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研究成果の概要（和文）：本研究は、サイバースペース（ないしインターネット）というメディアを表現の自由
の観点から考察するものである。特にこの３年間は、（これまで研究を進めてきたテーマのほか）(1)インター
ネットにおける選挙運動・電子投票、(2)身元識別情報の開示、(3)インターネット上のヘイトスピーチ、(4)グ
ーグル・ストリートビューに関する諸問題についても検討を行った。
　また、検討の際には、アメリカを比較対象としたほか、EU・ドイツ・フランス・フィンランド・韓国・オース
トラリアの制度についても可能なかぎり調査し、研究に厚みが出るよう工夫した。

研究成果の概要（英文）：This research considers the media called the cyberspace (or the Internet) 
from a viewpoint of freedom of speech. Especially for the past three years, in addition to other 
researches that have been studied, it examined (1) election campaigns and electronic voting on the 
Internet, (2) disclosure of personally identifiable information, (3) hate speech on the Internet, 
(4) the various issues raised by the Google Street View.
　Also, during the research process, it compared the system of the United States as well as the 
systems of the European Union (EU), Germany, France, Finland, South Korea, Australia as much as 
possible in order to expand the depth of the research.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 本研究は、インターネットというメディ

アを表現の自由の観点から考察するもので

ある。かねてより、インターネットにおけ

る表現活動はリアルスペースにおけるもの

と比べて「参入障壁」が非常に低く、また、

表現内容をより広汎に伝達できることから、

表現の自由に対して持つ意義の大きさが指

摘されてきたが、その一方で、「参入障壁」

の低さ及び情報伝達の広汎性は、表現の自

由にとってマイナスの側面も併せ持つもの

である。 

 特に、最近では、（従来からの）パソコン

によるアクセスのみならず、携帯電話・ス

マートフォン・タブレット型端末・家庭用

ゲーム機・テレビからもアクセスが可能と

なっていることに加えて、そこでの表現形

態は、ウェブサイト・電子メールのみなら

ず、ブログ・ツイッター・フェイスブック

などへと広がりを見せるとともに、様々な

アプリケーションが開発され、様々なサー

ビスが始まっている。それに呼応する形で、

インターネット上の表現の自由に関する新

たな問題も次々と現れてきていると言えよ

う。 
 
２．研究の目的 
 私は、上記「背景」を踏まえ、これまで

も、①サイバースペースにおける表現内容

規制を目的とした（アメリカ・日本の）立

法及び判例・学説の検討、②サイバースペ

ースをめぐる原理的な理論の検討などを中

心に研究を進めてきた。 

 2016 年度までの研究期間中も、これらの

作業を継続したほか、（新たな問題として）

インターネットにおける選挙運動・電子投

票、身元識別情報の開示、インターネット

上のヘイトスピーチ、（グーグル・ストリー

トビューに代表される）インターネット地

図情報サービスとプライバシー・個人情報

保護法との関係などについて思索を行って

きた。 

 甚だ不十分ではあるが、３年間の研究業

績（図書７件〔単著１件、共著６件〕・雑誌

論文２件）は、この思索に対する自分なり

の結果の１部であると考えている。 
 
３．研究の方法 
 小樽商科大学附属図書館・北海道大学附

属図書館・札幌大学図書館など道央圏の大

学図書館を利用させて頂いたほか、国立国

会図書館など首都圏の図書館にも出向き、

国内外の文献を積極的に収集した。また、

アメリカ法関係の文献については、WestLaw

等のデーターベースも活用した。 

 更に、自らが所属する学会・研究会など

にも可能なかぎり出席するように努め、新

しい知見に触れるようにした。 
 
４．研究成果 

（１）2014 年度については、論文集（「選

挙運動におけるインターネットの利用―わ

が国の過去・現在・近未来」について分担

執筆）・紀要論文（「電子投票に関する一考

察」について執筆）・教科書（「マンガやア

ニメを規制していいの？」について分担執

筆）・判例集（「事前抑制の禁止―北方ジャ

ーナル事件最高裁判決」について分担執

筆）・事典（「安全・安心社会」「インターネ

ット協会」「監視カメラ」「電子政府」「東芝

クレーマー事件」「ニュース・サイト」「プ

ロバイダ責任（制限）法」について項目執

筆）を公表したほか、論文集（「インターネ

ット上のプライバシー侵害に関する一考

察」について分担執筆）・判例集（「自己情

報のインターネット・サイトへの無断記載

―K.U.対フィンランド判決―」について分担

執筆）などの執筆作業も行った。 

（２）2015 年度については、論文集（「イ

ンターネット上のプライバシー侵害に関す

る一考察」について分担執筆）・教科書（「イ

ンターネット上の差別的表現・ヘイトスピ



ーチ」について分担執筆）を公表したほか、

新たな単著（『インターネット・「コード」・

表現内容規制』）・紀要論文（「条例によるイ

ンターネットの『有害』情報規制（続）」に

ついて執筆）などの執筆作業も行った。 

（３）2016 年度は、2014 年度・2015 年度

の研究成果をふまえ、単著（『インターネッ

ト・「コード」・表現内容規制』）を出版した。

各出版社の転載許可を得るのに手間取る等

のアクシデントがあり、当初の予定より１

年近く遅くなってしまったが、何とか出版

にこぎ着けることが出来た。なお、同書に

は、「Ⅰ 『コード』」「Ⅱ サイバースペース

における表現内容規制に関する一考察─規

制要素としての『コード』と『法』を中心

として」「Ⅲ 日本におけるインターネット

上の表現内容規制─韓国の状況を参照しな

がら」「Ⅳ 条例によるインターネットの『有

害』情報規制」「Ⅴ 条例によるインターネ

ットの『有害』情報規制（続）」「Ⅵ インタ

ーネットにおける『有害』情報規制の現状」

「Ⅶ サイバースペースに対する表現内容

規制立法とその違憲審査基準─アメリカに

おけるアダルトコンテンツ規制を素材とし

て」「Ⅷ 政治過程におけるインターネット

の利用─わが国の過去・現在・近未来」「Ⅸ 

インターネットの個人利用者による表現行

為について名誉毀損罪の成否が争われた事

例─いわゆる、ラーメンフランチャイズ事

件判決」「Ⅹ インターネット上の名誉毀損

─最近の 2つの事件について」「XI インタ

ーネット上のプライバシー侵害に関する一

考察」「XII インターネット上の差別的表

現」「XIII 自己情報のインターネット・サ

イトへの無断記載─K.U.対フィンランド判

決」の 13 本の論考を収めており、前書『サ

イバースペースと表現の自由』（尚学社・

2007 年）のアップデート版であるとともに、

サイバースペースないしインターネット上

で問題となっている、比較的新たな論点を

示すものともなっている。 

 更に 2016 年度は、紀要論文（「条例によ

るインターネットの『有害』情報規制（続）」

について執筆）の公表、その他の紀要論文

（「ストリートビューと憲法〔仮題〕」につ

いて執筆）・判例集（「検閲・事前抑制」「集

会・結社の自由」について分担執筆）など

の執筆作業も行った。 
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