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●特集1 ネット中傷から身を守る

ツやフランスでプラットフォームを規制する
法律が成立し、これまでヘイトスピーチ規制
に消極的だと見られてきたアメリカでも、ブ
ラック・ライブズ・マター運動に関わって、
ヘイトスピーチに対する問題意識が高まって
いることなどである。
　本稿では、日本国内での対応について、主
に法的な観点から述べる。その際、まず重要
なのは、ヘイトスピーチには、特定個人・団
体の権利侵害を含むものと、そうではない集
団的ヘイトスピーチとがあり、その区別を踏
まえることである。

はじめに

　インターネットは、リアルな集会やデモ、
街宣活動と並んで、ヘイトスピーチの主たる
舞台となっている。また、リアルな集会等の
開催告知をネットで行い、ネット上で生中継
や録画の共有を行うといった形で両者は連動
している。近年、端的なヘイトデモは減少
し、その点では地方自治体や国の取組が一定
の成果を挙げているが、ネット上のヘイトス
ピーチについては必ずしもそうではない。
　しかし、様々な手法を重層的に展開するこ
とで、ネット上のヘイトスピーチを一定程度
抑制することは可能である。実際、このとこ
ろ、諸外国では様々な動きが見られる。ドイ

ネット上のヘイトスピーチは規制できるか

曽我部真裕［そがべまさひろ］
京都大学大学院法学研究科教授

ネット上のヘイトスピーチに法的にどう対応するか。
特定個人・団体の権利侵害を含むものと、
そうではない集団的ヘイトスピーチとに分けて考察する。
だが、法的対応だけでは限界があるのだ。
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崎簡裁 2019 年 12 月 27 日）が挙げられる。ま
た、立件した場合でも、捜査機関は侮辱罪で
の（略式）起訴を選択しがちで、刑罰がより
重い一方で立証に手間暇のかかる名誉毀損罪
での起訴を回避する傾向にあるともいわれた。
この点、在特会元支部長が京都朝鮮学校を攻
撃する演説をし、その様子をネットで公開し
たことについて、名誉毀損罪で起訴されて公
判（正式裁判）が開かれ、有罪判決が出され
た（京都地判 2019 年 11 月 29 日）のは異例
のこととして注目された。
　もっとも、この判決が被告人の演説につい
て公益目的はあったとしたことは、ヘイト対
策を求める側からは批判の対象となった。こ
の点は、ヘイトスピーチ対策が進むに連れ、
ヘイトスピーチがかつてのようなマイノリテ
ィを害虫に例えるような粗暴なものから、一
見すると相応の理屈を含むような巧妙なもの
に変化したことと関連している。巧妙なもの
については規制そのものが困難な場合もあ
り、規制だけでは差別解消の対策として限界
があることを意識させられる。

集団的ヘイトスピーチ

（1）問題の所在
　一定の属性をもつ点で共通するものの、組
織性のない不特定の人々の集合である「集
団」については、名誉毀損や侮辱などの権利
侵害は成立しない。したがって、「〇〇人は
犯罪者集団」「〇〇人は日本から出ていけ」
といった集団的ヘイトスピーチについては、
権利侵害は成立せず、また、その他の規制も
なかったためにほとんど野放しとされていた。
　しかし、近年の問題意識の高まりを受け、
少しずつ対策が進められてきた。その方向性

