方を組み合わせた状

況で生じることが多い。

• 指紋システムの誤用。Martin Lee Dement氏

は、当時カリフォルニア州に導入されたばかりの

自動指紋識別システムの使い方が間違っていたた

めに、ロサンゼルス郡の刑務所で2年間を過ごさ

なければならなかった。別の容疑者の指紋を手作

業で調べたことがきっかけで容疑が晴れた。

• 反証。Joseph O. Robertson氏は逮捕され、州

立の精神科施設に17ヵ月間監禁された。結局は釈

放されたが、その証拠となった顔写真や指紋は最

初から存在した。

• Sheila Jackson氏は逮捕され、投獄され、通称

として使用している別名で逮捕歴が記録された。

全米犯罪情報センター(NCIC)のコンピューターが

Shirley Jacksonという別の人に逮捕状が出ている

事実を検出したことが原因だった。

• Donny Ray Boone氏は、似た名前の別の人物

(Bone？)と混同され、41日間をフロリダ州の刑務

所で過ごさなければならなかった。

• カナダのモントリオールには、誕生日が同じ

Steven Reid氏が2人おり、トラブルが予想される。

モントリオール市警のGerard Blouin警部は、「改

名するかどうかは本人次第だ。ミドルネームのイ

ニシャルを入れるなどすれば、本人のためになる

だろう」と述べている。

• ボストンにはNeil Fosters氏が2人いて、外見も

よく似ていた。データベースの情報に間違いがあ

ったために、無実のNeil Fosters氏が逮捕されて

しまった。

• Shirley Jonesという名前の人が2人いたが、誕

生日も違うし、身長は約15センチ、体重もおよそ

32キロの差があった。これだけ明らかな違いがあ

り、さらに1人は服役中だったにもかかわらず、

無実のShirley Jones氏が逮捕されてしまった。

• ニューヨーク市域に住むAnne Marie O'Connor

氏とAnn Marie O'Connor氏は、同じ社会保障番

号を与えられていた。2人は外見が似ているだけ

でなく、誕生日が共に9月だった。2人分を合計し

た所得金額で税金が計算されていることに1人が

気付き、やっとこの事実が発覚した。

• ニューヨークに住む2人のJames Edward

Taylor氏は、誕生日も出生地も同じで、同じ社会

保障番号を渡されていた。この事実が最初に明る

みに出たのは1965年のことだが、1973年の報告時

点でも訂正されていなかった。

• ニューヨークのBlue Cross(ブルークロス)の医

療用コンピューターシステムが、性別と誕生日が

同じ2人の患者を区別できなかった。そのため、

双子や三つ子が同じ日に同じ医師の治療を受けた

場合の請求や支払にひどい混乱が生じ、患者、親、

そして医師が非常な迷惑を被った。

• バージニア州ベイリーズ・クロスローズ市の
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運転免許センターで、誰かがTeresa Stover氏名

義の運転免許証の「再交付」を受け、これを使っ

てクレジットカードから3万USドルを引き出し

た。この運転免許センターではこれまで、わずか

な賄賂と引き換えに数千枚の不正免許証が発行さ

れた疑いがある。

• 米国では社会保障番号の窃盗、販売、悪用は

重罪になるが、こういった犯罪は増加している。

1991年の発生件数はすでに550件に上った。ある

女性は、自分の番号が12人によって不正使用され

たことを発見した。別の女性の場合、誰かが彼女

の社会保障番号を使って彼女の名義で16枚のクレ

ジットカードを取得して、1万USドルを使い込ん

でいた。失業保険の給付金がすでに5人の他人に

よって詐取されていることに気づいた例もある。

車のナンバープレートや社会保障番号など「固有識別

子と考えられるもの」(SUID: Supposedly Unique

IDentifier)も、さまざまな問題を起こす可能性がある。

これは、こうした識別子自体の問題というより、意図

的にしろ無意識的にしろ、多岐にわたる誤用のパター

ンが想定できるからである。例えば、当局による識別

子の割り当てにミスがあったり、なりすましにより他

人が不正に識別子を入手したり、誰かが異種データベ

ースを相互リンクさせるなどの方法で情報を得て、そ

こから推測を行なうことなどが考えられる。

コンピューター・データベースに入力する情報の正

確さと新しさを維持するという点では、管理条件と刑

罰の厳格化が効果を発揮するかもしれない。断片的な

情報だけで再確認もなく照合判断をしないようにすれ

ば、誤認を減らせるだろう。同様に誤認逮捕の場合に

も、完全な情報による再確認を徹底させるだけで、誤

りを立証できる。たとえば、曖昧さの少ないバイオメ

トリクス(指紋など個人に特有な身体的特徴)などの認

証手段を使えば、誤認を減らせる。特に人命が関わる

際にはこの方法を用いるべきである。

SUIDへの依存が大きな危険性をはらんでいること

は、これまでに紹介した事例の通りである。社会保障

番号などのSUIDは、身元の誤認を避けるにはすばら

しい効果をもっているが(ただし、何人もがそのSUID

を使っていたり、SUIDが偽造だった場合はこの限り

ではない)、認証手段としては役に立たない。残念な

ことに、身元識別と認証という2つの基本的に異なる

機能は、しばしば混同されてしまう。データベースと

識別子の利用法については、特に異種システム間の利

用に関して、より厳格な規定を確立し、統一的に実施

する必要がある。(詳細は、Chris Hibbert氏が社会保

障番号について書いた『What to Do When They Ask

for Your Social-Security Number. Social-Security

Number FAQ』を参照のこと。

http://cpsr.org/cpsr/privacy/ssn/ssn.faq.html)

15-2.アイデンティティ窃盗 (Identity Theft) 
[なりすまし犯罪]*******************

正直に人生を送っている限り、何も隠すべきものはな

いと考えている人は多い。しかし、個人のアイデンテ

ィティや生活に関する情報にいつでもどこでも、また

簡単にアクセスできる環境があれば、情報から推測し

たり情報を集約したりできるだけでなく、別人がその

人になりすますことも可能になる。そのため、個人情

報の窃盗グループによるビジネスが拡大し続け、被害

者が不幸な目にあわされる事態が起こっている。すで

に、広い範囲で深刻な被害を発生させるに足る個人デ

ータが収集され、アイデンティティ窃盗は一つの産業

になりつつある。

http://www.csl.sri.com/neumann/illustrative.htmlの

「Identity Theft」の項をクリックすると、数多くの具

体例が紹介されている。

• Terry Dean Rogan氏は(運転免許証とクレジット

カードが入った)財布を紛失し、その後誰かが

Rogan氏になりすまして殺人と強盗を2件ずつ起

こしたため、NCIC(National Crime Information

Center: 全米犯罪情報センター)のデータベースに

逮捕状情報が入れられた。Rogan氏は最初の逮捕

時に問題に気付き、NCICに記録を訂正するよう

要請したにもかかわらず、14ヵ月の間に5回も逮

捕されてしまった。Rogan氏はついにロサンゼル

ス市警を訴え、5万5000USドルを勝ち取った。

• Richard Sklar氏は、同氏になりすました誰かの

せいで、コンピューター照合に基づいて3度逮捕

された。

• Clinton Rumrill III氏は、クレジットカード問題

と交通違反で、民事および刑事上の訴えを起こさ

れた。実は、幼なじみの「友達」がRumrill氏の

名前と社会保障番号を使って同氏になりすまして

いた。警察はこの状況を把握しているが、警察の

コンピューターはRumrill氏本人と偽者を区別で

きない。警察はRumrill氏に対し、名前と社会保

障番号を変更するのがもっとも簡単な解決方法だ

と告げた。

• サンフランシスコ在住の弁護士であるCharles

Sentman Crompton II氏は、彼の名前、住所、社
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会保障番号を使ってツケで買物をしたり、家賃

を支払ったり、さらに運転免許証まで取得して

いる偽者に悩まされていた。こうした詐欺行為

によって、Crompton氏は3000USドルを請求され

ている。偽者は自動車泥棒などで何度も逮捕さ

れ、その都度Crompton氏の名をかたっていた。

偽者が、不審に思った店員から問い詰められ、

逃げるときに偽造運転免許証を落としたため、

Crompton氏のもとにその偽運転免許証が届けら

れた。Crompton氏はその写しを運転免許センタ

ーに送り、状況を説明して、別のID番号で新し

い運転免許証を発行してくれるよう求めた。だ

が不幸にも、運転免許センターは新しく発行し

た免許証を偽者の元に郵送してしまい、事態は

いっそう悪化した。

• カリフォルニアでは、運転免許センターが多く

のアイデンティティ窃盗の機会を提供している。

1999年には運転免許証の再交付申請が90万件あっ

たが、そのうちの10万件が不正な申請だった

(ACM Risks Forum, vol.21: number 7)。カリフォ

ルニア州の運転免許証は、アイデンティティ窃盗

に使われることが多い(同21:29-32,36)。

• カリフォルニア州の出生記録は、RootsWeb.com

というウェブサイトで確認できる。これは、ア

イデンティティ窃盗の危険性を高めてはいない

だろうか。このサイトはオプトアウト方式をと

っており、自分の個人情報を削除するには明確

な意思表示が必要になる(同21:80)。抗議の声が大

きかったことから、カリフォルニア州とテキサ

ス州では全データベースが削除された(同21:81)。

• Abraham Abdallah氏は偽造クレジットカードを

作成する装置を作ったかどで逮捕された。装置に

は、『Forbes』(フォーブス)誌が掲載した全米400

人の資産家リストのうち217人分の社会保障番号、

住所、生年月日などのデータと、400枚分の盗ん

だクレジットカード番号が記録されていた。1000

万USドルの不正引き出しが行なわれるところだ

った(同21:29)。

この数年間、アイデンティティ窃盗はますます深刻に

なっている。このレポートの執筆中にも、わずか数ヵ

月で大規模なアイデンティティ窃盗団による事件が2

つも発生した。その1件では被害者数が3万人に及び、

もう1件では5万人の軍関係者の個人情報が盗まれた。

このうち1つ目の事件は、米国のアイデンティティ

窃盗としてはおそらく最大の事件だと言われている。

ニューヨーク州ロングアイランドにあるソフトウェア

企業の従業員が、Ford Motor Credit(フォードモータ

ー・クレジット)社のアクセスコードを使用して

Experian(エクスペリアン)社のデータベースに侵入し、

少なくとも3万人のアイデンティティ情報を盗んだ。

この男はブルックリンとブロンクスに活動拠点を持つ

アイデンティティ窃盗団の依頼を受けて被害者の信用

履歴を入手し、1件につき60USドルで売っていた。窃

盗団はすでに入手していた信用情報と合わせ、被害者

の銀行口座から預金をすべて引き出したり、偽のロー

ンを組んだり、既存のあるいは新しく作ったクレジッ

トカードを限度額まで利用するなどの犯行を重ねてい

た。被害に対する苦情が殺到し、FBIがようやく主犯

の3人を逮捕するまでに3年かかった。3人は現在、マ

ンハッタンで裁判にかけられている。詳細は、ACM

Risks Forum, vol.22: number

40(http://catless.ncl.ac.uk/Risks/22.40.html)を参照。

2つ目の事件は、2002年12月14日、アリゾナ州フェ

ニックスにあるTriWest Healthcare Alliance(トライウ

ェスト・ヘルスケア・アライアンス)社のハードディ

スクから、軍関係者とその家族50万人分に関する社会

保障番号などの個人情報が盗まれたというもの。犯人

には10万USドルの懸賞金がかけられた。偶然にもこ

の時、国防総省は、全軍の要員の医療記録を電子化す

る作業を進めていた。詳細は、ACM Risks Forum,

vol.22: number

46(http://catless.ncl.ac.uk/Risks/22.46.html)を参照。

このほか、過去数ヵ月間で以下のようなアイデンテ

ィティ窃盗事件が発生している(2003年2月現在)。

• アイデンティティ窃盗犯が、出生証明書や信用

記録を使ってボストン在住の12人の弁護士のアイ

デンティティを盗み、1年にわたって当局の追跡

をかわしてきた。犯人には、犯罪歴があった

(ACM Risks Forum, vol.22: number 20)。

• オンライン求人サイトが偽の「身上調査」を行

ないアイデンティティを盗んだ(同22:35)。

• 4MyEmergency.comは、災害時に個人情報を持

ち出せなかった場合のために個人情報を保管する

という名目で情報収集を行なった。こういったサ

イトは悪用には絶好のチャンスである(同22:26)。

• 飲食店の店員がアイデンティティ窃盗の罪を認

めた(同22:28,29)。

• Xbox(エックスボックス)にアイデンティティ窃盗

を可能にする脆弱性が発見された(同22:39)。
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• 盗んだクレジットカードを使用してchange-

ebay.comを作成し、eBayユーザーのユーザー名

とパスワードを不正に入手した(同22:40,43)。

• 大手税務会社、H&R Block(H&Rブロック)社の複

数の従業員が、27人の顧客のアイデンティティを

盗んだとして訴えられた(同22:46)。

• 盗んだアイデンティティにより数千件におよぶ

偽の所得申告を行ない、合計700万USドルの不正

還付を受けたとして、19人が起訴された(同22:54)。

15-3.監視　(Surveillance)

