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2016年７月 14日 京都ガーデンパレス「祇園の間」 

『いま、ヘイトスピーチを考える』 
～安心安全のネット社会に向けて～ 

佐藤佳弘（株）情報文化総合研究所、武蔵野大学 

 

◆参考資料１ ネット社会がもたらした問題 

１．人権侵害  

２．個人情報の流出 

３．著作権侵害 

４．詐欺（架空請求、ワンクリック詐欺など） 

５．有害・違法サイト（わいせつ、残虐など） 

６．迷惑メール（広告メール、デマメールなど） 

７．コンピュータ・ウイルス 

８．出会い系サイトによる犯罪 

９．不正アクセス（LINE乗っ取りなど） 

10．スマホ中毒、依存症 

11．リベンジポルノ 

12．なりすましメール 

13．サクラサイト商法 

14．学校裏サイト 

15．LINEいじめ 

16．無料サイトの釣り上げ 

17．盗撮 

18．肖像権侵害 

19．運転中のメール・通話 

20．携帯電話・スマホの盗み見 

21．無断充電 

22．携帯電話・スマホの電磁波 

23．ステルスマーケティング 

24．健康への懸念 

25．闇サイトによる犯罪 

26．デジタル万引き 

27．歩きスマホ 

28．スパムアプリ、不正アプリ 

29．クリックジャッキング 

30．ネット中毒、依存症 

31．子供の高額料金 

32．スキミング、カード偽造 

33．ネット掲示板の祭り、炎上 

34．ネット賭博 

35．サイバーねずみ講 

36．デジタルデバイド 

37．クローン携帯 

38．ｽﾏﾎの不正入手、犯罪利用 

39．廃棄パソコン、スマホ 

40．SNS疲労 

41．デジタルリンチ 

42．デジタルタトゥー 

  出典：佐藤佳弘『インターネットと人権侵害』武蔵野大学出版会、P.10、2016年２月 

 

◆参考資料２ 法務局に寄せられるインターネットに関する人権相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：法務省 資料 

 人権フォーラム 

氷山の一角 

40 を超える問題が

もたらされている。 
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◆参考資料３ ネット上で行われる人権侵害 

 

 

 

 

 

 

  出典：佐藤佳弘「インターネットと人権」広報やわた８月号、京都府八幡市、2015年 

 

 

◆参考資料４ ネットに公開されたヘイトスピーチの違法性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考資料５ インターネットに対応した法整備 

１．違法書き込み ５．有害情報・有害サイト 

・プロバイダ責任制限法  

・リベンジポルノ被害防止法 

・刑法（侮辱罪、名誉毀損罪、 

      信用毀損罪、脅迫罪）  

・出会い系サイト規制法  

・青少年インターネット環境整備法 

２．消費者保護 ６．迷惑メール 

・個人情報保護法  

・電子契約法  

・預金者保護法  

・特定商取引法  

・迷惑メール規制法  

・刑法（ウイルス作成罪） 

・ストーカー規制法（執拗なメール） 

３．著作物保護  ７．不正行為 

・著作権法（公衆送信権）  

・著作権法（ダウンロード） 

・不正アクセス禁止法  

・携帯電話不正利用防止法 

４．児童の保護 ８．乗り物での携帯電話 

・児童ポルノ禁止法 

・いじめ防止対策推進法 

・道路交通法（自動車での使用） 

・道路交通規則（自転車での使用） 

・航空法（機内での使用） 

  出典：佐藤佳弘「ネット上の人権侵害」公正採用選考人権啓発推進員研修会、ハローワーク府中、2012年 11月 22日に加筆 

 ● 名誉毀損  ● ネットいじめ 

 ● 侮 辱   ● 児童ポルノ 

 ● 信用毀損  ● ハラスメント 

 ● 脅 迫   ● 差 別  

 ● さらし 

大阪高等裁判所（平成 26年７月８日判決）街頭宣伝差止め等請求控訴事件 

 在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人が、在日特権をなくすことを目的と

する団体らに対し、団体らの示威活動の映像をネットに公開したことが不法行

為に該当するとした件につき、賠償及び差止めの一部を容認した原判決の判

断が支持された。 

日本経済新聞（2013年 10月７日）によると、 

 学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」（在特会）などを

訴えた訴訟の判決で、京都地裁は、ヘイトスピーチ動画をネットに公開した行

為について「人権差別撤廃条約で禁止した人権差別に当たり、違法だ」と指

摘した。 

東京新聞（2016年 2月 14日朝刊）によると、 

 ネット上に公開されているヘイトスピーチ動画は人権侵害に当たるとして、

法務省は複数のサイト管理者に削除を要請した。ニコニコ動画など一部が応

じていた。 

メール、ブログ、ネット掲示板、動画投稿サイト、ＳＮＳ、

検索エンジン、他 

ネットの便利な機能が人権侵害に誤用、悪用される。 

不法行為 

違法行為 

人権侵害 
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◆参考資料６ ネットの規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考資料７ 人権侵害書き込み、ヘイトスピーチ動画の削除 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：佐藤佳弘「インターネットによる人権侵害」2016年３月 18日、東京都総務局人権部との打ち合わせ資料から作成 

 

 

◆参考資料８ モデル約款の整備、統一、徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：総務省主催「インターネット上の違法・有害情報へ対応に関する研究会」最終告書（平成 18年８月） 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「平成 24年度インターネット差別事象対策推進会議の概要について」大阪府府民文化人権室、平成 25年 4月 26日 

 

 

◆参考資料９ 法規範として明確化 

 

 

 

 

  出典：「平成 24年度インターネット差別事象対策推進会議の概要について」大阪府府民文化人権室、平成 25年 4月 26日 

 