特定個人・団体の権利利益の侵害を含む
ヘイトスピーチ

　この類型についてはすでに規制がなされて
おり、主な問題は、規制の実効性をいかに高
めていくかという点にある。つまり、特定個
人・団体に対するヘイトスピーチは、同時
に、名誉毀損や侮辱・名誉感情侵害として、
民刑事上の法的責任を生じさせる。換言すれ
ば、現行の法令や自主規制では、個人に対す
る攻撃に関しては、ヘイトスピーチであるこ
とに着目した固有の規制はなされておらず、
一般的な名誉毀損等の枠内で責任を問うこと
になっている。したがって、規制の内容・手
続やその課題は、本特集の他の論考で詳述さ
れるものと基本的には同様である。
　もっとも、名誉毀損等の一般的な枠内で、
ヘイトスピーチであることをどのように考慮
するかという問題がある。この点で重要なの
は、京都朝鮮学校事件（京都地判 2013 年 10
月 7 日判時 2208 号 74 頁）である。京都地裁
は、朝鮮学校門前での街宣等及びこれらの録
画のネット公開は、名誉毀損に該当すること
に加え、全体として人種差別撤廃条約 1 条 1
項に言う「人種差別」に該当すると述べ、通
常の名誉毀損に比べて多額の損害賠償を命じ
た。損害賠償額の算定においてヘイトスピー
チの特殊性を考慮したのである1）。
　この事件は民事事件であるが、刑事事件に
おいては、捜査機関の問題認識が不十分であ
ることが指摘されている。具体的には、ヘイ
トスピーチ反対運動をリードしてきた崔江以
子氏を攻撃するツイートが脅迫罪に当たると
して告訴されたものの不起訴となり、その
後、迷惑防止条例違反で罰金 30 万円の略式
命令が出されたにとどまったという事例（川
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の 1 つは、特定個人・団体に対するヘイトス
ピーチと集団的ヘイトスピーチとの間の境界
線が実際にはそれほど明確ではないことを踏
まえ、前者を拡張することによって実質的に
後者を規制しようというものである。もう 1
つは、集団的ヘイトスピーチに対し、それと
して新たな対応をしようとするものである。

（2）個人に対するヘイトスピーチの拡張によ
る対応
　これが可能であれば、個人に対するヘイト
スピーチの救済の仕組みを通じて対応が可能
である。法務省は 2019 年 3 月 8 日、「インタ
ーネット上の不当な差別的言動に係る事案の
立件及び処理について」という通知を発し、
集団に対する表現であっても、「集団等が差
別的言動の対象とされている場合であって
も、①その集団等を構成する自然人の存在が
認められ、かつ、②その集団等に属する者が
精神的苦痛等を受けるなど具体的被害が生じ
ている（又はそのおそれがある）と認められ
るのであれば、やはり救済を必要とする 「特
定の者」 に対する差別的言動が行われている
と評価すべき」とした。これにより、「〇〇
に住む在日」「〇〇朝鮮学校の生徒」等を対
象とする攻撃は、特定個人に対する権利侵害
として、人権擁護機関による人権救済の対象
となりうることが明確化された。具体的に
は、法務局からの削除要請等が可能となる。
　訴訟等においても、いま挙げた例のような
程度に特定されれば、名誉毀損等を問うこと
は可能だと思われる2）。

（3）集団的ヘイトスピーチそのものに向けた
対応
①　ヘイトスピーチ解消法と各地の条例

　2016 年にヘイトスピーチ解消法が制定さ
れた3）。この法律自体は「理念法」であって
ヘイトスピーチの禁止や規制を行うものでは
ないが、地方自治体に地域の実情に応じた施
策を求め（4 条 2 項）、それに応じて一部自
治体で条例が制定されている。
　解消法にわずかに先立って制定された大阪
市ヘイトスピーチ対処条例（大阪市ヘイトス
ピーチへの対処に関する条例）は、審査会に
よる審査を経て、ヘイトスピーチを行った者
の氏名を公表する仕組みを定めた。その後、
2018 年制定の東京都オリンピック憲章条例

（東京都オリンピック憲章にうたわれる人権
尊重の理念の実現を目指す条例）が同様の仕
組みを導入したほか、2019 年末には川崎市反
差別条例（川崎市差別のない人権尊重のまち
づくり条例）が制定され、そこでは中止命令
やその違反に対する処罰を定めるところまで
踏み込んでいる。
　なお、大阪市条例に関しては、地裁判決