• 米連邦捜査局(FBI)の通信傍受システム

Carnivore(カーニボー)は、広い範囲でインターネ

ットのトラフィックを監視する能力がある。しか

しFBIは、システムに不適切な設定をすれば、過

度な情報収集を制限するはずの機能を簡単に無視

できることを発見した(ACM Risks Forum, vol.21:

number 8-9; vol.22: number11)。

• 暗号化されていない米財務省秘密検察局(シーク

レット・サービス)のポケベル・メッセージが傍

受された。傍受の危険性はすでに3年前のハッカ

ー会議「Hackers on Planet Earth(ハッカーズ・

オン・プラネット・アース)2000」で指摘されて

いた(同19:39-40)。

• コネチカット州では、逮捕された人の外部への

通話がすべて日常的に記録されていた。この行為

は発覚するまで数年にわたって続いた。

• シカゴ警察の刑事部長が漏らした内部情報によ

り(少なくとも500万USドル相当)の窃盗が行なわ

れた。権力の集中と監視がもたらす危険性を物語

っている(同21:73)。

• ドイツ当局のソフトウェアの欠陥により、当局

が電話を盗聴していたドイツ人50人に、盗聴分の

接続料の請求書が送られ、盗聴の事実が露見した。

現在、ドイツ国内では2万近くの回線が監視され

ている(同22:33)。

• 近年の戦争において、ユーゴスラビア軍は暗号

化されていない北大西洋条約機構(NATO)の無線

通信を傍受し、攻撃をかわすことができた(同

20:37)

15-4.データベースの濫用　(Database Abuses)

• テレビ女優のRebecca Schaeffer氏は、1989年7月

18日にストーカーにより殺害された。犯人は、カ

リフォルニア州運転免許センターのデータベース

管理システムからSchaeffer氏の住所を得ていた。

これを受けて、照会があった場合にはまず本人に

通知し、回答までに2週間の猶予を取ることが決

められた(ACM Risks Forum, vol.9: number18)。

• アリゾナ州の元警察官が、元ガールフレンドを

見つけ出し殺害した。米会計検査院(GAO)は、こ

の事件を含め、NCIC(全米犯罪情報センター)の

データが不正使用された例をいくつも報告して

いる。

• ある女性が元クラスメートに射殺された。元ク

ラスメートはインターネット・ブローカーを使っ

て女性についての情報を集めていた(同22:46)。

• ある男性が、GPS(SmartTrackか？)を元ガールフ

レンドの車のボンネットの下に取り付けてストー

カー行為を繰り返していたという(同22:46)。

• ニューヨーク市警の署長が、機密データベース

の不正使用により起訴された。

• 英国のPolice National Computer(ポリス・ナショ

ナル・コンピューター)の不正使用により、3人の

警察官が有罪判決を受けた。

15-5.その他のアイデンティティおよび
プライバシー関連のリスク
(Other Identity and Privacy Related Risks)

アイデンティティ窃盗以外にも、アイデンティティと

プライバシーに関しては多くのリスクがある。わずか

な知識をもとに特定の個人に対する誤った情報を広

め、評判を傷つける誹謗中傷も、その一例である。こ

れが匿名で行なわれた場合は、特に被害が大きい。恐

喝もよくある例だが、コンピューター・システムやイ

ンターネットの発達は、一般の人が恐喝を受ける可能

性を高めるだけでなく、犯人の特定や検挙も難しくし

ている。

15-6.スパム行為　(Spamming)

スパム行為(求められてもいない電子メールを多くの

電子政府・電子自治体のプライバシーに関する調査研究 報告書



プライバシー問題とプライバシー保護技術について ——   101

人々に勝手に送りつけること。たいていは不快な内

容)は、プライバシー侵害行為のなかでも特に不快な

ものである。スパムへの対応には時間がかかり、生産

性が著しく下がるため、プライバシー強化のためのさ

まざまなスパム対策技術(スパムフィルタリング用ソ

フトウェアSpamAssassin(スパムアサシン)など)が導

入されている。しかし、こういった技術は、受け取り

たいコンテンツをブロックしてしまったり、逆に受け

取りたくないコンテンツをブロックしなかったりと、

効果には常に疑問がつきまとう。

インターネット・サービス・プロバイダーやシステ

ム管理者の多くは、スパムメールだけでなく、ポルノ

画像や差別的発言など不快なコンテンツを制限するフ

ィルタリング技術を採用している。ただし、組織はフ

ィルタリングにより個人の活動をすみずみまで監視で

きるため、過度なフィルタリングがプライバシー問題

を引き起こす可能性もある。

16.プライバシー法　(Privacy Laws)

米国にかぎらず、プライバシー法に関する書籍や報

告書は数多く出されている。なかでも、ワシントン

DCにあるElectronic Privacy Information

Center(EPIC:電子プライバシー情報センター)の出版

物は、非常に適切なものといえる。この報告書の中

で参考文献としておそらくもっとも重要な役割を果

たしたのは、EPICの最新レポート『The Privacy

Law Sourcebook 2002: United States Law,

International Law, and Recent Developments』であ

る(「主要参考文献」の中にも掲げた)。この本は、以

下のような目次を見るだけでも非常に的確な意図が

読み取れる。

[訳注：この目次は、EPICの別の出版物『Privacy &

Human Rights 2002: An International Survey of

Privacy Laws and Developments』のものです。]

プライバシーの定義(Defining Privacy)

プライバシー保護のモデル(Models of Privacy

Protection)

プライバシーの権利(The Right to Privacy)

データ保護の進化(The Evolution of Data Protection)

監視とプライバシーおよびデータ保護コミッショナ

ー(Oversight and Privacy and Data Protection

Commissioners)

国境を越えるデータの流れとデータヘイブン

(Transborder Data Flows and Data Havens)

プライバシーへの脅威(Threats to privacy)

2001年9月11日への対応(The response to September

11, 2001)

アイデンティティ・システム(Identity Systems)

通信の監視(Surveillance of Communications)

盗聴(Audio Bugging)

カメラによる監視(Video Surveillance)

衛星による監視(Satellite Surveillance)

電子商取引(Electronic Commerce)

公的記録とプライバシー、公共民間合弁事業(Public

Records and Privacy, Public-Private Ventures)

デジタル著作権管理(Digital Rights Management)

認証と身元開示(Authentication and Identity

Disclosure)

スパイテレビ：双方向テレビと「Tコマース」(Spy

TV: Interactive Television and “T-

Commerce”)
遺伝的プライバシー(Genetic Privacy)

職場のプライバシー(Workplace Privacy)

世界53ヵ国からのレポート(日本を含む) (Country
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Reports from 53 countries  (including Japan))

17.結論　(Conclusions)

このレポートでは、プライバシー事情に関して世界

中に山積する問題のごく表層をなぞったに過ぎない。

プライバシーの問題とそれに対する不十分な対応か

ら生じるリスクは、絶対に認識し理解しておかねば

ならない。多くの場合、積極的なプライバシーポリ

シーやプライバシー規制をあらかじめ策定しておく

ことが必要で、これが最も肝要なことである。深刻

な問題が広がっていくのをただ眺めているのが賢明

とは言えないばかりか、そこからプライバシーに関

わる大問題が発生し、政府、企業などの組織、個人、

さらには重要なインフラにも多大な影響を及ぼすこ

とになりかねないのである。

このレポートの記述は、Lauren WeinsteinとPeter

Neumannが担当した。
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付付録録：：用用語語集集　　(APPENDIX: Glossary of Terms Used

in This Report)

注記：この用語集では、語と語の関連性を考慮した

順序で用語を記載した。各用語の定義は、その前の

語の定義を踏まえている。また読者の便宜をはかる

ため、以下にアルファベット順に並び替えたものを

掲げた。番号は用語集の記載に対応。

7. Alias 別名

2. Attribute 属性

9. Authentication 認証

12. Authentication, Attribute 属性認証

11. Authentication, Identity アイデンティティ認証

13. Authorization 認可

1. Entity エンティティ

6. Identification 識別

3. Identity, Concrete 固定的アイデンティティ

4. Identifier 識別子

8. Identifier, Anonymous 匿名識別子

5. Identifier, Concrete 固定的識別子

10. Identifier, Pseudonymous 仮名識別子

◇◇定定義義

1. エエンンテティィテティィーー(Entity)

問題となっていることがらに関係する主体のこと。

一般には、人、コンピュータープロセス、コンピュ

ーターシステム、ネットワークノード、団体、組織、

企業、政府機関など、情報や情報処理に何らかの関

係を持つ行為者を指す。

2. 属属性性(Attribute)

個人やエンティティーに関する特徴のこと。人の比

較的永続的な属性としては、生年月日、目の色、身

長、体重などがある。ただし身長、体重については、

特に未成年の場合は時間とともに変化する。人の一

時的な属性には、住所、勤務先、役職などがある。

社会保障番号は長期間有効な属性だが、企業や組織

エンティティーにおいては法人番号(Employer

Identification Number, EIN)がそれに相当する番号と

なる。人の場合、バイオメトリクスによる一部の情

報(DNA、虹彩の特徴など)は永続的だが、時間とと

もに変化したり変化しうるものもある(指紋、髪の色

など)。コンピューターに関する属性には、ドメイン

名、インターネットIPアドレス、ファイル名、プロ

セス識別子などがある。

3. 固固定定的的アアイイデデンンテティィテティィ (Concrete Identity) [固固定定

的的自自己己同同一一性性]

永続的な属性あるいは長期間有効な一時的属性によ

ってエンティティーを定義する情報のこと。固定的

アイデンティティには、法律で概念定義されるもの

もある。たとえば、出生証明書記載の法的に認可さ

れた氏名はその例で、生年月日や出生地、指紋、

DNAなどの諸属性の固有の組み合わせと、つまり実

際その本人自身と結びつけられる。また、あるコン

ピューター・システムに指定されたアイデンティテ

ィも、固定的アイデンティティの例である。

[編注: ここでは、Identityに対応する適切な訳語がな

いため「アイデンティティ」のまま使うこととする。

ここで一番近いと思われるのは、心理学者Erik H.

Eriksonの使ったIdnetityに対しての訳語「自己同一

性」であると思われる。またこのレポートでいわれ

るアイデンティティとは、IDカードなどのことでは

ない。]

4. 識識別別子子(Identifier)

固定的な人、場所、物など、個別のエンティティー

を識別するとされるもの。たとえば、個人名は固有

の名前でなくとも識別子と見なされる。一つのエン

ティティーが複数の識別子を持つこともある。識別

子は、固定的アイデンティティを間違いなく表して

いる場合もあるが、特別な形(下記で扱う別名など)や

偽の形をとることもあるので注意しなければならな

い。また、社会保障番号など、固有の識別子だと(思

って)判断されてしまう属性もあるので注意が必要で

ある。二人のJames Edward Taylor氏に同じ社会保

障番号が割り当てられたケースや、12人のグループ

で全員が互いの社会保障番号を使っていたケースを

踏まえると、固有の識別子だとされるものでも、実

は同一のエンティティーと固有の結びつきをもって

いない場合もあることがわかる。自動車にも、口座

にも、人にも、それぞれ識別子がある。自動車の場

合はナンバープレート、口座には口座番号がある。

製造番号や証明書などの付加的情報をもとに、自動

車あるいは口座を個人(所有者、ドライバー、システ

ム利用者など)と結びつけることもできる。自動車の

識別子には、永続的な車両識別番号と州によって変

わるナンバープレートとがある。コンピューター関

連の固有識別子としては、世界で一つしかないIPア

ドレスのほか、システムのディレクトリ階層内にお

ける完全修飾ファイル名がある。ただし、ローカ

ル・ファイルの場合は、ファイル名は特定のディレ

クトリ内で固有であればよい。

5. 固固定定的的識識別別子子(Concrete Identifier)
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個人に関連する永続的な識別子であり、法律で認可

された氏名(真正であっても固有ではない可能性があ

る)など、変更が困難または不可能な属性をいう。氏

名、生年月日、身長、体重などは、識別子として情

報の一部に利用できるが、氏名と生年月日は比較的

偽りやすい。遺伝情報も識別子として用いることが

でき、しかも偽りにくい。コンピューター・システ

ムにおいては、システムのあるかぎり永続する固有

識別子として、埋め込みのタイムスタンプがある。

逆に、再利用可能な一時的識別子もある。

6. 識識別別(Identification)

