情報倫理に関する意識と法制度上の問題点
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情報倫理に関する法制度上の問題点について検討する。すなわち、無体財産権・情報の不
正入手・名誉毀損・ポルノグラフィーなどの問題に触れ、人権保障との関係で、拡張解釈や
立法による規制の必要性と是非を考察する。
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Abstract
Some problems of legal systems concerning information ethics are
discussed. In particular, we will examine the need for both a wider
interpretation of existing statues and also new legislation which may be
incompatible with human rights in such areas as intellectual property rights,
illegal acquisition of information, defamation and pornography.
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は じ め に
個人がホームページを持ち、電子メールを利用
するのが日常のこととなった。ホームページへの
不適切な掲載内容によるプライバシーの侵害、コ
ンテンツの無断使用による著作権侵害、
さらには、
クラッキングツールを用いてパスワードの解析を
行ない、それらを配布するといった、不正アクセ
スとそれを助長する行為など、明らかに不正と言
い得る行為が、筆者の身辺でも珍しくなくなって
きた。
計算機ネットワークのユーザが、そろって特別、
非常識なわけではないにもかかわらず、いかにも
非常識と言われる問題が多発するのは何故か。ユ
ーザの意識が行為となって現れる過程において一
般社会との違いはどこから生じてくるのか。
こうした混乱は、計算機ネットワークの持つ機
能と影響力に対して、ユーザの意識がアンバラン
スであることから生ずる。
つまり、サイバースペースで「ＩＤ」としての
み認識される「顔を失った人間」には、ネットワ
ーク上での行為の結果が、現実の自己にすべて帰
属されるという意識が希薄である。
行為者は日常生活とは異なり、たいした罪の意
識もなく、規範的障害を軽々と乗り越える。
ところが、計算機、ネットワークのもつ潜在力
は予想以上に大きい。行為者によって一度、蒔か
れた種は、もはや行為者自身にも阻止できない甚
大で広範囲な被害をもたらす。
こうした現実を考えるとき、システム管理者に
とっては、使用者がどのような意識を持って行動
しているのかを把握し、実効性のある対策を実現
するのは緊急の課題である。
以下にユーザの意識を分析し、且つ、法的視点
からこれを概観する。
1. 法的問題点の所在
急増するコンピュータ犯罪、とくにネットワー
ク犯罪に法制度が追いついていないのは事実であ
る。なぜ法を改正しないのか、それは法曹実務家
の不勉強ではないかと指摘する声もある。
しかし、ここには法が本質的に抱えている根本
的な問題が内在する。それは「法的安定性」を保
ち人権を保障するという法の大切な機能が、具体
的な正義の実現と対立するという点である。

もし、法が朝令暮改であれば、人は安心して生
活できない。その時の社会に適合した正義の実現
が、この法的安定性ないし人権保障の観点と常に
天秤に掛けられる。法が予期していなかった新し
い事態が起こると、まずは立法的解決ではなく、
既存の法規の解釈によって何とかこれをカバーし
ようという試みがなされる。
しかし、これではどうしても対応できないとい
う場合に初めて法を改正するという立法的解決が
取られるのである。今日のコンピュータ犯罪もま
さにその例である。
日本では多発し始めたコンピュータ犯罪に対処
すべく、１９８０年代後半に著作権法と刑法が相
次いで改正された。しかし、現在も情報に関する
法の整備は決して十分ではない。
ところで、
「情報倫理」
という用語のもとにコン
ピュータ犯罪に対する法的措置が論じられる場合
が多い。しかし、法と倫理は別物である。すなわ
ち、数ある行為規範のうち国家の強制力を伴って
義務づけが行われるものが法である。コンピュー
タ犯罪のように新しく起きてきた社会的に不適切
な行為の場合、倫理的に好ましくないことはわか
っていてもこれを法的レベルに格上げするのか、
すなわち国家の強制力を伴って禁止できるのか、
法改正などによっても禁止すべきなのかが問題と
なる。
情報に関し、昨今、法的レベルへの格上げが問
題となっている事例について以下に現状と問題点
を整理する。
2. 無体財産権
2.1 無体財産権の必要性
民法では、物とは「有体物」であると定められ
ている。財産権の対象になるのは有体物であり、
それ以外は請求権たる債権の対象にしかならない。
「物権」と「債権」を峻別する法体系下で無体
財産権を認めると言うことは、大変重要な意義を
持つことであった。
周知のように人間の知的創造物のうち価値を持
つものは、
知的財産権・無体財産権の対象として、
その価値が保護される。無体財産権のうち「産業
目的」に寄与するものが工業所有権であり、
「文化
目的」に寄与するものが著作権である。
著作権の中で著作者自身の財産的利益を保護す