（大阪地判 2020 年 1 月 17 日）があり、条例
で定義されたヘイトスピーチには、表現の自
由に含まれるものと含まれないものがあると
ころ、前者であっても規制は正当化されると
して、憲法 21 条（表現の自由）に反しない
とされた。もっとも、罰則を定める川崎市条
例について同様に判断できるかは、にわかに
は言えない。
　もっとも、これらには、ネット上のヘイト
スピーチへの対策としては限界がある。とい
うのは、条例であるがゆえに、当該自治体の
区域内でなされた言動の動画・画像を公開す
る行為や、当該自治体の住民に対する攻撃に
限定せざるを得ないからである。
　また、自治体がヘイトスピーチに対する条
例所定の措置をとる際には、有識者からなる
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り、ヘイトスピーチの明確かつ厳格な定義や
慎重な手続に拘束されることなく、迅速かつ
柔軟な対応が可能であることがある。もっと
も、過剰削除による表現の自由の制約には注
意すべきであるが、それを踏まえても、利用
規約に基づく削除やアカウント停止であれ
ば、法令の定義よりは幅広い表現を対策の対
象とすることができる。
　デメリットとしては、どの程度厳格な方針
をとるか、あるいはそれをどの程度実効的に
運用するかが、事業者任せになってしまうこ
とである。実際、ツイッターやヤフーに対し
ては、ヘイトスピーチを放置しているという
批判も根強い5）。
③　民間の法律私案
　弁護士等からなる「ネットと人権法研究会」
が、2020 年 6 月 1 日、「インターネット上の人
権侵害情報対策法モデル案」を公表した6）。
それによれば、独立の行政機関として「イン
ターネット人権侵害情報委員会」を設置し、
この委員会が名誉毀損やプライバシー侵害に
加えて集団的ヘイトスピーチについても審査
をした上で SNS・掲示板等の事業者や接続
プロバイダ等への削除要請や発信者情報開示
要請を行うという仕組みである。これらの要
請に従う法的義務はないが、従わない場合の
理由提示など、事実上は義務付けに近い。
　先に見たような事業者任せにすることのデ
メリットを考えれば、このような提案がなさ
れることは理解できる。ただし、紙幅の都合
で立ち入れないが、具体的な内容については
議論すべき点が多々ありそうである。ヘイト
スピーチの定義の明確性やログの保存義務に
課する負担の適正性のほか、委員会が人権侵
害が「あると信じるにつき相当な理由があ
る」にとどまる段階で削除要請が可能で、プ

審査会に諮問しなければならない。表現の自
由の重要性を考えれば必要な手続ではある
が、迅速性が失われるという問題がある。
②　インターネット事業者の取組
　いま見たように、ネット上のヘイトスピー
チに対しては、条例の実効性は限定的であ
り、実際にはインターネット事業者の取組が
重要となる。具体的には、利用規約において
ヘイトスピーチを禁止行為とし、違反があっ
た場合に当該書き込みを削除する等である。
ヘイトスピーチを利用規約上の禁止行為とす
ることは、国内の通信関係の事業者で構成す
る団体が作成した「違法・有害情報への対応
等に関する契約約款モデル条項」及び同「解
説」において推奨されている。
　他方、実際に利用者の多い SNS サービス
の多くは海外事業者によって運営されてお
り、また、国内事業者でもこうした業界団体
に入っていないものもあり、これらの事業者
は、上記の「モデル条項」とはかかわりな
く、独自の方針を持っている。日本で利用者
の特に多いツイッターに関してみれば、社会
的な批判に対応して徐々に禁止対象を拡大し
てきている。現在は、「人種、民族、出身地、
社会的地位、性的指向、性別、性同一性、信
仰している宗教、年齢、障碍、深刻な疾患を
理由とした他者への暴力行為、直接的な攻撃
行為、脅迫行為を助長する投稿を禁じます」
としている。また、ヤフーの「Yahoo ! ニュー
ス コメントポリシー」は、「特定の地域や家
柄、障がい者、性別、職業、LGBT などへの
差別的な内容を含むコメント」「特定の民族
や国に対する差別やヘイトスピーチにあたる
コメント」を禁止事項としている4）。
　こうした事業者の取組のメリットとして
は、法令に基づく国や自治体の措置と異な
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ロバイダがそれに事実上拘束されるという枠
組みの是非、あるいは逆に、委員会について
は独立機関の設置までした上で法的な義務は
課さないことのバランスは気になるところで
ある。ドイツの SNS 法のように、自主的な
第三者機関を設けるように誘導する仕組みも
考慮に値するのではないだろうか7）。