識別属性を(正しいかどうかはともかく)提示する個人

あるいはエンティティーと、識別子とを結び付ける

こと。システムが、物理的な存在としての人間とそ

のアイデンティティ情報との間にある特定の関係を

承認することなど。ただし、識別だけでは認証とは

言えない(下記「9. 仮名識別子(Pseudonymous

Identifier)」を参照)。

7. 別別名名(Alias)

同一のエンティティーに関わる識別子集合の要素と

なる識別子。

8. 匿匿名名識識別別子子(Anonymous Identifier)

特定のエンティティーに明白な関係を持たない識別

子。個人には結びつかない。普通、匿名識別子は一

度だけ使用され、固定的識別子とはならない。エン

ティティーと明白な関連を持たない別名は、匿名識

別子となりうる。(注：匿名識別子は二回以上使用さ

れると仮名識別子となる)

9. 仮仮名名識識別別子子(Pseudonymous Identifier)

属性やトランザクションに関連するが、固定的識別

子ではなく、エンティティーとの明らかな対応関係

を持たない識別子。仮名は、変わることもあれば永

続的なこともある。

10. 認認証証(Authentication)

識別子とエンティティーとの確固たる関連性を、極

力しっかりした保証をもって証明すること。一般に

は、パスワードや暗号文生成のトークンを用い、認

証が有効であるという一定レベルの保証を行なう。

自動車の運転者の場合は、本人と認識できる写真や

指紋を記載する運転免許証をもとに認証を行なう。

その際、当局のデータベースに照会することもある。

自動車の場合は、通常は偽造されていない車両登録

であると考えられているナンバープレートと、その

登録および車両識別番号を車両データベースと照合

して盗難車でないことを確定することにより、認証

が行なわれる。

11. アアイイデデンンテティィテティィ認認証証(Identity Authentication)

エンティティーと識別子の関連性を証明すること。

クレジットカードや学歴と本人とを関連づける場合

など。通常は二段階のプロセスがあり、はじめに識

別を行ない、次にその識別と、主張されている属性

との関連を確認する。

12. 属属性性認認証証(Attribute Authentication)

エンティティーと属性の関連性を証明すること。絵

画と鑑定書の照合などがこれに相当する。アイデン

ティティ認証と同様、まずエンティティーと識別子

の関連性を確認し、次にその識別子と属性への関係

を確認する二段階プロセスで実施される。

13. 許許可可(Authorization)

識別子あるいは属性に基づき、特定の行動を許す決

定を行なうこと。限度額に基づいて貸出が求められ

る場合、緊急車両が赤信号で通行する場合、建造中

の衛星に取り付ける放射硬化デバイスの証明書、特

定のユーザーやシステムを対象に特定のプログラム、

データ、ファイル、ネットワーク資源の使用を認め

る場合などがこれに相当する。

(付記:この用語集は、Harvard University John F.

Kennedy School of GovernmentのJean Camp氏

(jcamp@camail1.harvard.edu)が進めている討論会

(identity@ksglist.harvard.edu)での討議内容を参考に

作成した。)
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追追補補：：詳詳細細なな技技術術的的問問題題(Specific Tech Issues)

Cameo Woodにによよるるレレポポーートト

UDDI(Universal Description, Discovery, and

Integration)は、XMLビジネスディレクトリとして

定評があり、企業が情報を交換し、適切なサービス

を見つけ、そのサービスを利用するといったことを

目的として考案された。この技術の主な開発サイト

は、業界団体OASIS(オアシス)のUDDIリソース・ウ

ェブサイトで、ここで現在開発中のホワイトページ

のアップデートも行なわれている。XMLは、インタ

ーネット上でのデータ交換のためには必要不可欠な

メカニズムになった。XMLメッセージの伝送手段で

あるSOAP(Simple Object Access Protocol)によっ

て、以前は不可能だった方法でのデータの相互通信

が容易になったが、一方UDDIは急速に、ウェブサ

ービスの提供者とユーザーを結びつけるための標準

になってきているようである。ウェブサービス自体

はWSDL(Web Services Description Language)とい

うXMLベースの言語で記述されている。

もう一つ急速に発展してきているのはセキュリティー

の分野である。企業間の信用確立のためにとられてき

た従来の方法では、公共のインターネット、あるいは

もっと実際的には大規模なLANやWANには適してい

ない。非対称暗号をベースにした信頼メカニズムはこ

れらの状況でも非常に有用であるが、現実には、その

展開と暗号鍵管理の容易さ、相互運用性の範囲、セキ

ュリティーレベルといった点で、非対称暗号方式の各

種公開鍵基盤(PKI)を扱うベンダー各社が絶賛するよ

うなレベルには到底届いていない。階層データ構造を

扱ったり、機密性、アクセス権、完全性に関して要求

度が大きく異なるデータサブセットを扱ったりするの

は特に難しい。さらに、現在の標準的なセキュリティ

ー管理を各種のXML文書ごとに別々に適用するのも、

簡単にできることではない。

現在複数の団体が、この問題の検討と標準規格の開

発にかかわっている。本論に関連する開発事項の主な

ものは、XML暗号化とそれに関連したXML署名、

XACL(eXtensible Access Control Language)、

SAML(以前競合していたAuthMLとS2MLを組み合わ

せたもの)で、OASISにより開発が推進されている。

「XMLキー管理仕様」(XKMS)も開発が進められている。

こういった標準が発展途上にあるという理由もあ

って、開発者が利用できるツールキットやライブラ

リの数はまだ限られているが、変化は確実に始まっ

ている。IBM社はすでにJCP(Java Community

Process)に、2つのJSR(Java Specification Request)、

「JSR-105」(XMLデジタル署名API) と「JSR-106」

(デジタル暗号化API)を提出している。

IBM東京基礎研究所は1999年に、XML署名のプロ

トタイプ実装としてXML Security Suiteを開発した。

これに含まれるユーティリティーでは、XMLデジタ

ル署名を自動生成し、W3CのCanonical XML草案を

実装し、XML暗号化の実験的実装による要素レベル

での暗号化を行なう。またXML Security Suiteは、

XML文書に適用する、特定のセキュリティー要件を

処理する手段も提供する。XACLのXMLスキーマ定

義も含まれている。

Infomosaic(インフォモザイク)社は、W3C策定の

XMLデジタル署名標準を初めてC言語で実装した

SecureXMLを開発した。そのコードサイズは小さい

が高度に最適化されているため、大容量のXML処理

アプリケーションに非常に適している。そのソフト

ウェア製品SecureXML Digital Signature(セキュア

XMLデジタル・シグネチャ)は、Cランタイムライブ

ラリや、ActiveX COMオブジェクトの形でも、

SecureXML Signature Verification Web Serviceで

も入手できる。

Microsoft(マイクロソフト)社の.NET(ドットネッ

ト)フレームワークは、XMLウェブサービスをサポ

ートするため一から設計された。XMLウェブサービ

スは、XML、SOAP、HTTPなどの標準プロトコル

にもとづくさまざまな環境での分散コンピューティ

ングのモデルであり、異なるプラットフォーム上で

実行する種々のアプリケーションを統合したり、サ

ービスとしてソフトウェアを提供したりするのに利

用できる。

RSA BSAFE Cert-JはPKIを統合するアプリケー

ションの開発のための証明書処理ソフトウェア開発

者用キットで、RSA Security(RSAセキュリティ)社

が開発した。オープンスタンダードにもとづき、複

数ベンダーを対象にした相互運用性テストも徹底的

に行なったこのRSA BSAFE Cert-Jでは、開発者が

JavaでPKI対応のアプリケーションを開発するのに

必要な証明処理および暗号ソフトウェアすべてが提

供されている。

Baltimore(ボルチモアテクノロジーズ)社はツール

キットに対し柔軟なアプローチを取る。同社の

KeyTools XMLでは、JCE/JCA(Java暗号化拡張機

能／Java暗号化アーキテクチャ)に準拠した対応暗号

化プロバイダ(Sun Microsystems(サン・マイクロシ

ステムズ)社自身によるJCEプロバイダなど)のすべて

と、Baltimore社が独自に開発したJCEプロバイダ

KeyTools Proが利用できる。証明書失効リスト

(CRL)、オンライン証明書状態プロトコル(OCSP)も

含め、PKI関係はすべてサポートされている。

SAMLは、OASISが競合する仕様AuthMLと
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S2MLを組み合わせ、認証および権限情報の交換を

容易にしようと開発した、模倣的な仕様である。

SAMLに近いが、特定のXML文書におけるサブジェ

クト特権オブジェクト指向のセキュリティー・モデ

ルに焦点を合わせたものが、XACLである。これも

OASIS主導で開発が進められており、XACMLや

XACLという複数の呼び名がついている(同じ文書内

でも両方の略称が混在する)。XACLでルールを記述

することにより、ポリシー制定者は、特定のXML文

書に対し誰がどのようなアクセス権を持つかを――

先に触れたような状況下で――定義できる。

W3Cが現在検討中のXKMSは、XML署名の標準を

基盤にした、暗号鍵管理プロトコルの確立を目指す

ものである。SAML、XACLなどとともに、XKMS

は、XML文書のセキュリティーを確保する大計画の

中の重要な要素となっている。その直接的効果は、

認証と署名鍵の管理が大いに簡素化されるという点

にあるが、この簡素化は、デジタル証明処理、取り

消し状況のチェック、認証パスの検索と確認という

各機能を、アプリケーションから分離することで―

―たとえば、暗号鍵管理をインターネット・ウェブ

サービスに委ねることで――可能になっている。

OpenSAMLは、200大学の連合からなる研究コン

ソーシアムInternet2(インターネット2)の構成メンバ

ーが、Shibboleth(シボレス)プロジェクトの一環とし

て開発したものである。OpenSAMLはJavaとC++の

オープンソース・ライブラリで、SAMLメッセージ

の作成、伝送、解析に利用できる。また、SAMLメ

ッセージを構成する個々の情報フィールドの変更や、

正しいXML文書の構築、受け手側に渡す前のXML

文書の展開や処理が可能。OpenSAMLはウェブ・サ

インオンのSAMLブラウザ/POSTプロファイルを完

全にサポートし、属性クエリーと属性アサーション

の交換ためのSOAPバインディングをサポートする。

現在のところ、ブラウザ/artifactプロファイルや認

証決定に関わるSAMLメッセージはサポートしてい

ない。

• Privacy Rights Clearinghouse(プライバシー権

情報交換センタ

ー)http://www.privacyrights.org/

• Electronic Privacy Information Center(EPIC: 電

子プライバシー情報センタ

ー)http://www.epic.org

• 米連邦取引委員会(FTC)のプライバシーページ

• Global Internet Liberty Campaign(世界インタ

ーネット自由擁護運動)中の「プライバシーと人

権」の項　http://www.gilc.org/

ププロロトトココルルにに関関すするる問問題題(Protocol Issues)

P3P(Platform for Privacy Preferences Project)は新

しい業界標準規格で、これによりウェブサイトは、

ユーザー・エージェントが自動的に取得し解釈でき

る標準形式で、サイトでのプライバシー方針を表明

することができる。この規格は、ユーザーがプライ

バシーポリシーを簡単に手早く読め、サイトのプラ

イバシーの扱いを理解しやすくすることを目指すも

のである。P3Pを使えば、ユーザーはサイトを訪れ

るたびにいちいちプライバシー・ポリシーを読まな

くてもよくなり、ウェブサイトが集めるユーザーデ

ータに関する重要な情報は自動的に送られてくるう

え、サイトのプライバシーポリシーとユーザー側の

希望とが一致しなければそれも自動的に検出される

ようになっている。P3Pの目標はウェブでのユーザ

ーの信頼を高めることである。

P3Pが提供する技術メカニズムでは、ユーザーが

個人情報を開示する前にプライバシーポリシーを把

握しやすくなっているものの、そのポリシー通りに

サイトが運営されていることが保証されるわけでは

ない。P3P規格を実装した製品は、プライバシーポ

リシーの事前把握といった点では助けになるだろう

が、実際のプライバシーの取り扱いは個々の実装次

第となってしまい、規格の手が及ばない。P3Pは、

ウェブサイトのプライバシーポリシーを強化する法

的かつ自己監視的プログラムを補助することを意図

したものである。

グループ署名スキームは、1991年にChaumとvan

Heystが提案した比較的新しい概念である。通常の

デジタル署名とは異なり、ここでは署名者に匿名性

が与えられる。すなわち、証明者には、あるグルー

プの中のあるメンバーが署名したということしかわ

からない。しかし法的紛争のような例外的な場合で

は、あらかじめ指定されたグループ管理者はグルー

プ署名を「開く」ことで、署名者の身元を明確にで

きる。それと同時に、グループ管理者を含め誰も、

正当なグループ署名の署名者を誤って判断すること

はない。

ゼロ知識プロトコルでは、クライアントとサーバ

ーの対話中に秘密情報が一切漏れることなく、また

相当する公開鍵プロトコルよりも小さい計算量で、

身元識別、暗号鍵交換など基本的な暗号操作が実行

できる。したがって、ゼロ知識プロトコルは特に

「スマートカード」や暗号組み込みソフトウェアで力

を発揮すると考えられる。
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デデジジタタルル・・ププラライイババシシーー権権管管理理ののメメカカニニズズムムととデデジジ