るものが著作財産権であるが、その主な内容であ
る複製権の例外をなすのが「引用」と「私的使用」
である。
なお、日本は著作権に関する「無方式主義」を
採用するベルヌ条約に加盟しているため、何らの
登録手続きを待たずして著作物には自動的に著作
権が発生する。
１９８５年、１９８６年の著作権法の改正によ
り、我が国ではデータベースとプログラムに関す
る規定が新設された。すなわち、データベースは
改正前から編集著作物としての保護が可能であっ
たが、著作権法を改正して著作権法による保護を
明文化した。
プログラムは従来の著作権法では保護できなか
ったので著作権法を改正して著作権法で保護でき
るようにした。また、半導体チップは工業所有権
法でも著作権法でも保護できない中間形態なので、
特別法である「半導体集積回路の回路配置に関す
る法律」
（いわゆる半導体チップ法）
により別個に
保護される。
インターネットの普及に伴い、一部の知的創造
活動を行う職業に従事する者にしか関連の無かっ
た著作権侵害の問題が万人に関係するところとな
った。ホームページからの情報発信などを通じ、
誰でも容易に著作権者となり得るからである。
2.2 インターネットと著作権
インターネットと著作権に関しては以下のよう
な問題がある。
1. パソコン通信やインターネットへデータを送
信することは著作権上の「複製」に当たるか。
これは、
複製に当たると考えなければならない。
2. パソコン通信やインターネットを通じて顔も
知らない人との間で新しい人間関係が広範囲に
形成されていくため「私的使用」の範囲が問題
となる。これについては電子メールで頻繁にや
りとりしているなど何らかの客観的関係が必要
と解される。
3. インターネットで「引用」はどの範囲で認め
られるか。
「引用」についての「主従関係」と「目
的の正当性」の基準に照らして判断するしかな
いが、長めの引用をする場合にはできる限り著
作権者に引用の許可を得ることが望ましい。
4. ホームページの出所の明示に関しては、まず
題名については、ホームページのタイトルが表

記されている場合にはそれを明示し、タイトル
がなければＵＲＬを記載することが必要である。
著作者名については、実名又はハンドルネー
ムがある場合にはそれを示す必要がある。その
ような表示が一切ない場合には
「無名の著作物」
となり、著作者名を示す必要はない。
5. リンクを張ることは著作権法上問題があるだ
ろうか。リンクを張ることは、複製ではないの
で、著作権法上の複製権に関する問題は無い。
自分のホームページに無断でリンクが張られて
も、文句を言えないことになるが、リンクの拒
絶権を認めるといった方向ではなく、リンクを
張る際には、リンク先の著作者にできる限り許
可を得ることを習慣として確立すべきである。
6. 著作権法上、時事報道は単なる事実の伝達に
すぎないので、著作物に該当しないとされる。
しかし、
「誰が書いても同じ事実の伝達である
から著作権が無い」とされる新聞の報道記事は
全体のごく一部である。実質的には、著作権の
侵害がないと思われるようなケースでも、新聞
社側は、記事の使用について内規により使用許
諾の申請書を出させて使用料を徴収しているの
が通常である。
「知る権利」の保障からは、報道
機関側とユーザ側がともに納得できるルールづ
くりが急がれる。
7. ＣＤの曲をホームページに登録し自由にダウ
ンロードする場合には、作詞・作曲の複製権と
公衆送信権および、レコード会社・実演家の著
作隣接権が問題となる。作詞家・作曲科（著作
者または音楽出版社が会員になっていればＪＡ
ＳＲＡＣ）
、
さらにレコード製作会社と実演家の
許可が必要である。また、ジャケットのデザイ
ンについても製作したレコード会社に著作権が
成立しているので、
掲載には許可が必要である。
その他、ソフトウェアと著作権、インターネッ
トと肖像権などにも、
多くの問題を抱えているが、
これについては、他の機会に譲ることにする。
2.3 著作権に関する国際的調整
ネットワーク社会が発達するにつれ、情報に国
家の壁は事実上なくなった。それに伴い、著作権
による保護も、いままで以上の国際的な調整が不
可欠になってきた。
知的所有権の問題を扱う専門的な機構としては、