 （１）プロバイダ責任制限法 ≫ 削除義務なし。 

 （２）法務省からの削除依頼 ≫ 強制力なし。 

 （３）裁判所の仮処分命令 ≫ 手続き、費用、時間、精神的苦痛 

 （４）拡散した書き込み ≫ 一括処理の手続きなし。 

 （５）発信者の特定 ≫ 事実上、困難 

 （６）民事訴訟 ≫ 裁判費用＞損害賠償額 

（禁止事項）←☆ 

第１条 契約者は、本サービスを利用して次の行為なわないものとします。 

 （１）略 

 （２）他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する 行為または侵害するおそれのある行為 

 （３）他者を不当に 差別もしくは誹謗中傷 ・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名

誉もしく信用を毀損する行為 

 （４）～（18）略 

 （19）犯罪や違法行為に結びつく 、またはそのおそれ高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱し

たり、プライバシーを侵害する情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 

 （20）その他、公序良俗に違反し または他者権利を侵害すると当社が判断した行為 

 違法・有害情報への対応 等に関する契約款モデル条項 （平成 26年 12月 15日改訂） 

 韓国政府は 2007年７月から、掲示板などのサイト運営

者に「インターネット実名登録制」を義務付けている。

違法書き込みの検挙で効果を上げた。運営者が従わない

場合は最高３千万ウオン（約 400 万円）の罰金が科され

る。 

韓 国 

 中国の国会に当たる全国人民代表会議（全人代）常務

委員会は、2012年 12月 28日、インターネットの実名登

録制の義務化を決定した。 

 中国の政府機関は、2015 年１月 13 日、中国版ツイッ

ターに実名制を導入する方針を明らかにした。 

中 国 

 差別助長行為を禁止事項に掲げる。 

一 同和地区の所在地や、同和地区の所在地であることが明記された特定の地区の地図等の所在

地情報を掲示する行為 

二 人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障がい、疾病又は性的指向などを理由に、これら

の共通の属性を有する集団や個人に対する排除や攻撃を呼びかける行為 

 プロバイダ責任制限法に盛り込む。 

契約約款に違反する行為については、プロバイダが、情報の送信を防止する措置を講じたとしても、

賠償責任は生じないことをプロバイダ責任制限法に盛り込む。 

削除は大変困難 

約款で禁止 

削除を可能にする。 
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◆参考資料 10 欧州連合（EU）でのヘイトスピーチ規制 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：駐日欧州連合代表部サイト、アクセス 2016年７月８日 

 

 

◆参考資料 11 諸外国のヘイトスピーチへの対応 

No 国 名 規制状況 

1 イギリス 公共秩序法によって、人種的嫌悪を扇動した者は、最高７年の懲役刑 

2 アメリカ 

ヘイトスピーチを処罰する州法により対応が異なる。例えば、イリノイ州の集団誹謗法における、「人

種・肌の色・信条、若しくは宗教を理由として、特定の市民に関する堕落・犯罪・不純若しくは道徳の

欠如を描く、或いは特定の市民を侮辱・嘲笑、若しくは中傷にさらす」表現行為を処罰する規定は合

憲とされた。逆に、セントポール市条例は「過度に広範な規制を定める」として違憲とされた。 

3 カナダ 
「肌の色・人種・宗教・民族的出自・性的指向によって区別される集団」に対する嫌悪を扇動した者

は、最低２年・最高 14年の懲役刑 

4 フランス 

人種差別規制法が 1972 年に制定された。その他の法を含め「出自あるいはエスニック集団・ネーシ

ョン・人種・宗教への所属」を理由として、個人または集団に対して、中傷、名誉毀損、差別、憎悪、

暴力を煽ることを禁止している。 

5 ドイツ 「治安を妨害するような言論の濫用」を厳しく規制している。 

6 スイス 1994年に人種差別を禁止する刑法改正を行った。 

7 ハンガリー 刑法 269条で国籍、民族、人種を理由とした憎悪の助長が禁止されている。 

8 ロシア 1993年、憲法で差別的表現を認めないと明記した。 

9 その他 
オランダ、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、インド、タイ、シンガポー

ル、オーストラリア、ブラジルなどで、ヘイトスピーチを禁止する法律が存在する。 

  出典：ヘイトスピーチについて、東京都人権部、2014年３月 27日に筆者加筆 

 

 

 佐藤 佳弘（SATO, Yoshihiro） 

東北大学を卒業後、富士通（株）に入社。その後、東京都立高等学校教諭、

（株）NTT データを経て、現在は（株）情報文化総合研究所 代表取締役所長、

武蔵野大学 教授、総務省 自治大学校 講師。 

他に、西東京市 情報政策専門員、東久留米市 個人情報保護審査会 会長、

東村山市 情報公開運営審議会 会長、京都府・市町村インターネットによる人

権侵害対策研究会 アドバイザー、東京都人権施策に関する専門家会議 委

員、NPO 法人 市民と電子自治体ネットワーク 理事、大阪経済法科大学 アジ

ア太平洋研究センター 客員研究員。（すべて現職） 

専門は、社会情報学。1999年４月に学術博士（東京大学）を取得。 

 

欧州委員会と IT企業、違法なネット上のヘイトスピーチに対する行動規範を発表 
2016年５月 31日、ブリュッセル 

Facebook、Twitter、Microsoft、YouTubeは、オンラインでのヘイトスピーチに対処する欧州連合（EU)

の新たな規則に署名した。ヘイトスピーチを含む可能性のあるソーシャルメディアへの投稿に多くの

報告があった場合、通知を受けてから 24時間以内に精査し、必要に応じて投稿を削除することに同

意した。 

ヘイトスピーチの削除へ 

罰則もあり。 