タタルル著著作作権権管管理理(Digital Privacy Rights Management

Mechanisms and Digital Rights Management)

[編注: 以下に挙げたDRMの持つ様々な特徴はプライ

バシー情報保護システムに転用できる可能性が高い。

ただしこの点については、DRMシステムに対して特

許を保有している会社があるという情報もあるため、

それが開発・普及の足枷になる可能性があることを

考慮しなければならない。]

DivXはデジタルコンテンツの利用制限をベースに作

られた、初めての一般消費者向け製品だった。しか

し結局は生産中止に追い込まれた。このことから、

技術に将来性が見込めても、デジタル所有権管理シ

ステムの構築には数多くの問題が残されていること

が示された。ただ、この種のシステム自体は、今後

消費者市場で広く受け入れられる可能性がある。

大衆市場向けコンテンツをインターネット経由で

販売すれば、製造業者、流通業者、消費者すべてに

大きな利点がもたらされるが、ユーザーの深刻なプ

ライバシー侵害につながるおそれもある。プライバ

シー喪失にいたる経緯にはよく知られたもの(クレジ

ットカードのデータを盗まれるなど)のほか、新しい

手口や、ネットでの配布が始まった当初の頃よりは

るかに深刻な事態もある。プライバシー保護強化の

技術(暗号化、匿名使用など)は、セキュリティー分野

の多くの研究開発者たちの注目を集めているが、さ

まざまな解決法の中で一定の役目を果たす可能性は

あるものの、それ単独では、デジタル著作権管理

(DRM)が提起するプライバシー問題を解決できない。

DRMは、デジタル情報への匿名でのアクセスを防

ぐほか、ユーザーの嗜好に関するプロファイル作成

を容易にしたり、特定のコンテンツへのアクセスを

制限したりするのにも使われる。その場合は、コン

テンツやコンテンツ提供者に識別子を付与し、個人

情報をその識別子に添付する。たとえば、Microsoft

社のWindows Media Player(ウィンドウズ・メディ

ア・プレーヤー)には、Globally-Unique

Identifier(GUID)が埋め込まれ、ユーザーを追跡でき

るようになっている。また同様に、同社の電子書籍

用Reader(リーダー)では、ユーザーはソフトウェア

を「アクティベート」し、それに同社の認証サービ

スPassport(パスポート)のアカウントをリンクするよ

う要求される。Microsoft社はここから、ユーザーの

コンピューターの個別ハードウェア識別子を取得す

る。また、電子書籍を登録コンピューター以外のコ

ンピューターに移させないようにするアクティベー

ション制限の仕組みもあり、ユーザーが電子書籍の

共有や、登録したマシン以外での読書ができないよ

うになっている。

また、Windows Media Playerも、ユーザーが閲覧

するコンテンツのログファイルを作成したり、中央

サーバーに「電話をかけて」コンテンツのタイトル

を取得したりする。こういった技術を見ると、著作

権法の利用法に一つの顕著な進展があることがうか

がえる――著作権はコンテンツ所有者を保護するた

めに作品の複製を制限できる、という方向性である。

いまや著作権は、コンテンツ保護と、コンテンツ利

用者の情報収集という2つの行為を正当化するものと

して利用されている。

個人が特定できる情報をコンテンツに結びつける

ことは結果的に「価格差別」につながる恐れがある。

価格差別とは、同じものを売るにも顧客によって値

段を変えることである。売る側が顧客のことを知っ

ていて、金銭的情報などその人固有の情報を結びつ

けられる場合、価格差別が行なわれやすくなる。

DRMシステムでは、コンテンツ所有者はコンテンツ

にアクセス制限をかけられるばかりでなく、利用者

の身元情報をもとにコンテンツの値段を調整するこ

とも可能になってしまう。

他にも、コピー防止とプライバシー保護を同時に

実現する技術はある。たとえばトークンとパスワー

ドのシステムは、デジタルコンテンツのダウンロー

ド許可に利用できる。プライバシーを侵害しない他

の解決法については、まだ十分に研究開発が進んで

いない。

多くのDRMシステムでは、ユーザーがMP3プレー

ヤーなどの携帯機器にコンテンツを移せないように

なっている。さらに、DRMシステムのほとんどが、

Windows(ウィンドウズ)オペレーティング・システ

ム(OS)上のみでしか使えず、Linux(リナックス)と

Macintosh(マッキントッシュ)ユーザーは対象外とな

っている。

トトララフフィィッックク分分析析対対策策技技術術(Anti-Traffic analysis tech-

niques)

AESOP(Advanced Encrypted Stackable Open

Proxy)は、利用者のプライバシーと匿名性の保護を

目的としたTCPプロキシである。高速で信頼性が高

いTCPプロキシと、強力な暗号化技術および広範な

トラフィック分析対策技術とを兼ね備えている。複

数のプロキシを連続してスタックし、ストリーム多

重化、ランダムパディング、ランダムパケット注入

などを行ない、転送速度を一定に保持することで、

トラフィック分析による匿名性侵害を防いでいる。

これらの複雑な機能を備えているにもかかわらず、
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ユーザーはAESOPが稼働していることを意識するこ

となく利用できる。また一方でAESOPは、パワーユ

ーザーにとっても、柔軟で自由な設定が可能となる。

AESOPはプレインストール可能なライブラリ(libae-

sop)の形で提供される。このlibaesopを使えば、ほぼ

すべてのネットワーク・アプリケーションでAESOP

が利用できる。さらにAESOPはセキュリティーも考

慮しているうえ、比較的軽量に作られている。

PKI：：公公開開鍵鍵基基盤盤(PKI . public-key infrastructure)

PKIではメッセージが暗号化されて伝送されるため、

正式に受取人とされた人物しか、メッセージの受信

および解読ができない。

完全には網羅していないが、以下にPKIを利用し

た例を挙げる。

• シンガポール、フィンランド――国民IDにPKI

を利用。

• オーストラリア、アイルランド――納税文書の

安全性確保にPKIを利用。

• 北大西洋条約機構(NATO)――電子物資調達に

PKIを利用。

• カナダ国防省――機密情報の送受信にPKIを利

用。

• カナダ政府――政府と国民の間のやり取りの安

全性確保にPKIを利用。

• Wells Fargo(ウェルズ・ファーゴ)銀行、

Rabobank(ラボバンク)、Identrus(アイデントラ

ス)社、Visa International(ビザ・インターナシ

ョナル)社、Canadian Payments Association(カ

ナダ支払協会、米国防総省――安全な電子ビジ

ネスのサポートにPKIを利用。

• Johnson & Johnson(ジョンソン＆ジョンソン)社

――社内業務、外部契約企業、提携企業、顧客

をサポートするため企業向けPKIを利用。

• 連邦国民抵当協会――貸付業務の安全性確保に

PKIを利用。

• Viacode(バイアコード)社――本人確認にPKIを

利用。

• Phyve(ファイブ)社、Kaiser Permanente(カイザ

ー・パーマネンテ)――医療サービスの安全性確

保にPKIを利用。
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追追補補：：電電子子投投票票とと投投票票者者ののププラライイババシシーー保保護護方方法法のの

ユユーーススケケーースス(Use Case of Electronic Voting and its

voter privacy protection method)

連邦投票支援プログラム(FVAP)インターネット投票

(VOI)パイロットテスト

http://www.fvap.gov/voireport.pdf

2000年11月、米国防総省管轄の一部門、Federal

Voting Assistance Program(FVAP: 連邦投票支援プ

ログラム)は、最初の「Voting over the Internet

Pilot Program」(インターネット投票(VOI)パイロッ

ト・プログラム)を実施した。これには、84名の遠隔

地在住者(米陸海空軍、海兵隊、沿岸警備隊所属の士

官)が参加した。選ばれた投票者の所在地は、ユタ州

ウィーバー郡 、サウスカロライナ州、テキサス州ダ

ラス郡、フロリダ州オレンジ郡、同オカルーザ郡な

ど、21の州と11の国に及んだ。地方、州、連邦が関

わる全国規模の選挙でオンライン投票が実施された

のは、これがはじめてだった。

「軍属および一般市民に関する不在者投票法」

(UOCAVA: the Uniformed and Overseas Citizens

Absentee Voting Act)の連邦規定の実施には、大統

領の指名を受けた国防長官があたった。1986年に制

定された同法は、軍関係者および商船員とその家族、

海外在住の連邦職員、また連邦政府に属さない民間

市民の選挙権をカバーしている。

オカルーザ郡の選挙管理者の報告では、募集当初

の応募人数は496名以上にのぼり、そのうち投票時点

で有資格者となったのは139名で、さらにその中で

VOIに登録したのは91名、最終的に投票したのが84

名という結果になったという。この84名分の電子投

票は、米国の28の州と準州、12の国(ヨーロッパ、中

東、極東)から投じられた。

FVAPでは各地の地方選挙管理委員会(Local

Election Offices: LEO)で、このプロジェクトで必要

になるハードウェア、ソフトウェアの設置、テスト、

運用訓練も行なった。インターネットを介する投票

を滞りなく遂行するため、FVAPはBoozAllen

Hamiltion(ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン)社

と契約してソフトウェアを開発した。FVAPは国防

総省と連携して、軍のインターネットシステムとセ

キュリティーシステム(暗号化、デジタル証明など)を

利用できるようにした。

システム設計で最も重要な要素は、既存の物理的投

票システムにできるだけ似た形にシステムを構築する

ことだった。電子投票処理中のセキュリティーと秘密

性、透明性が、設計の中でも特に重要視された。

投票システムの評価は、米国憲法に定められたプ

ライバシー権に従って政府が行なうが、その際は以

下の諸点がチェック対象となる。

• 投票有資格者だけが投票できること。

• 重複投票あるいは(委任を受けた代理人以外によ

る)他人名義での投票が不可能なこと。

• 処理過程での投票の紛失もしくは複製がないこと。

• 個々の票がどのように投じられたかが秘密にさ

れること。

• 投票中は投票が秘密にされること。

• 不正発見のための監査証跡があること。

• 選挙中の処理は干渉および買収の影響を受けな

いようにすること。

• 選挙中の処理は干渉および買収の影響を受けな

インフラのトラブルによる混乱のないようにす

ること。

プロジェクトに参加した5つの管区は、それぞれでイ

ンターネット・プロバイダと契約した。LEOがシス

テムを管理し、電子投票用紙の配布を行なった。ま

たFVAPは、投票者とLEOの間で投票用紙が安全に

伝送されるよう、中央サーバーを提供した。このサ

ーバーにはそのやり取りの監査証跡が残されたが、

投票者の情報が暗号化されないまま蓄積されること

はなかった。さらにプライバシー保護を強化するた

め、LEOはプライバシー証明の暗号鍵を2人で管理

するシステムを採用した。これは1人がパスワードを

把握し、もう1人がデジタル証明の物理的管理を行な

うというシステムであったため、2人で協力しないと

投票内容の暗号は解読できないようになっていた。

FVAPは軍関係者全員にボランティア参加を要請

したが、ボランティアとなるためには、参加管区が

定めるUOCAVAの不在者投票に関する要件を満た

し、かつIBM互換パソコンとインターネットが使え

る環境になければならなかった。投票者に配布され

た「Citizen Information Packet」(市民情報パケッ

ト)には、投票者用ソフトウェアが添付されており、

そのソフトにはソフトの読み込み方法からパイロッ

ト・システムの利用法まであらゆる指示が含まれて

いる。投票者はFVAPのネットワークに接続したな

ら、あとは画面上の指示に従うだけでよかった。

投票者のもとには国防総省から公開鍵基盤(PKI)証

明書が郵送されてくるため、受け取った投票者はそ

れを地域の機関に物理的に登録した。この証明書は、

投票者が本人であるとFVAPサーバーに証明する際

と、完全に電子化されたデジタル署名付きのFederal

Post Card Application(EFPCA: 連邦ポストカード申

請)を提出する際に使われた。この申請書はその後、

LEOサーバーに直接転送された。電子版投票用紙が
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使用可能になり、投票者が投票用紙を請求したら、