おわりに

　本稿では、法的な対応を中心にみてきた
が、それには限界があり、社会全体でヘイト
スピーチの問題性に対する認識を深める必要
がある。1 つの契機は企業や各種団体の意識
づけであり、ヘイト投稿をする従業員を処分
したり8）、営利目的でヘイトスピーチを拡散
するサイトへの広告を停止したりするなど9）、
様々な貢献が可能である。他方で、国会議員
や地方議会議員に差別的な書き込みを繰り返
す者が一定数存在することは、その社会的な
立場や影響力からすれば、非常に懸念される
ことであり、所属する議会や政党による対応
などが求められる。より根本的には、日韓関
係・日朝関係に関わる懸念の解決、その前提
としての政治リーダーの意識改革などが必要
だろう。法的な対応に過度な負担を課すこと
なく、重層的な対応が求められる。

注
1） その後の裁判例として、京都朝鮮学校事件の

控 訴 審 判 決（大 阪 高 判 2014 年 7 月 8 日 判 時
2232 号 34 頁）、徳島県教組事件（高松高判 2016
年 4 月 25 日公刊物未登載）。また、差別的な内
容のブログに触発されて数名の特定の弁護士に
対して大量懲戒請求がなされたことに対して、
これらの弁護士が懲戒請求者に対して損害賠償
請求を行った一連の事件でも、「人種差別」該
当性を認めたものがある（東京地判 2019 年 6
月 18 日公刊物未登載、同 2019 年 11 月 15 日公

刊物未登載）。さらに、在日コリアン女性に対
するヘイトスピーチに関し、民族差別と女性差
別との「複合差別」だとした裁判例がある（大
阪高判 2018 年 6 月 28 日公刊物未登載等）。

2） ヘイトスピーチの文脈ではないが、所沢産の
葉物野菜がダイオキシンで汚染されているとい
う報道に対して、同市内の農家に対する名誉毀
損が認められた最高裁判決（最判 2003 年 10 月
16 日民集 57 巻 9 号 1075 頁）があり、参考にな
る。

3） なお、ヘイトスピーチ解消法制定と前後して、
障害者差別解消法、部落差別解消法が制定され
ている。本稿では主に民族を理由とするヘイト
スピーチを念頭に置いているが、障害者や同和
地区出身者等に対するヘイトスピーチにも目を
向ける必要がある。

4） この点に関してヤフーにヒアリングを行った
結果の報告として、第二東京弁護士会人権擁護
委員会（編）『インターネットとヘイトスピーチ』

（現代人文社、2019 年）22-23 頁がある。また、
同書は、本稿のテーマに関して全体として参考
になる。このほか、金竜介ほか編『在日コリア
ン弁護士から見た日本社会のヘイトスピーチ』

（明石書店、2019 年）も参照。
5） もっとも、こうした批判や、逆に事業者側か

らの取組に対する主張については、客観的なデ
ータに基づくものではないため、議論のかみ合
わないところがある。その意味からも、事業者
は取組の内容について透明性を高めることが求
められよう。

6） ネットと人権法研究会ウェブサイト（https://
cyberhumanrightslaw.blogspot.com/2020/05/
blog-post_31.html）参照。

7） ドイツの SNS 法については、實原隆志「ドイ
ツの SNS 法」情報法制研究 4 号（2018 年）46
頁、鈴木秀美「ドイツの SNS 対策法と表現の
自由」メディア・コミュニケーション 68 号

（2018 年）1 頁など参照。
8） 短報が散発的に見られるほか、比較的大きく

報道された一例として、日本年金機構の年金事
務所長が匿名で差別的なツイートを繰り返した
として更迭されたというものがある（朝日新聞
2019 年 3 月 26 日）。

9） ヘイトスピーチを拡散するまとめサイトとし
て著名であった「保守速報」は、2018 年 6 月、
大手企業からの広告出稿が途絶えて運営難とな
り、影響力を減少させた。また、アメリカで
は、2020 年 7 月、フェイスブックがヘイトス
ピーチを放置しているとして多数の大手企業が
広告ボイコットに参加した。
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