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請求

自己情報コントロール権

プライバシーに関する権利（プライバ
シー権）が人格的利益の一種として不
法行為における保護法益となること
は、今日では広く承認されている
(p.24)

裁判所

判決日

請求

判決

プライバシー権

私生活上の情報、すなわちプライバ
シーに係わる情報を開示されないとい
う期待は、憲法13条によって保障され
る人格権の一内容として、法的保護を
受けることができる利益(p.28)。

自己情報コントロール権

プライバシー権として認められるか
否かは別として、国家機関が、正当
な理由もないのに、個人の同意を
得ず、みだりに個人の私生活上の
情報収集、開示することは、同条に
反して許されない(p.28)

2007.02.01 原判決破棄
提供停止
情報削除
損害賠償

名古屋高
裁

控訴棄却

2006.12.11 金沢地裁判 原告勝訴部 幸福追求権の一内容として、人格的 （違憲状態においては）人格権とし
決（原告一部 分の取り消し 自律ないし人格的生存に必要不可欠 てのプライバシー権に基づく妨害
勝訴）の維持
な利益としてプライバシーに関する権 排除請求権又は妨害予防請求権
利は国民に保障されるている(p.33)
によりその差し止め等の救済（公権
力による個人情報の提供の禁止、
削除）を求めることができる(p.37)

名古屋高
裁
金沢支部

必要性は社会において広く認識さ
れている。自己のプライバシー情報
の取り扱いについて自己決定する
利益（自己情報コントロール権）は、
憲法上保障されているプライバ
シー権の重要な一内容となってい
る

個人が、プライバシー権の一内容と
して、他人（特に行政機関）が有す
る自己の個人情報をコントロールす
る権利を有するかという点について
は、もともとプライバシー権が実態
法の根拠がなく、その外延が極め
て不明確であることから、解釈に
よって確定することが極めて困難で
あるが、個人の訂正請求権を含む
意味での自己情報コントロール権
を一般的に否定することはできない
ように思われる。
しかしながら、住基ネットにおける
本人確認情報の管理や送受信そ
れ自体を制御するための自己情報
コントロール権までを肯定する、つ
まり、当該個人の個別的な同意なし
に、住基ネットでの本人確認情報の
管理及び送受信が禁止されるとま
で解するだけの根拠は乏しい(p.24)

第3者機関

本人確認情報

その高度な個人識別性の故に、憲
法13条が国民に保障するプライバ
シー権の内容となり、それによる保
護の対象となる。（p.36)
私生活上の自由及び平穏に関する
利益（憲法的価値を有する人格的
利益）には直接関わるものではない
ので、本人の同意を得ないで行政
がこれを収集し、管理し、利用する
ことができないような強度な保護を
必要とするものではない。（p.38)

自己情報コントロール権の制約

第3者機関

本人確認情報

これらの情報は、いずれも秘匿する
コンピューターを利用した個人情報 （第三者機関にはふれていない
の大量収集・蓄積という社会状況の が、都道府県による本人確認情報 必要性が高いということはできない
下では、秘匿する必要性が高いと の提供の報告、国の機関に対する (p.29)
はいえない情報であっても、みだり 適切な管理のための措置実施の報 （自己情報コントロール権の制約の
に情報が開示されることとなれば、 告要求・実施要請、および提供と利 範囲で保護される）
本人が不安を感じ、その私生活の 用に関する情報の保存（アクセスロ
平穏及び人格的自律が害される可 グ開示機能の採用）の３点を掲げて
能性があることは否定できない。し 「不正な利用に対する監視措置が
たがって、（本人確認情報が）予定 講じられている」としている）(p.51)
された開示対象及び利用範囲を逸
脱してみだりに開示されないという
限度では個人の期待は法的保護
に値する(p.29)

行政事務の処理の必要等の正当
な理由がある限り、相当な方法で、
本人確認情報を収集し、管理し、
利用することは、本人の同意がなく
ても憲法13条に違反するものでは
な。
このために個人の私生活上の自由
及び平穏が一定の範囲で制限され
ることがあったとしても、憲法13条に
いう「公共の福祉」による制限とし
て、許される。（p.38)

秘匿の必要性の程度は、具体的事 実効的なものとしての第3者機関は 自己情報コントロール権の対象
例の中で判断されていくもの。
存在しない
正当な行政目的の実現のために必
要で、実現手段が合理的なもので
あれば、自己情報コントロール権を
侵害するものではない

みだりに公表されてもかまわない私
生活に関する情報ではなく、本質
的に、他人に知られることが嫌忌さ
れる情報ではない(p.25)
したがって、本院確認情報につい
て、一般的・抽象的に自己情報コン
トロール権が認められるとすることは
できない(p.25-26)