LEOサーバーがFVAPサーバー経由で適切な投票用

紙を送付するようになっていた。

FVAPのセキュリティー対策は、郵便物の物理的

追跡可能性および重複、アクセス管理リスト、侵入

探知システム、「安全なOS設定」に基づいて立てら

れた。電子投票用紙に記された情報はSSLで暗号化

されて送信された。非認証者によるシステム侵入を

防ぐため、VOIシステムには、フィルタリング・ル

ーター、侵入探知システム、特別な設定を施したOS

が組み込まれた。このパイロット・プログラムに関

連するデータ伝送にはすべてSSLプロトコルが使用

された。

VOIシステムは、セルフテストによって、投票の

秘密が保持されていることを証明した。投票の秘密

性とは、投票者の身元と投じられた投票の内容とが

関連付けられないことを意味する。政府の報告書に

はこう書かれている。「秘密性により、投票の際の直

接的、間接的圧力がなくなり、選択の自由がより強

固になる」

投票内容の秘密性を保持するため、電子投票用紙

の暗号解読や印刷といった処理に入る前に、LEOサ

ーバーがデジタル署名を電子投票用紙から切り離し

た。その後、LEOサーバー上の投票処理ソフトウェ

アが、まだ印刷されていない電子投票用紙をランダ

ムに入れ替え、印刷後の電子投票用紙の順序からは

投票者が特定できないようにした。この一連の処理

により、プログラム参加者は高度なセキュリティー

保護を受けることができたのである。独立機関によ

るテストでも、VOIシステムは伝送機密性テストを

完璧にクリアしたし、また全試行通じて、この電子

投票処理は投票者の身元と投票内容とが関連付けら

れないようにでき、投票内容の秘密性を保持したこ

とが明らかになった。

VOIシステムは、選挙後の監査と数え直しがしや

すいよう、システム内で処理された事柄の詳細なロ

グが残るよう設計されている。たとえば、VOIシス

テムの処理およびセキュリティーのログには、全投

票者のログイン、EFPCAあるいは電子投票用紙の請

求と提出、ステータスチェック要求、投票用紙の請

求拒否、さらにはLEOサーバーが応答しなかった事

象の全記録が残されている。ログはユーザーの一般

的な名前などさまざまな変数で照会できるようにな

っていて、システム管理者は特定のVOIユーザーや

特定の時間帯の処理記録をチェックできる。システ

ム管理者はこれを利用して、ある時間帯に行なわれ

た処理を再構築できる。

結論として、この投票システムは適切な指針のも

と、明確な意図を持ってうまく設計されていたとい

える。しかし、デジタル証明書の複雑さと、投票用

紙の物理的な重複により、システムは非常に扱いに

くくなっている。また、電子投票用紙にはまだ投票

者個人にまでさかのぼって追跡できる可能性もある

ため、このシステムでは投票者のプライバシー権利

が危険にさらされており、適切に保護されていると

は言えない。
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USA追補: プライバシー関連法

[注: このセクションは、Electronic Privacy

Information Center(EPIC:電子プライバシー情報セン

ター)の出版物『The Privacy Law Sourcebook 2002:

United States Law, International Law, and Recent

Developments』からの抄訳である。

(http://www.epic.org/bookstore/pls2002/) ただし、

HIPAAについてのみ別途加筆した。]

■公正信用報告法 (Fair Credit Reporting Act,1970年)

米国議会は、公正信用報告法（Fair Credit

Reporting Act）を、信用報告庁（Credit Reporting

Agencies :CRAs）による個人情報の誤用から、個人

を保護するために制定した。CRAsはこの法令にも

とづき、個人情報を信用、雇用、保険、免許、また

は、政府の利益においての適用を評価するために使

用するであろうと信ずる者に対してのみ開示するこ

とができる。CRAsは、ある個人について性格や習

慣に関わる広範囲な情報の入手を依頼された場合は、

もし、その情報を（保険・年金などの）給付金受け

取りの初期評価をするために入手するのであれば、

その個人に対して通知しなければならない。個人は、

自分についての信用報告書の複写を入手する権利を

有するものとし、もし、報告書に誤りや不一致が認

められた場合には、CRAはこれを調査し訂正しなく

てはならない。

公正信用報告法は、収集する情報および信用報告

書に記載される期間についてのガイドラインとなる。

例えば、破産は10年間記載されるが、有罪判決は無

期限に記載される。この法律への違反に対しては、

その損害の程度に関わりなくプライベート訴訟（pri-

vate action）の対象となりうる。この法律の施行は

連邦通商委員会（The Federal Trade Commission）

が行う。

1990年代までには、多くの評論家が、公正信用報

告法は銀行業務や技術の進歩に合うように見直しが

必要だ、と考えるようになった。1996年に、米国議

会は公正信用報告法を改正し、消費者信用報告改正

法（the Consumer Credit Reporting Reform Act：

CCRRA)を制定した。この改正法では、関係各機関

がこの法律の定めるところにより信用報告庁となる

ことなく、各機関相互で情報をより広く分かち合う

ことを認めている。CCRRAは、旧公正信用報告法に

あった抜け穴を防止し、報告書の正確性を確かなも

のとするために、事業体に対して新たな法的責任を

課し、市民や犯罪者への罰則を強化している。

CCRRAはまた、信用報告に関わる州法への広範囲の

先買権を規定しており、CCRRAがこの問題を扱う。

参考資料

Public Law 91-508 Public Law 104-208として1996

年9月30日に改正。

http://www.ftc.gov/os/statutes/fcra.htm

FTC, Summary of Consumer Rights under the

FCRA

http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/fcra/sum-

mary.htm

FTC, Consumer’s Brochure on the FCRA

http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/fcra.htm

■プライバシー法 (Privacy Act, 1974年)

プライバシー法の立法化に際して、米国議会がその

目的としたことは、市民の個人情報の使用や開示に

あたり、連邦政府諸機関が一定のガイドラインに従

い、政府による市民のプライバシー尊重を促すこと

であった。この法律は、個人情報のデータファイル

の管理にあたり、コンピュータ・データベースやそ

の他の情報システムの使用について、説明責任（ア

カウンタビリティ）や監視を推し進めるものである。

プライバシー法はまた、政府機関の個人情報の収

集と保管基準について再検討を強化するものである。

この法律では、公正な情報の取り扱い（Fair

Information Practices）というプライバシー原則を

定めている。公正な情報の取り扱い規則（The Code

of Fair Information Practices）は当初、米国保険・

教育・福祉省（Department of Health, Education

and Welfare Special Advisory Commission）が1973

年に発表した”Records, Computers and the Rights

of Citizens”（記録、コンピュータ、市民の権利）と

題された報告書で示された。ここには、以下の5つの

基本原則が示されていた。

1)秘密の記録保持システムはない

2)ある目的のために収集された個人情報は、そ

の個人の同意を得ることなしには他の目的に使

用してはならない

3)個人は自分についての個人情報にアクセスす

ることができなくてはならず、その情報を訂正、

修正する機会が与えられなくてはならない
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4)個人情報の保管は、適切に、正確に、常に最

新のものに更新されなくてはならない

5)個人情報は権限なくして、損失、変更、開示

されてはならない

プライバシー法はそれぞれの州政府機関に対して、

記録の保管システムについての説明書を公表するこ

とを定めている。個人情報を開示するに際しては、

十分な説明にもとづく同意か、個人情報の使用と機

密保持についてのある一定の保証が必要となる。こ

の法律は、個人に対しては、情報の検討、複写、訂

正を含めた、情報へのアクセスを認めている。この

法律は、個人情報は、正確、適切、時期を得ている

ことが必要であり、完璧さに基づいて保管されなけ

ればならないとしている。最後に、州政府機関に対

しては、保管している情報の個人に重大な損害、困

難、不便、不公正を与えるような、どのようなセキ

ュリティ違反からも情報を守ることを定めている。

当初の草案どおりであれば、プライバシー法は、

連邦プライバシー委員会（Federal Privacy Board）

が監督機関となりその施行を担当するはずであった。

しかしながら最終案では、1977年に公的および民間

部門の記録保管システムについての問題提起を行い、

問題解決のための数々の勧告を盛込んだ報告書を発

表した、プライバシー保護調査委員会（the Privacy

Protection Study Commission）という、権限が一層

限定された機関を新たに設置した。この委員会は、

この報告書の発表の後に解散した。

参考資料

Public Law 93-579 (5 USC §552として成文化)

http://www4.law.cornell.edu/uscode/5/552.html

上院議員報告書　No. 93-1183, 1974年9月26日

U.S. Department of Health, Education & Welfare

The Secretary’s Advisory Committee on

Automated Personal Data Systems, 

Records Computers and the Rights of Citizens

(MIT 1973)

■家族の教育上の権利およびプライバシー法

(Family Educational Rights and Privacy Act, 1974年)

家族の教育上の権利およびプライバシー法（Family

Educational Rights and Privacy Act :FERPA)は、学

生の学歴記録の機密保持に関わる法律である。この

法律では、教育機関は、その機関が保管している記

録を、生徒からの、または、その生徒が年少であれ

ばその両親からの書面による同意なくしては開示し

てはならないことを定めている。この法律は、生徒

が、自身の学歴記録を調査、検討したり、訂正を求

めたり、個人を特定できるような情報の開示を止め

させたり、学歴記録に政府機関がアクセスする方針

の複写を入手する権利を認めている。この法律は、

小中学校の教育機関に適用される。

政府の助成金は、もし、学生が18歳未満であれば、

その学生からの事前の書面による同意書、もしくは、

その学生の両親からの同意書なしに情報の開示を行

ったいかなる教育機関に対しても否定される。生徒

の記録を閲覧し、情報の開示を公、または、親に対

して行うにあたっては、教育機関の職員には例外規

定が設けられている。情報の開示許可については、

進歩、確認、標準テストの運営を助け、学生の支援

プログラムを管理し、授業の改善するために例外規

定が設けられている。しかしながら、このような情

報は、学生個人の特定ができないような時にのみ開

示される。

法令に対して不満があれば、教育機関の長に対し

て不服申し立てを行わなくてはならない。さらに不

服であれば、法に従わない教育機関の連邦助成金の

制限に対して唯一の権限を持つ教育長官（Secretary

of Education）に申し立てを行う。

2002年には、最高裁判所が家族の教育上の権利お

よびプライバシー法(FERPA)に対する2件の申し立て

について裁定を下している。オワソ・インデペンデ

ント学区（Owasso Independent School District）の

ケースでは、最高裁判所は、申し立てにあるthe stu-

dent paperは、まだ教師によって集められておらず、

それゆえ、§1232(a)(4)(A)の定めによれば、学校側に

はまだ保管されていなかった、との理由により、実

施されたpeer gradingは、FERPAに違反していない

との決定をしている。さらに、最高裁判所は、その

生徒の採点を行った者は、§1232g(a)(4)(A)の規定に

より、教育機関のために、行為を行うもの（person

acting for）ではないと結論づけた。ゴンザガ大学の

ケース（Gonzaga University v. Doe）では、最高裁

判所は、損害に対する審判を覆している。42 U.S.C.

§1983の規定によれば、FERPAは、新たにプライベ

ート訴訟（private case of action）にはあたらない

としている。ゴンザガ大学のケースでは、FERPAは、

教育大臣が行う行政審査手順を通じて施行される。

参考資料

Public Law (公法)90-247 改定。20 USC §1232g et

seqとして成文化。

電子政府・電子自治体のプライバシーに関する調査研究 報告書



114 ——   プライバシー問題とプライバシー保護技術について

http://www4.law.cornell.edu/uscode/20/1232g.html

Owasso Independent School District v. Falvo, 534

U.S. 426 (2002)

http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-

1073.ZO.html

Gonzaga Univ. v. Doe, 122 S. Ct. 2268 (2002)

http://www.supct.law.cornell.edu/supct/html/01-

579.ZS.html

EPIC News and Information on the FERPA

http://epic.org/privacy/student/

■情報公開法 (Freedom of Information Act, 1974年)