国連の専門機関であるＷＩＰＯ（世界知的所有権
機関）が存在している。しかし、著作権について、
国際的調整を行おうとすると、早く先進諸国の文
化を吸収し、追いつこうとする途上国と、これを
容認し得ない先進国との対立が支障となる。
こうした図式の中で、知的所有権の国際的調整
は大変難しい要素をもっている。
3. コンピュータ犯罪と刑法
今日、インターネットの発展に伴いネットワー
クを利用した犯罪が急増してきた。
ネットワークは(1)匿名性、(2)不特定多数性、
(3)時間的・地理的無限性、(4)場所の不要性、(5)
無痕跡性という特徴を持つと言われる。それが規
制の難しさを生み犯罪の温床になる所以でもある。
刑法もまた、こうした事態に手つかずで来たわ
けではない。少し遡ると、刑法では従来の規定に
生じた隙間を埋めるため１９８７年に一部改正が
行われた。この改正により、文書偽造、業務妨害、
詐欺が電磁的記録に関しては成立し得ないという
問題が立法的に解決された。
しかし、この改正では、諸般の事情から刑法上
の手当が見送られ、その対処が課題として残され
てしまったものもある。その最大の問題が次に挙
げる不正アクセスと情報の不正入手である。

には「物」である「媒体」に過ぎない。媒体に化
体されて入手され無い限り、情報を保護すること
はできないのである。
なお、場合によっては背任罪による処罰が可能
である。背任罪は財物の領得を要件としない。し
かし逆に信任関係を要する身分犯であるため、不
正入手のすべてをカバーするものではない。
ただ、
情報の不正入手には内部犯行が大変多く、
実に８割近くが関係者によるともいわれる。そこ
で、信任関係を基礎に背任罪で対処するケースも
実際には存在する。しかし、こうした信任関係が
認められない以上、刑法による処罰は不可能であ
り、著作権法（処罰規定がある）
、不正競争防止法
の範囲で規制するしかない。
刑法は、予測し得なかった不動産の侵奪には条
文を新設し、電気窃盗にはみなし規定で対処して
きた。
「無体財産の不正入手」
を対象とした何らか
の立法的解決の望まれるところである。
次に、ウィルスについて触れておくと、コンピ
ュータウィルスを配布する行為自体は処罰の対象
となし得ない。それが電磁的記録の破壊をもたら
し、業務の妨害などの構成要件化された何らかの
結果を発生したとき、その範囲で問題となるに過
ぎない。これについても、ウィルスの作成、配布
自体を構成要件とする立法が望まれる。
3.2 名誉毀損・侮辱