秘匿されるべき必要性が高い情報
とはいえない(p.21)
（自己情報コントロール権の制約の
範囲で保護される）

個人情報といっても、センシティブ 目的外利用の禁止違反を監視する 自己情報コントロール権の対象で
な情報から単なる個人識別に使わ 第三者機関のシステムはなく、禁止 ある(p.58-59)
れる情報まで様々なものがあり、そ の実効性は疑わしい(p.73)
の秘匿を要する有無、程度も様々
であり、すべての個人情報がプライ
バシーにかかる情報として法的保
護の対象となるわけではない（p.58)
公共の福祉のために必要ある場合
には相当の制限を受ける。(p.59)

自己情報コントロール権の制約

（記載はないが、判決全体を全体を通 プライバシー権として認められるか 左のことへの期待は保護されるべき
じててプライバシー権は前提とされて 否かは別として、本人確認情報な であるから、これらをみだりに収集、
いる）
どをみだりに収集、開示されたくな 開示されないという限度で法的利
いと考えるのは自然なことである
益は認められる(p.21)
（p.21)

私事の公開・私生活への侵入下欄自 ＩＴの急速な発達という社会状況か
由としてのプライバシーの権利は、憲 らみて、もはや、プライバシーの権
法の基本原理の一つである「個人の 利を、私事の公開や私生活への侵
尊重」を実現する上での要となる権利 入を拒絶する権利ととらえるだけで
の一つであって、単に、不法行為法上 は十分でなく、自己に関する情報
の被侵害利益でああるに止まらず、い の他者への開示の拒否及び利用、
わゆる人格権の一内容として、憲法13 提供の可否を自分で決める権利、
条によって保障されている（p.56)
すなわち自己情報をコントロールす
る権利を認める必要があり、プライ
バシーの権利には、この自己情報
コントロール権が重要な一内容とし
て含まれる(p.57)

プライバシー権

（追加請求分 人格権の一内容として憲法13条に
の）コード削 よって保障
除
控訴棄却

棄却

棄却

通知提供停
止
損害賠償棄
却

判決

2006.11.30 コード削除・
通知停止（追
加請求）
損害賠償（地
裁敗訴）

2006.06.09 提供停止
コード削除
情報削除

2005.05.31 提供停止
情報削除
損害賠償

2005.05.30 提供停止
情報削除
損害賠償

判決日

＊請求・判決の内容は、主要なものについて略記した。
提供停止：国の機関への本人確認情報の提供の停止
通知停止：市町村から都道府県への本人確認情報の通知の停止
コード削除：住民基本台帳からの住民票コードの削除
情報削除：住基ネット上の本人確認情報の削除
損害賠償：請求先および金額は訴訟ごとに異なる場合がある

大阪高裁

神戸地裁

名古屋地
裁

金沢地裁

裁判所

*大阪高裁判決の要約はかなり簡潔にしている

（要約）

住基ネット訴訟判決の比較

本人確認情報の管理及び送受信に
みだりに自己の個人情報を他人に知
は、情報漏えいを防止するため、かなり られない原告らの権利（プライバシーに
の制度上の措置と技術的な対策がとら 関する権利を含む人格権）が侵害され
れていると認められるから、住基ネットの る具体的な危険があるとまではいえな
稼働によって、それ以前の状況（紙に個 い。したがって、その危険をあらかじめ
人情報が書かれて開示されていた状 防止するため、原告らの本人確認情報
況）と比較して、みだりに本人確認情報 を住基ネットで管理・送受信することを
が外部に流出する危険が顕在化してお 禁ずる人格的請求権が発生していると
り、これに対する個人の自己情報コント は認められない(p.40)
ロール権を認めなければならない事態
が出現したとはいえない(p.26)
情報漏えいの抽象的危険があるという
だけで、本人確認情報をの管理・送受
信を禁ずる人格的請求権が発生すると
解するのは明らかに行きすぎ(p.40)

住基ネットワーク及びシステムについ
て、そのセキュリティの不備や管理及び
運用面での不備があるため、本人確認
情報が漏洩し、流出する具体的な危険
があるとは認められない（p.40）

住基ネット規定が、その内容自体にお
いて憲法13条に違反するものということ
はできない。
また、住基ネットに使用されるシステム
の安全に関する規定や住基ネットの管
理運営に関して、具体的危険があると
いう場合にもあたらない。(p.45）

制度的欠陥があり、目的実現手段 一定の個人情報保護措置が講じられて 個人情報保護対策の点で無視できない
としての合理性を持たない
いるので、具体的危険があるとまで認め 欠陥があり、プライバシー侵害の危険性
られない
は具体的域に達している

殊に、毎年かなり頻繁に発生して
いた年金の過払いを防止するとい
う観点から見れば、住基ネットは極
めて勘弁勝つ効果的にこれを防止
する仕組みであり、この観点からは
住基ネットに代わる勘弁勝つ効果
的な代替措置は想定しがたいので
あって、住基ネットは公共の利益に
資することが明らかである。