プライバシー法が、政府が保有する個人情報へのア

クセスを市民に認めているのに対し、情報公開法

(Freedom of Information Act)は、米国連邦機関が保

有する全ての記録への市民のアクセスを認めるもの

である。情報公開法は米連邦の諸機関に対して、そ

の要求が適当なものであれば、いかなる個人にも情

報を与えることを命じている。プライバシー法と情

報公開法とが矛盾する時には、例えば個人について

の記録が情報公開法に基づいて開示を求められたと

いったような場合、情報公開法により開示を求めら

れた情報をプライバシー法の範囲から除外している

プライバシー法のSection 552a(b)(2)に従って調停が

なされる。

情報公開法に基づいて情報の開示が求められると、

開示を求められた機関は20日以内に回答しなくては

ならない。開示の要求に応える場合もあれば、説明

を求める場合や情報公開法が定める９つの例外規定

のどれかに従い要求を却下する場合もある。例外規

定のうち２つは、政府が保持する個人情報の保持に

関わるものである。プライバシー法のSection

552a(b)(6)は、個人に関わる記録、または、医療関係

記録、明らかに個人のプライバシーの保証なき侵害

につながるような記録の開示を免除している。

Section 552a(b)(7)は、ある情報が開示されると公正

な裁判を危うくする恐れがある場合、不当にプライ

バシーを侵害する場合、機密情報の情報源を明らか

にしてしまうような場合には、法施行目的のために、

そのような情報の開示を免除している。情報公開法

は情報の開示を後押しするものであり、政府機関が

免除を必要とする場合には司法調査の対象となる。

1996年には米国上下両院は、電子情報公開法改定

案(the Electronic Freedom of Information Act

Amendments)を成立させた。クリントン大統領は

1996年10月2日、この法案に署名した。この法律は、

従来の情報公開法を改定し、要求があれば電子媒体

の記録や電子化されたデータベースへのアクセスを

可能にするもの。改定案は政府機関に対して、情報

公開法に基づく開示要求の処理を迅速に行うよう定

めている。

参考資料

Public Law 89-554 改正。5 USC §552 成文化

http://www.usdoj.gov/04foia/foiastat.htm

司法省 Freedom of Information Act Guide &

Privacy Act Overview (2000年5月)

http://www.usdoj.gov/oip/foi-act.htm

司法省 Freedom of Information Act Guide &

Privacy Act Overview (2000年8月)

http://www.usdoj.gov/oip/04foia/04_3.html

司法省およびGeneral Service Administration

Your Right to Federal Records Questions and

Answers on the Freedom Information Act and

Privacy Act (2000年10月)

http://www/pueblo.gsa/gov/cic_text/fed_prog/foia

/foia.htm

EPIC News and Information Page on the FOIA

http://epic.org/open_gov/

■外国諜報活動偵察法 (Foreign Intelligence

Surveillance Act, 1978年)

米国議会は、外国諜報活動偵察法(Foreign

Intelligence Surveillance Act :FISA)を1978年に制定

した。この法律の目的は、米国内での外国の諜報活

動による情報収集に対する法制度を整備であった。

この法律は、通常の法施行のための監視活動とは独

立したものとなっている。

最高裁判所は米国議会に対し、1972年のUnited

States v. U.S. District Court, 407 U.S. 297訴訟におい

て、外国の諜報活動監視には別個の制度を制定する

よう促した。これは、「Title IIIが規定する犯罪監視

と国内の安全保障との潜在的可能性が異なることを

考慮すると、米国議会は後者（国内の安全）につい

ての防護基準を考慮にいれてもよい。国内での安全

はTitle IIIに規定されている特殊犯罪に既に規定さ

れているものと異なるからだ。合衆国憲法修正第4条
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（Fourth Amendment）のもとでは、諜報活動に対

する政府の法的必要性と市民の権利保護に関しては、

基準が異なっても合理的であるならば両立しうる」

との見解によるものだった。

合衆国憲法修正第4条の下では、逮捕状は犯罪が起

きた、もしくは、現在起きていると信ずるに足る相

当の根拠を示すことによってのみ出されるが、外国

諜報活動偵察法では、犯人が外国勢力のものである

か、そのエージェントであるという相当の根拠を示

せばよい。外国諜報活動偵察法はまた、米国人と外

国人ではその適用が異なる。米国人に対しては、そ

の者の行為が米国の犯罪規定に違反していると信ず

るに足る相当の根拠が必要だ。さらに、求める情報

が米国の自衛能力、または、米国の国家防衛、国家

の安全保障、外交問題にとり必要なものでなくては

ならない。このような制限は、米国人でない者を対

象としたり、監視する場合は、.50 U.S.C. §1801(i)に

定めるとおり必要ない。

外国諜報活動偵察法の適用範囲は、米国愛国者法

（USA Patriot Act）の107 PL 56 (2001)で拡大された。

改正前には、外国諜報活動偵察法は、外国の諜報活

動についての情報収集が主な、そして、唯一の調査

目的であった。しかし米国愛国者法の下では、外国

の対諜報活動が単に調査の重要な目的となる場合は、

外国諜報活動偵察法に基づき監視活動が実施可能と

なった。50 U.S.C. §§1804(a)(7)(B), 1823(a)(7)(B)。米

国愛国者法はまた、外国諜報活動偵察法を改正し、

合衆国憲法修正第1条（First Amendment）により

保護された活動に基づいて実施される、米国人につ

いてのある一定の調査についてはこれを禁止してい

る。50 U.S.C. §§1842, 1843, 1861。

参考資料

Public Law 95-511 （Public Law 107-56およびPublic

Law 107-108.により改正。

50 USC§§1801-1811, 1821-1829, 1841-1846, 1861-

1862で成文化。

http://www4.law.cornell.edu/uscode/50/1801.html

EPIC News and Information Page on the FISA

http://epic.org/privacy/terrorism/fisa/

■金融プライバシー権法 (Right to Financial Privacy

Act, 1978年)

金融プライバシー権法（The Right to Financial

Privacy Act）は、ある顧客が、自分の個人的な財務

情報を銀行が開示したことを問題とした、United

States v Miller, 425 U.S. 435 (1976)訴訟おける最高裁

判所の裁定により急遽制定された。最高裁判所は、

この財務記録は銀行のものであるため、顧客は合衆

国憲法修正第4条（Fourth Amendment）の定める

ところにより、情報開示に意義申し立てする立場に

はないとの見方をとった。さらに、最高裁判所は、

その顧客は彼の当座預金のプライバシーに関する記

録については、合理的な期待権を持たないとした。

これは、顧客が小切手を切る際には、顧客は銀行の

職員が小切手の情報を目にすることを知っているた

めだ。

この法律の目的は、個人の財務情報を連邦政府機

関に対して開示する際の規制であり、銀行口座記録

について個人のプライバシー利益を法的に認め、個

人にそのような記録の開示に関わる権利を与えるも

のである。連邦政府に対して財務情報の開示を禁止

するものではない。その代わりに、財務情報の開示

に関わる厳格なガイドラインを定め、通知や異議申

し立てについての法的手続きを定めるものである。

これは、連邦政府に対してのみ適用されるものであ

り、民間団体や企業への財務情報の開示を規制する

ものではない。

金融プライバシー権法は、どのような政府機関に

対しても、金融機関から顧客の口座記録が合理的に

記述されていることなしに、記録の複写の入手、ア

クセス、または、記載情報そのものを入手すること

を禁じている。そして、１）そのような顧客は金融

プライバシー権法に基づく開示を承認する、２）そ

のような記録は行政機関からの召喚状または出頭命

令に応えて開示される、３)そのような記録は裁判所

命令に従って開示される、４）そのような記録は裁

判所の召喚に応じて開示される、５）そのような記

録は公的な正式文書による特別な要請に応じて開示

される、としている。

顧客への通知の遅延については、特別な条件や手

続きを定めている。いかなる金融機関も顧客の口座

記録に記載されている内容の複写を、金融プライバ

シー権法の必要条件を満たすことなしに政府当局に

提供してはならない。この法律は、顧客の承認、行

政による召喚状や出頭命令、裁判所の召喚状、家宅

捜索礼状を管理する条項を定めている。また、この

法律の条項についての例外規定を設けており、外国

諜報活動分野で活動するシークレットサービスや政

府当局に対する情報開示についての特別な法的手続

きを規定している。

金融プライバシー権法は、このTitleの条項への違

反に対する議論の多寡に関わらず、市民への罰則や

法的命令に対する救済（injunctive relief）の権利を

制定している。顧客は違反事実の発見から3年以内に
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訴訟を起すことができる。この法律のもとで、法的

命令に対する救済（injunctive relief）、賠償および

懲罰的な賠償金が利用できる。

参考資料

Public Law 95-630 改定。12 USC §3401 et seq

成文化。

http://www4.law.cornell.edu/uscode/12/3401.html

L. Richard Fischer, The Law of Financial Privacy

(A.S. Pratt & Sons 2000)

■プライバシー保護法 (Privacy Protection Act, 1980年)

プライバシー保護法（Privacy Protection Act）は、

新聞社のファイルへの幅広い法施行を認めた、

Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978)に応え

て制定された。この法律は、メディア組織の事務所

や職員の記録やその他の情報へのアクセスを求める

際の法律の執行についての法的手続きを定めている。

プライバシー保護法は、一般的には州、連邦両方の

公務員や職員が、ジャーナリストが所有する著作物

や文書資料を捜索、差し押さえることを禁止してお

り、ジャーナリストの情報にアクセスする法的措置

のためには、単なる家宅捜査令状ではなく、裁判所

の召喚状を得なければならないとされている。

プライバシー保護法は、限定された例外規定を設

けている。ある種の国家安全保障に関わる情報、幼

児ポルノグラフィー、ジャーナリストが犯した犯罪

の証拠、死亡や重篤な身体損傷を防止するために即

座に差し押さえるべき物質の捜索については、召喚

状ではなく令状を用いることができるのである。文

書資料もまた、それが召喚状を入手するまでに破棄

されると信ずる相当な理由がある時、または、裁判

所が開示を求めたが、新聞社がその資料の提供を拒

み、かつ、他の全ての方策が講じられた場合などの

時には差し押さえられることがある。

捜索は個人が犯罪に関与していると信ずべき相当

な根拠がある時にのみ実行される。また、ある特定

の捜査に関わる者のみが、その捜索を行える。この

法律に対する違反は証拠を覆い隠すものではないと

規定しているにも関わらず、この法律の条項に反し

て、召喚状よりはむしろ捜査令状が用いられるよう

な捜索に関与する政府または個々の公務員に対して

は、連邦裁判所においてcivil remedy (市民の救済策)

が定められている。

参考資料

Public 96-440、104-208と改定。42 USC § 2000aa et

seq 成文化。

http://www4.law.cornell.edu/uscode/42/2000aa.html

■ケーブル通信政策法 (Cable Communications

Policy Act, 1984年)

ケーブル通信政策法（Cable Communications Policy

Act）は、ケーブル通信加入者の個人情報を守る為

の強力な法的枠組みを規定しており、1980年の経済

協力開発機構（OECD）のプライバシー・ガイドラ

インが述べているプライバシー原則を組み込んだも

のである。

ケーブル通信業者は、この法律に基づき、ケーブ

ルサービスの加入者に対しては、プライバシー権に

ついて文書で通知しなくてはならず、その後は少な

くとも一年に一度は通知を行わなくてはならない。

この通知は、加入者から集める情報の種類について、

集めた情報がどのように使用されるか、誰に対して、

どの位の頻度で開示されるか、情報を保存する期間

や、加入者はどのようにその情報にアクセスできる

か、および、ケーブル通信政策法によりケーブル通

信業者が課される義務を明記しなくてはならない。

この法律には、少数の例外があるものの、ケーブ

ル通信業者が個人を特定しうる情報の収集・開示に

先立ち、加入者から文書または電子データでの同意

書を得ることを命じている。ケーブル通信業者は、

ケーブルサービスを提供するために必要となる、個

人が特定できるような情報を加入者から得る場合や、

または、著作権侵害を探知するためには、同意書を

必要としない。加入者の情報開示にあたっては、ケ

ーブル通信業者は、ケーブルサービスに関わる正当

な業務の上で必要な場合、または、裁判所命令に従

う場合には同意書を必要としない。

ケーブル通信政策法は、通信業者が収集したデー

タにアクセスし、データの誤りを訂正する権利をケ

ーブルサービスの加入者に与えている。また、個人

を特定できる情報が不要となった場合の情報の破棄

についても規定している。最後に、実際の、または、

懲罰の損害を含む裁判を起こす個人の権利や、この

法律の条項に違反があった場合の弁護士および訴訟

費用について定めている。

■電子通信プライバシー法 (Electronic

Communications Privacy Act, 1984年)

電子通信プライバシー法（The Electronic
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Communications Privacy Act：ECPA)は、包括犯罪