3.1 不正アクセスと情報の不正入手
3.2.1 インターネットと名誉毀損
不正アクセスについては、現在、警察庁・郵政
省、通産省の３省庁の共管による、不正アクセス
禁止法の立法化が進められている。
不正アクセス、
および、それを助長する行為が、刑罰をもって禁
止されることになる。
しかし、これに対しては、十分に検討されない
ままの時期早尚な立法化であるといった、日弁連
を中心とした批判の声も高い。何らかの規制が必
要なことは事実であるが、運用の段階で、適正に
機能するよう見守っていくことが必要である。
また、不正入手については通説判例によると、
現行刑法上、領得罪（窃盗罪・横領罪）での処罰
はできない。
刑法でも領得罪の対象となる財物は、
民法と同じ「有体物」か、もう少し広くとらえて
「物理的に管理可能なもの」と解するが、情報ま
でをその範囲に含めてはいない。
領得罪で保護できるものは、少なくとも一次的

人は誰にでも「個人の尊厳」があり、他人から
社会的評価を傷つけられない権利を有している。
刑法では「公然と事実の摘示」をすることによ
って他人の社会的評価を低下させた場合、名誉毀
損罪が成立し、また事実の摘示をしなくても「公
然と」人を侮辱した場合、侮辱罪が成立すると規
定する。
サイバースペースでも誹謗中傷がなされれば、
被害者の社会的評価は十分に下落する。パソコン
通信の掲示板、インターネットのホームページな
どには公然性が認められるとされている。
それにもかかわらず匿名性や不特定多数性とい
った特性ゆえに、罪の意識もないまま、こうした
発言がなされる機会が大変増えている。
ただし留意すべきは、こうした「名誉権」がし
ばしば「表現の自由」と対立関係にあるという点

である。名誉権を保障しようとするあまり、表現
の自由に対して萎縮効果があってはならない。
ネットワークは双方向性をもったコミュニケー
ションの場である。そこでは即時的な反論が十分
に可能であり、そうした手段よる自己救済ができ
るはずである。ネットワークという場に国家権力
を介入させず、反論を手段に自己の考えを主張し
ていくことが望ましい。
なお、電子メールでの誹謗中傷発言には公然性
の要件が欠落するので、名誉毀損・侮辱の問題に
はならない。いわゆるネチケットの問題として各
人の自覚に委ねられることになる。
3.2.2 名誉毀損と管理者責任
名誉毀損をめぐっては、ニフティ事件が注目さ
れる。この事件では、被害者が、加害者に加え、
そのフォーラムのシスオペとニフティ株式会社の
三者を相手取って、損害賠償と謝罪広告を請求し
た。そのため、ネットワークの管理・運営者の責
任に関する事例として注目された。
名誉毀損に関し、アメリカでは書籍などの印刷
物の内容について、出版事業者は著者と同じ責任
を負うが、書店などの流通業者は原則的に責任を
負わない。プロバイダーをどちらの性格ととらえ
るかについてはアメリカでも出版業者的にとらえ
る判決と流通業者的にとらえる判決に分かれてい
る。
ニフティ事件の第一審は、シスオペには発言内
容を常時監視したり探知したりする義務は無いと
判断しながらも、原告Ｕ女史からの掲載削除の申
出以前に必要な措置をとる義務があったとして、
三被告に損害賠償の支払いを命じた。
しかし、名誉を毀損された者の対応としては、
いくつかのものが考えられ、削除を求めるとは限
らない。シスオペ側が相手からの請求を待たずに
削除等の措置を講ずることは、かえって表現の自
由との調和から疑問が残る。