目的の正当性

住基ネット
必要性

セキュリティ

プライバシー
結論

行政事務の効率化、住民負担の軽 左から必要性及び合理性が肯定で 運用関係者による漏えいの危険や外部 本人確認情報は必ずしも秘匿する必要
減及び利便の向上を図るものであ きる(p.59)
の第三者によるの侵入による本人確認 が高い情報であるとはいえないことを考
り、電子政府の実現のために一定
情報の漏えいや改ざんを防止するため 慮すると、住基ネット運用によってプライ
の役割を果たしている(p.59)
の合理的な措置が講じられている(p.48) バシーが侵害される可能性及び程度は
低いということができ、住基ネットの運用
によって精神的苦痛を受けたとしても、
受忍限度を超えるものではない(p.60)

4情報は旧住基法当時から国や他の自治体に開示されていたので、住 住基ネットには必要性、合理性がある上、プライバシー保護のための合理的措置
基ネットの運用開始によって4情報の通知提供が容易になり、その機会 が採られている（p.60)
が増加したとしても、それによって、4情報の開示対象又は利用範囲に
質的な変化があったということまではできない。(p.30)

住基ネットは住民サービスの向上と
行政事務の効率化を目的とするも
のであり、それが本人確認情報を
取り扱うことについては正当な理由
があり、その方法も相当なものであ
る。
住基ネット規定がその内容自体に
おいて憲法13条に違反するものと
いうことはできない。（p.39)

行政目的は正当で必要

行政事務の効率化・合理化を図る
とともに、行政手続きにおける住民
の負担軽減、住民サービスの高度
化等により利便性を図ることを目的
としており、その運用により、事務の
省略化が図られるなどの有用性が
認められる(p.36)

プライバシー
セキュリティ
結論
種種の制度内市運用基準が定められ 住基ネットは住民に相当深刻なプライ
ており、一定の個人情報保護措置が講 バシーの権利の侵害をもたらすもので
じられている。セキュリティが不備で具 あるが、他方、住民基本台帳に記録さ
体的危険があることが立証されたとまで れているもの全員を強制的に参加させ
いうのは困難である。ただし個人情報保 る住基ネットを運用することについて原
護措置が全国の市町村で確実に実施 告らのプライバシーの権利を犠牲にし
されるか疑問である。（p.71)
てもなお達成すべき高度の必要性があ
抽象的危険は否定できない(p.75)
るとは認めることができないから、自己
のプライバシーの権利を放棄せず、住
基ネットからの離脱を求めている原告ら
に対して適用する限りにおいて、改正
法の住基ネットに関する各条文は憲法
13条に違反する(p.83)

住基ネットにより本人確認情報を利 本人確認情報保護のため、種々の措置が講じられているので、個人のプライバ
用する必要性は認められる(p.22) シーの侵害を容易に引き起こすような危険なシステムであるとは認められない
(p.27)
内部者による情報漏えいのような危険 情報のみだりな収集、開示が行われて
性はあらゆる制度に内在しているので、 いるとはいえず、その点で原告の権利
単に抽象的危険だけでは差し止め・損 ないし利益が侵害されたとはいえない。
害賠償を求めるには足りず、具体的危 住民票コードが割り振られたことにより
険な意思実際の損害の発生が必要。 公権力による国民個人の情報の一元管
住基ネットにはは具体的な危険ないし 理が可能となるものではない(p.27)
実際の損害の発生があるとは認められ
ない(p.26)

住基ネット
目的の正当性
必要性・合理性
住民の自己情報コントロール権を 「行政事務の効率化」自体は正当
侵害しているといえるが、公共の福 な目的であるが、住基ネットが住民
祉のため必要ある場合、自己情報 のプライバシーの権利を犠牲にし
コントロール権は相当制限を受ける てまで達成すべき高度の必要性が
ことはやむをえない(p.59)
あることについては、直ちにこれを
目的については様々な疑問もない 肯認できない(p.83)
ではないが、一応の理由はあり、正 離脱を求める原告らのプライバ
当なものと評価できないではない シーの権利と比較衡量するのは、
（p.79)
住基ネットの運用の必要性ではな
目的のうち「住民の便益」とプライバ く、全員を強制的に参加させる住
シーの権利はいずれも個人的利益 基ネットでなければならない必要性
であり、どちらの利益を優先するか であるが、これが、原告らのプライ
は各個人が自らの意思で決定する バシーの権利を犠牲にしてもなお
ものだから、離脱を求めている原告 達成すべきものとは到底評価する
らとの関係では正当な行政目的た ことができない（p.83)
り得ない（p.80）