防止法（Omnibus Crime Control Act, 1968）の修正

条項として、コミュニケーション・ネットワークに

おける科学技術の進歩に対応するため、また、盗聴

について連邦政府の法律の範囲内に電子コミュニケ

ーションを含めるために制定された。この法律の適

用範囲はワイヤレス・コミュニケーション、email、

デジタル通信を介してなされる会話である。このよ

うなコミュニケーションを傍受することは犯罪であ

るとしており、法律違反に対する救済策（civil

remedies）を規定している。また、政府が適切な法

的手続きを経ずに通信業者に対して電子コミュニケ

ーションの開示を要求することを禁止している。

電子通信プライバシー法の第1編（Title I）は、電

子コミュニケーション通信の途中に権限のない傍受

から守るものである。このように包括犯罪防止法

（Omnibus Crime Control Act）の盗聴に関する規則

を反映したものとなっている。第2編（Title II）は、

権限のないアクセスや開示から保管されている電子

データや通信文を保護するものである。ここでは２

種類のデータが保護される。ひとつは、emailや実質

上類似の電子コミュニケーションで、もう一方は、

送金やコンピュータ化された医療記録の送信のよう

な事業者と顧客間のデータ送信である。

電子通信プライバシー法は、電子コミュニケーシ

ョンサービス業者に保存されている通信分の内容を

開示することを禁じている一方、社内メールシステ

ムには全く適用されないことは注目を要する。

第１、2編とも、包括犯罪防止法（Omnibus

Crime Control Act）にあったone-party consentの原

則を反映したものとなっている。電子情報は、ユー

ザーから権限を与えられていれば誰もがアクセスで

きる。情報の発信者もしくは受け手のどちらかの同

意があれば、このような情報はだれもが公表するこ

とができる。第１編で承認が必要なものには、犯罪

の罰則、特別な命令（injunction procedure）、裁判

を起こす市民権が含まれる。第2編違反の罰則は様々

だが、最高25万USドルの罰金や２年未満の禁固など

がある。

参考資料

Public Law 90-351 (Omnibus Crime Control and

Safe Streets Act of 1968)

http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/2510.html

Public Law 99-508 (Electronic Communications

Privacy Act of 1968)

http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/2701.html

Public Law 103-414 (Communications Assistance for

Law Enforcement Act of 1994)

http://www4.law.cornell.edu/uscode/47/1001.html

James G. Carr, The Law of Electronic Surveillance

(Clark, Boardman & Callaghan 2001)

Clifford S. Fishman & Anne T. McKenna,

Wiretapping and Eavesdropping

(Clark, Boardman & Callaghan 1995)

■ビデオ・プライバシー保護法 (Video Privacy

Protection Act, 1988年)

ビデオ・プライバシー保護法 (Video Privacy

Protection Act)は、米連邦の刑法を、個人を特定し

うる情報を含むレンタルビデオの貸し出し記録の開

示を禁止するよう改定したものである。この法律は、

次のような場合に情報開示を認めている。

1)対消費者

2)消費者からの文書による同意書があった時

3)犯罪に関する連邦の令状、州の令状と同等の

もの、大陪審の召喚状、特別なガイドラインに

基づく裁判所命令に従った時

4)開示が顧客の氏名や住所のみであるか、消費

者が開示を禁止する機会をすでに与えられてい

る場合には何人に対しても認められる

5)開示がレンタルビデオ貸し出し業者の通常の

営業で起きる範囲内である時

6)Civil court（民事裁判所）命令による時

この法律は、この保護法違反により権利を侵害され

た人がその損害に対して民事訴訟（civil action）に

訴えることを認めている。この保護法は、訴訟に対

しては2年間の出訴期限を定めている。この保護法は、

法に違反して入手した情報は訴訟手続きには使用し

なくてもよいとしている。さらに、個人を特定でき

る記録は特定の期間が経過した後に破棄することを

命じている。

参考資料

Public Law 100-618．18 USC §2710 成文化。
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http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/2710.html

EPIC News and Information Page on Video Privacy

Protection Act

http://epic.org/privacy/vppa/

■ポリグラフ（嘘発見器）使用からの従業員保護法

(Employee Polygraph Protection Act, 1988年)

ポリグラフ使用からの従業員保護法（Employee

Polygraph Protection Act)は、雇用者に対して、

1）被雇用者もしくは将来雇用見込みの者を、

嘘発見器かけるか、かかるよう示唆しては

ならない

2）嘘発見器の結果を使用してはならない

3）嘘発見器にかかることを拒否した、もしく

は、この法律に基づいて弁論で調査・証言

を拒んだ被雇用者、または、将来雇用見込

みの者に対して雇用に関わるアクションを

とってはならない

と定めている。ポリグラフ使用からの従業員保護法

は、労働長官がこのような禁止事項について説明し

た告知を用意することを定めており、雇用者に対し

ては告知を告示するよう定めている。

ポリグラフ使用からの従業員保護法は、違反に対

しては民事罰則を定めており、労働長官に違反防止

の権限を与えている。この法律の条項に違反する雇

用者に対しては、被雇用者および将来雇用見込みの

者に民事訴訟を起こすことができる。

ポリグラフ使用からの従業員保護法の適用除外対

象は、

1）米国連邦、州、地方自治体

2）連邦政府と契約した者の一部

3）諜報活動もしくは対敵諜報活動実施に従っ

て行われたポリグラフテスト、もしくは、

連邦安全保障人物調査

4）保安要員やその他保安サービス

5）規制薬物の製造、販売、調合免許を持つ者

である。

この法律は、雇用者が被雇用者に対して嘘発見器

によるテストを受けることを要求できる適用除外を

限定して設けている。それは、窃盗、横領、使い込

み、違法な産業スパイ活動やサボタージュなど、雇

用者のビジネスに経済的損失もしくは損害を与える

ような事件について進行中の調査に関連して、嘘発

見器によるテスト実施される場合である。この様な

状況においては、雇用者は報告の必要条件を指定し

ている。

この法律は、この様な限定された適用除外は、も

し、さらなる証拠もなく、被雇用者が解雇、免職さ

れたり、または、嘘発見器による一つ以上のテスト

の結果や嘘発見器によるテストを拒否したことによ

り差別されたりした場合には、適用されない。

ポリグラフ使用からの従業員保護法は、嘘発見器

の被験者に対して、異議申し立て中、嘘発見器によ

るテスト実施中、テスト後の権利を定めている。こ

の法律は、嘘発見器を使用する試験者の資格を定め

ている。この法律は、この法律が定める除外規定以

外においては、嘘発見器によるテスト結果の開示を

禁止している。

参考資料

Public Law 100-347 成文化 29 USC §2001 et seq.

http://www4.law.cornell.edu/uscode/29/2001.html

議会報告書　House Report 100-659 (1988 5月26日)

■電話加入者保護法 (Telephone Consumer

Protection Act, 1991年)

電話加入者保護法 (Telephone Consumer Protection

Act)は、1934年 通進法を改正した法律であり、法律

が規定する例外を除いては、米国内のいかなる個人

に対しても、自動ダイヤル通話システムで、着信側

が同意なくして電話料負担をすることになるような

緊急電話回線または、緊急電話番号に電話をかける

ことを禁止するものである。

この法律はまた、ファクシミリ、コンピュータ、

その他の機器を使って、受け手が求めない広告をフ

ァクシミリ機に送信することを禁じている。この法

律は、連邦通信委員会（the Federal

Communications Commission: FCC）に対して、こ

のような条件を施行するための規則を公布するよう

指示しており、また、違反に対しては民事訴訟と損

害の回復を認めている。

さらに連邦通信委員会に対して、居住者向け電話
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加入者のプライバシー保護のニーズに対応するため

に、加入者が望まない電話勧誘を避けるための規制

づくりに着手するよう指示している。そして、電話

加入者に追加料金を課することなく、そのようなプ

ライバシー保護の方法や手続きを実施するために規

制を公布するよう指示している。

この法律は、規制の実施するためには、電話勧誘

を望まない、もしくは、ある特定の種類の勧誘につ

いては望まないという加入者の電話番号リストの国

家規模の単一データベースの構築と運営、また、こ

のリストを購入できるようにすることの必要性につ

いて述べている。電話加入者保護法はプライバシー

権についての違反行為に対しては、プライベート訴

訟(private action)と損害の回復を認めている。

この法律は、米国内のいかなる個人に対しても、

ある一定の技術や通信プロトコル基準に従わずにフ

ァックスやATDSを用いて通信をすることを違法と

しており、また、送信するドキュメントに送信日時、

送信側が誰であるのか、送信側の機械または企業の

電話番号をはっきりと記載せずに、コンピュータや

その他の電子機器を用いて、ファックスを経由して

通信文を送ることは違法であるとしている。

電話加入者保護法はこの法律に違反して居住者に

通話することを禁止するため、また、金銭的損害の

回復のために、州政府に民事訴訟(civil action)を起こ

すことを認めている。この法律はこのような裁判に

対しては、米国の地方裁判所に排他的裁判権を与え

ている。連邦通信委員会が法律違反の民事訴訟をは

じめた場合には、連邦通信委員会が不服対象として

いる被告に対しては、州が裁判を起こすことを禁じ

ている。

参考資料

Public Law 102-243 成文化 47 USC §227

http://www4.law.cornell.edu/uscode/47/227/html

EPIC News and Information Page on the TCPA

http://epic.org/privacy/telemarketing/

■運転免許プライバシー保護法 (Driver’s Privacy

Protection Act, 1994年)

運転免許プライバシー保護法 (Driver’s Privacy

Protection Act)は、米国の全ての州に対して、個人

の自動車記録に含まれる個人情報のプライバシー保

護を規定している。この個人情報には、運転者の氏

名、住所、電話番号、社会保険番号、運転者のID番

号、写真、身長、体重、性別、年齢、医療および障

害（または行為無能力）の情報が含まれる。これに

指紋を含めている州もある。運転者の交通違反、運

転免許証の状態、事故はこの情報に含めない。

この法律にはいくつもの例外規定がある。運転者

の個人情報は、陸運局から州、連邦、および地方の

行政組織がその機能を果たすために入手できるし、

州、連邦、地域の自動車関連の訴訟手続きのため、

自動車のリコールといった自動車および運転者の安

全目的で、また、もし、個人が個人情報提供の拒否

権(opt-out)を与えられているならマーケティング活

動に使用するために入手できる。

運転免許プライバシー保護法に従わない者には刑

事上の罰金が課される一方、個人には実際的あるい

は懲罰的被害(actual and punitive damage) や弁護士

費用や訴訟費用を含む民事訴訟権が与えられている。

米国議会は1999年にこの法律を改正し、運転者にさ

らなるプライバシー保護を与えた。この改正により、

州陸運局は運転者個人の情報を開示するにあたって

は、開示要求がある特定の個人についての情報につ

いてであれ、マーケティングを目的とした大量の情

報であれ、運転者から文書による同意書を得なくて

はならない。改正前には、個人が情報の開示につい

て個人情報提供を拒否しなかった場合には情報は開

示されていた。

サウス・カロライナ州は、この法令は連邦主義制

度の原則に違反しているとの異議申し立てを行った

が、最高裁判所は2000年には運転免許プライバシー

法の合憲性を認めた。最高裁判所は、運転免許プラ

イバシー保護法は通商条項のもとで議会が州内の通

商を規制するのに適切であると主張した。

参考資料

Public Law 106-69により改正されて、Public Law

103-322。18 USC §2721 成文化。

http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/2721.html

Condon v. Reno, 528 U.S. 141 (2000).

http://www.supremecourtus.gov/opinions/99pdf/98

-1464.pdf

■電気通信法 (Telecommunications Act, 1996年)

電気通信法 (Telecommunications Act)は、1934年の

通信法を改正したものである。この法令の第222節は、

電気通信業者は消費者固有のネットワーク情報

(Consumer Proprietary Network Information, CPNI)

の機密性を保護しなければならないとしている。

CPNIには、電気通信サービスの加入者のcalling pat-
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terns、請求記録、電話帳に記載されない(unlisted)電

話番号、自宅の住所が含まれる。電気通信法はさら

に、電気通信サービスの提供に関して電気通信業者

が入手するCPNIは、電気通信サービスを提供するた

めにのみ使用することが出来、マーケティング目的

に使用してはならないと定めている。その上、電気

通信サービス業者は、消費者から指示を受けた時、

または、消費者へのサービス提供に関わる時にのみ、

個人を特定できるCPNIを使用、開示、アクセスする

許可を認めている。

1998年には連邦通信委員会（the Federal

Communication Commission, FCC）がSecond

Report and OrderとFurther Notice of Proposed

Rulemakingを交付した。これは1996年 電気通信法

の第222節を解釈、履行したものである。連邦通信委

員会の命令はopt-in（個人データの提供を承諾するこ

とを登録する）の方法を採用しており、電気通信業

者が顧客のCPNIを開示する前に特別な(express)許可

を入手することを求めている。しかし、1999年に、

ある連邦控訴裁判所は連邦通信委員会の規制は合衆

国憲法修正第一条に違反しているとしてその命令を

無効とした。

1999年に米国議会はthe Wireless Communication

and Public Safety Actを制定した。これは“9-1-1”

の共通の緊急通報番号の使用を促した。議会はまた、

情報プライバシー保護を定めて、緊急通報を行った

位置情報についての使用を限定し、携帯電話を利用

した位置情報の使用をさらに限定して顧客が

“express prior authorization”（特別に前もって認め

た時）のみとした。

参考資料

Public Law 104-104。Public Law 106-81によって改

正。47 USC §222 成文化。

http://www4.law.cornell.edu/uscode/47/222.html

「1996年 通信法の履行に関して：電気通信業者によ

るCPNIとその他の顧客情報の使用」1998年5月

21日に採択。

命令

http://www.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Or

ders/1998/da980971.pdf

US West v. FCC, No. 98-9518 (10th Cir.1999)

http://www.kscourts.org/ca10/cases/1999/08-98-

9518.htm

■子供のオンライン上のプライバシー保護法

(Children’s Online Privacy Protection Act, 1998年)