に関する規制には難しい問題が潜んでいた。
第一に、そもそも猥褻物に関する犯罪は「被害
者無き犯罪」であり、そのようなものまで処罰す
べきなのかが問題となる。
第二に、そもそも「猥褻」の概念は非常に曖昧
で判断基準が難しい。
第三に、表現の自由との関係で、
「猥褻」の概念
が曖昧であるが故に表現の自由が損なわれるよう
なことがあってはならない。
さらに、インターネットの国際性から来る難し
さとして、国内法の適用範囲が問題となる。日本
人が同じ猥褻画像を不特定多数の日本人に見せる
ため送信しても、どこから送信するか、蓄積する
サーバがどこにあるかで日本法が適用されるかど
うかが変わってくる可能性がある。
国際条約としての統一基準を策定できれば明瞭
な解決策となろうが、事柄の性質上それは大変困
難である。
「猥褻」の概念は各国の宗教や習俗、社
会通念などから規定されるため、そこに共通項を
見いだすことはほとんど不可能である。
ここから、
「インターネットの猥褻は処罰になじまない」と
いう考え方もでてくる。
表現の自由との調和を考える上でも、規制をむ
やみに強化するより、社会倫理についての自覚に
任せるべき問題とも考えられる。
インターネット上でポルノグラフィーをめぐる
問題としては以下のような点が上げられる。
1. 画像ファイルは、
「物」と言えるのか。画像フ
ァイルをサーバにおく場合、「猥褻図画公然陳
列罪」が成立するのか。
2. 画像修正ソフト（マスク・ソフト）で修正し
てあった場合、マスクをはずすソフトのダウン
ロードサイトにリンクを張るなど、入手を容易
にしてあるだけで公然陳列罪が成立するのか。
3. 猥褻罪に該当するページにリンクを張るだけ
で同罪の幇助となるのか。
4. 海外のサーバ上のホームページに猥褻な画像
データを掲載したときにも日本の刑法が同じよ
うに適用されるべきか。

3.3 ポルノグラフィー
3.3.1 猥褻に関する規制の難しさ

いずれの場合も、表現の自由との関係や、国際
的文化の差異などに鑑み、行き過ぎた規制が行わ
れないよう慎重な対処が望まれる。

インターネットの普及に伴って急浮上してきた
問題の一つにポルノグラフィーがある。しかし、
インターネットの問題が出現する以前から、猥褻

4. 学生に対する意識調査

今回は、法的規制が問題となるような事例につ
いて、主に大学生を対象に規制を妥当と考えるか
を調査した。
その結果、以下のような結論が得られた。
1. 学生であれば、規制の方向より人権と自由を
尊重した解答に偏るであろう予想していた。し
かし、実際の結果は規制を望む声も多かった。
法学者たちが急速な規制への慎重論を唱える中、
法的バランス感覚からみると、むしろ、もう少
し表現の自由と人権保障を重んじる姿勢も必要
ではないか。
2. 問題は規制した方がいいと言う意識がありな
がら、なぜ実際に情報をめぐる問題が多発する
のかである。調査は、ある程度、情報倫理教育
を受けた学生を対象に行った。したがって、も
っと情報倫理教育の普及が必要であるとも考え
られる。しかし、一方で、倫理のレベルでの自
覚よりは国家権力による規制に問題の解決を委
ねようとする、あなたまかせな姿勢も感じられ
る。
まとめ
以上、
情報をめぐる法的問題について概観した。
この他にも、情報操作、個人情報の保護、さらに
は多文化主義など、情報に関しては数多くの問題
が内在する。プライバシー保護に関しては、従来
の「私的生活に踏み込まれない権利」という消極
的概念では足りず、
「自らの情報を積極的にコン
トロールする権利」と、とらえ直されるにいたっ
ている。
法の不備が問題となるようなケースでも、一様
ではない。憲法上保障された基本的人権や法的安
定性との抵触が比較的問題とならないようなケー
スでは、拡張解釈や立法化によってでも迅速に規
制すべきであろう。情報の不正入手などはこの例
である。しかし、猥褻など、本来、表現の自由と
対立関係のあるケースでは、これを倫理のレベル
にとどめ、個人の自覚に委ねることの方が望まし
い。
最後に、参考文献の著者と、この分野に尽力さ
れてこられた方々に心からの敬意を表したい。ま
た、本稿の執筆にあたり、ご指導いただいた埼玉
大学工学部情報システム工学科の三島健稔教授、
ご協力いただいた日本大学理工学部の小林英恒教
授、栗野俊一助手に心から感謝する。
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