子供のオンライン上のプライバシー保護法

(Children’s Online Privacy Protection Act)は、ウェ

ブサイトや子供向けのオンラインサービスの運営者、

また、事実上そのようなサービスを提供できる知識

を持つものが、非合法、もしくは、欺瞞的なやり方

で子供から個人情報を収集することを禁ずるものだ。

この法律では子供の両親への情報の開示に例外規定

がある。

連邦取引委員会(FTC)に対して、子供から情報を

収集したり、情報を利用することについて、上記の

ような運営者が従うべき特定の手続きに規則を制定

するよう、この保護法は求めている。

1）個人情報の収集、利用、開示にあたっては、

証明可能な親の同意書を入手すること。

2）運営者は収集した情報の機密性、安全性、

完全性を保護するための方法を確立し、そ

れを維持すること。

親の同意書入手については例外を設けている。運営

者は、適当なオンラインの代理人が定め、かつ、連

邦取引委員会が認める自己規制ガイドラインに従っ

てこの法律の要件を満たすことができる。また、こ

の保護法は連邦取引委員会が自己規制策定を進める

よう指導している。

米国が規制の施行にあたっては、住民に代わって

訴訟を起こし、適当な検事総長が最初に連邦取引委

員会に訴訟の通知をすることを認めている。この保

護法は連邦取引委員会が訴訟に介入することを認め

ており、連邦取引委員会法を通じて施行される。法

の履行については、連邦取引委員会から議会に報告

をするよう定めている。

参考資料

Public Law 105-277. 15 USC §650 成文化

http://www4.law.cornell.edu/uscode/15/6501.html

■金融サービス近代化法（Financial Modernization

Services Act, 1999年）

金融サービス近代化法（the Gramm-Leach-Bliley

ActもしくはGLB）は、世界大恐慌以来、米国の銀

行および金融サービス機関にもっとも大きな影響を

与えた法律とされている。この法律の立法化により、
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銀行、保険会社、証券会社を一つの企業として運営

することができるようになり、金融サービスの”ス

ーパーマーケット”が誕生し、広範囲にわたる金融

商品とサービスが提供できるようになった。

このような総合金融サービスでは、その顧客のプ

ライバシー権保護が大きく関与してくる。系列企業

間(other commonly owned companies)で、販売や販

売促進のために顧客情報を共有するからだ。このよ

うな企業間での顧客データの開示を規制するために、

金融サービス近代化法は、金融機関に対して、金融

機関が集める顧客情報の種類とその使用については

プライバシー・ポリシーの開示を命じている。金融

サービス近代化法はまた、金融機関に対して、顧客

に個人情報提供の拒否権(opt-out)を与えることを命

じており、第三者への個人情報の売却を禁じている。

さらに、機密財務情報への不正なアクセスを防止す

るための方策を策定することを命じている。金融機

関は2001年7月1日までにこの要件に従わなくてはな

らない。

金融サービス近代化法は、個人の口座番号、暗証

番号といった個人情報を、金融機関が関係企業以外

の第三者(外部企業：outside company)に開示するこ

とを禁じてはいるが、一般の人が法の下で妥当な手

段で入手可能であると、金融機関が信ずるに足る種

類の情報を系列外のテレマーケッティング企業に売

却することを禁じるものではない。従って、もし、

顧客が個人情報提供拒否権（opt-out）を行使しなけ

れば、金融機関は医療記録を含む顧客のほとんど全

ての情報を、自由に他企業に売却、賃借、開示する

ことができる。

この法律の下では、金融機関がこの法律に違反し

たとしても個人にはプライベート訴訟(private right

of action)の権利がない。しかし、顧客は7つの連邦

機関に対して異議申し立てを行うことができる。こ

の7つの連邦機関は、金融サービス近代化法に基づき、

金融機関に対して裁判権と法の施行権をもつ政府機

関であり、金融機関に対して訴訟、行政訴訟を起こ

すことができる。しかし、このような機関は異議申

し立てを行う者の代理人を務め、法的な助言を与え

ることはできない。

7つの連邦機関は金融サービス近代化法が定めるプ

ライバシー条項を施行する。この7つは、連邦預金保

険公社（the Federal Deposit Insurance

Corporation: FCIC）、連邦準備銀行（the Federal

Reserve）、the Office of Thrift Supervision、通貨監

督官事務所(the Office of Comptroller of the

Currency: OCC)、連邦クレジットユニオン管理局

(the National Credit Union Administration: NCUA)、

米国証券取引委員会(the Securities and Exchange

Commission: SEC)、連邦取引委員会(the Federal

Trade Commission: FTC)である。

参考資料

Public Law, 106-102, Gramm-Leach-Bliley Act of 1999

http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/z?c106:S.900.ENR:

米国上院報告, 106-44, 1999年金融サービス近代化法

http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/cpquery/R?cp106:FLD010:@1(sr044)

米国下院報告, 106-434, Gramm-Leach-Bliley Act of 1999

http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/cpquery/R?cp106:FLD010:@1(sr434)

連邦預金保険公社（the Federal Deposit Insurance

Corporation: FCIC）

http://ww.fcic.gov/consumers/questioons/customer

連邦準備銀行（the Federal Reserve）

http://federalreserve.gov/pubs/complains

Office of Thrift Supervision

http://www.ots.treas.gov/contacts.html

通貨監督官事務所(the Office of Comptroller of the

Currency: OCC)

http://www.occ.treas.gov/customer.htm

連邦クレジットユニオン管理局(the National Credit

Union Administration: NCUA)

http://www.ncua.gov/talk2ncua/talk2ncua.html

米国証券取引委員会(the Securities and Exchange

Commission: SEC)

http://www.sec.gov/consumer/compform.htm

連邦取引委員会(the Federal Trade Commission: FTC)

http://www.ftc.gov/privacy/

L. Richard Fischer, The Law of Financial Privacy

(A.S. Pratt & Sons 2000)

金融サービス近代化法についてのEPIC News and

Information Page

http://epic.org/privacy glba/
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■連邦取引委員会法(Federal Trade Commission Act)

1914年に米国議会は、連邦取引委員会法(the Federal

Trade Commission Act, FTCA)を通過させた。消費

者を欺瞞的なビジネスや非公正な方法での競争から

保護する為に制定された。非公正な方法での競争の

定義は、section 45(n)に定める、「消費者に重大な損

害を与えるか、もしくは、与える恐れのあるもので、

消費者が自分では合理的に避けることができず、消

費者または競争から得る恩恵によっても相殺できな

いもの」である。

この法律により、その条項を規制、施行するために

連邦取引委員会を設置した。この法律は、連邦取引委

員会に非公正な取引を調査し、告訴し、報告書を発行

し、命令を実施させる。もし、連邦取引委員会がこの

法律違反を発見した場合は、違反者もしくは企業に違

反行為を取りやめる命令を出すことができる。命令の

対象となる個人もしくは企業は、命令の再審査を裁判

所に要求できる。裁判所が欺瞞もしくは非公正な行為

であるとした場合には、仮/本処分命令を出すか、連

邦取引委員会の命令に違反する1件ごとに、10,000US

ドル未満の罰金を課すことができる。

参考資料

Federal Trade Commission, Privacy Initiatives

http://www.ftc.gov/privacy/index.html

EPIC News and Information on FTC

http://epic.org/privacy/internet/ftc/

■健康保険に関する携行性および説明責任に関する

法 (HIPAA : The Health Insurance Portability and

Accountability Act, 1996年, 2002年)

HIPAAは1996年のKennedy-Kassebaum Act（ケネデ

ィ-カセバーン法）として多くの消費者に知られてい

る。この法律の目的は、仕事を変えても健康保険が継

続できるようにすることであった。この法律は、健康

保険のコストの上昇を相殺するために、請求や支払い

において医療記録をコンピュータ化（電子化）してコ

スト削減する流れを促進する試みだった。法律の立案

者ケネディおよびカセバーン上院議員は、例えば、過

去の健康状態を理由に保険業者が保険金の請求や保険

保障を拒む能力を制限することで、健康保険のコスト

が上昇するだろうことを理解していた。

1990年代初期の多くの研究の結果、より少ない事

務職員でより迅速に正確な支払いを行い、不正を減

らせるため、保険業者やヘルスケアサービス業者が

財政的に多大な恩恵を得られるとして請求コード番

号の標準化が提案された。しかし業界による自主的

な標準化の努力は失敗に終わっため、「総務管理事務

の簡略化(Administrative Simplification)」を法律に

よりもたらすためHIPAAが実施された。

保健福祉省は、HIPAAに「プライバシー規則」や

「セキュリティ規則」を含む数多くの規則を定めるた

めに、広範囲にわたる草案作成、発表、評価、完成

作業を行った。HIPAAの立法者は、この「総務管理

事務の簡略化」の条文で、電子化された医療情報の

使用が増加するにつれプライバシーが失われる可能

性が出てくるという点に注意を促していた。立法者

は、この法律を施行する際の各種「規則」の草案に

選択の余地を残していたが、作成する作業は保険福

祉省にゆだねられたことになった。

HIPAAは、この法律の成立当時にはプライバシー

とは結びつけては考えられていなかった。しかし、

2002年8月に「HIPAA プライバシー規則」の最終版

が発表され、これには、保険社会福祉省(Health and

Human Services: HHS)長官トミー・G・トンプソンが

「患者の医療記録のプライバシー保護に関する史上初

の包括的な連邦規則」と呼んだものが組み込まれた。

「プライバシー規則」では、「個人を特定可能な健

康情報(Individually Identifiable Health Information:

IIHI)」と呼ばれる個人情報のカテゴリーが、サブ・

カテゴリーである「保護された健康情報（Protected

Health Information: PHI」）とともに規定されている。

この規則が適用される組織や企業は、この規則が定

めている特別な状況を除いては、保護された健康情

報の使用や開示を禁じられる。

IIHIは、統計学的なものを含む、個人から収集し

た情報をいう。これは以下のようなものである。

a. ヘルスケアサービスの提供者、ヘルスプラン

の立案者、雇用者、ヘルスケア情報センタ

ーが作成もしくは得た情報。

b. 過去、現在、将来の身体的、または、メンタ

ルヘルスや個人の状態に関わるもの、個人

に対するヘルスケアサービスの提供、もし

くは過去、現在、将来の個人へのヘルスケ

アサービスの提供のための支払いに関する

もの。

(i) 個人を特定可能な、または

(ii) その情報が個人を特定するために利用さ

れうると信ずる合理的な根拠がある場合

PHIの扱いについてプライバシー規則は次のように

規定している：
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「規則の適用される主体は、保護された健康情報のプ

ライバシー保護のために、適切な管理、技術、物理

的な保護措置を講じなければならない。(A covered

entity must have in place appropriate administra-

tive, technical, and physical safeguards to protect

the privacy of protected health information)」

これは全ての人に、広範囲にわたる特定の状況下

において健康情報のプライバシー保護は、法制化さ

れていることを通告するものである。また、プライ

バシー規則についての遵守期限は2003年4月14日に設

定されている。このため、保険情報、医療情報を扱

うインターネットでサービスを提供している組織な

どは、HIPAA対応準備に追われており、また

IHIPAA応サービスを提供するコンサルティング会

社なども増えている状況である。

いったい何が「適切な保護措置」であるかについ

ては、「セキュリティ規則」という別の規則に定めら

れている。この規則は、法律が定める健康情報の機

密性とプライバシー保持を達成するためのセキュリ

ティ要件を定めている。

提案中のセキュリティ規則は個人の健康情報の物

理的な保管、維持、伝達、アクセスについての保護

措置を義務付けるものである。最終版では、適用範

囲が改定されるかもしれないが、提案中の規則の適

用範囲は広範であり、おそらく、ヘルスケアサービ

スの提供者、ヘルスプランの立案者、公衆衛生当局、

雇用者、生命保険業者、学校や大学、ヘルスケア情

報センターで電子的に保管もしくは交換されるすべ

ての個人の健康情報にわたると思われる。

セキュリティ規則はその使用については特別な技

術を必要としない。解決策は、組織の規模や立地、

使用する技術といった要因により業界毎に異なると

思われる。また、プライバシー規則の遵守期日が

2003年4月14日であるのに対し、セキュリティ規則の

遵守期日はプライバシー規制規則日の8ヶ月前になっ

ても決定しなかった。

HIPAA参考文献:

Stephen Cobb 『Privacy for Business: Web Sites

and Email』

Dreva Hill LLC, ISBN 0-9724819-0-7

www.drevahill.com/ 

www.eprivacygroup.com/

電子政府・電子自治体のプライバシーに関する調査研究 報告書


