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インターネット規制の限界

我部頁裕
雷古

Eヨ

る条例〔平成28年1月18日条例第1号])は、へイト

スピーチ審査会への諮問を経た上で、市長が拡散防

止措置及び認識等の公表を行うべき旨を定めたもの

で、ヘイトスピーチ対策に特化した仕組みを定めた

初めての法令として、その後の同種条例に大きな影

響を与えている2)。なお、大阪市条例はヘイトスピ

ーチ解消法に約半年先立って制定されたものであ

り、ヘイトスピーチの定義（同条例2条） も独自の

ものとなっている。

対策の基本的な仕組みは以下の通りである。手続

が開始されるのは、表現活動が自らに関するヘイト

スピーチに該当すると思料する特定人等である市民

等の申出、又は職権による（5条2項)。その後、

市長は原則としてヘイトスピーチ審査会の意見を聴

いた上で、へイトスピーチ該当性について判断を行

う （5条1項、 6条)。さらに、拡散防止措置及び氏

名等の公表を行おうとするときは、再度審査会の意

見を聴く必要がある（6条3項)。

実運用について見ると、先行して制定されただけ

に、 もっとも事例が蓄積されており、 2019年度末ま

でに17件が処理されている3)。 また、 2019年12月27

日には、 2件について実際に表現活動者の氏名の公

表が初めて行われた。

(b) 東京都条例

東京都条例（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〔平成30年10月15

日条例第93号〕）は、へイトスピーチ対策に加え、

LGBTに対する都民の理解推進のための規定を含む

ものであるが、本稿ではもっぱら前者について述べ

る4)。本条例は、へイトスピーチ解消法4条2項に

1 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、へ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。

特に、大阪市、次いで東京都でヘイトスピーチの

認定と公表の仕組みを定める条例が制定され、 さら

に川崎市ではヘイトスピーチに最終的には罰金を科

すことを定める条例がつくられるなど、 「地域の実

情に応じた施策」 （へイトスピーチ解消法4条2項）

が展開しつつあることには注目される」 )。

これらの条例は、マスメディアで広く報じられた

こととも相まって、へイトスピーチの問題性を市民

に広く周知することに大きく寄与した。他方で、本

槁で扱うインターネット上のヘイトスピーチに関し

ては、各条例の定める対策の射程には含まれている

ものの、その効果には限界がある。本稿はこの点に

焦点を当てつつ、その限界を克服するためにはどの

ような方策が考えられるのかを検討する。

2 各自治体の条例の状況

(1) 3自治体の条例の概要

(a) 大阪市

大阪市条例（大阪市へイトスピーチヘの対処に関す

1 ） なお、 より理念的な色彩の強い、 またはヘイトスピーチ対策に関する具体的な手続まではもたない条例がさらにいくつかの自

治体で制定されているが、本稿では触れない。

2） 解説として、大阪市「『大阪市へイトスピーチヘの対処に関する条例』の解説及び審査の実例」 (https://www.ciWosaka.Igjp/

shimm/page/0000437100html)、松本和彦「大阪市へイトスピーチヘの対処に関する条例」ジュリスト1513号(2017年) 81頁、田

島義久「大阪市条例によるヘイトスピーチ根絶への試み-｣法学セミナー編集部編「へイトスピーチに立ち向かう』 （日本評論社、

2019年) 150頁。なお、筆者は、同条例に基づいて設置された大阪市へイトスピーチ審査会の委員を務めているが、本稿での記述

は個人の意見である。 また、制度内容の確認等について、同審査会事務局の助力を得たことについて感謝したい。

3） 「『へイトスピーチヘの対処に関する条例』にかかる案件の取扱状況について（令和2年3月31日時点)｣。
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基づくものであり （同条例8条)、へイトスピーチ

の定義としては、同法の「不当な差別的言動」概念

を採用している（同条)。

東京都条例は、大阪市条例には定めのない5)公

の施設の利用制限について定めている(11条)ものの、

拡散防止措置及び公表に関しては大阪市条例とほぼ

同じ仕組みを採用している(12条以下)。ただし、

公表されるのは「当該表現活動の概要等」であっ

て、氏名までは公表されないようにも見えるが、そ

うだとすれば大阪市条例との重要な相違点となる。

東京都条例のもと、すでに6件の概要等が公表さ

れているが、 これまでのところ氏名は公表されてい

ない6)。

(c) 川崎市条例

川'崎市条例（川崎市差別のない人権尊重のまちづく

り条例〔令和元年12月16日条例第35号])は、 「何人

も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指

向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする

不当な差別的取扱いをしてはならない」 （同条例5

条） という包括的な差別禁止規定を置きつつも、具

体的な仕組みとしてはヘイトスピーチ（｢不当な差

別的言動｣）対策についての規定を中心とするもの

である7)。その点に関しては、 50万円以下の罰金と

いうことではあるが刑事罰を定めた初めての条例と

いうことで注目を集めている。 もっとも、勧告の上

で出された命令に違反した場合に初めて処罰可能と

なる点で、刑事罰が発動されるケースは例外的だと

予想される。

大阪市条例や東京都条例とは異なり、川崎市条例

は、実社会でのヘイトスピーチとインターネット上

でのそれとを区別して規律している。前者について

は、不当な差別的言動がなされ、同一理由差別的言

動がなされる明らかなおそれがあると認めるに足り

る十分な理由があるときに市長が勧告を行うことが

できる(13条1項)。 この勧告に従わなかった者に

おいて再び同一理由差別的言動がなされる明らかな

おそれがあると認めるに足りる十分な理由があると

きに市長が命令を行うことができる(14条1項)。

この命令に従わなかったときには氏名等の公表が可

能となる(15条1項） とともに、上述の罰則が科さ

れる（23条)。

後者（インターネット上のヘイトスピーチ）につい

ては、大阪市条例と類似の拡散防止措置や認識等の

公表が定められている（17条)。 また、 ここでも、

氏名の公表は想定されていないようである8)。そし

て、ネット上のヘイトスピーチに関しては罰則はな

い。

川崎市においては、最初の例として、 2020年10月

22日に2件の公表が行われた。いずれもツイッター

上に投稿された表現（ヅイート数としては合計9件）

についてであり、報道によれば、へイトスピーチ反

対運動の先頭に立ってきた崔江以子氏を攻撃するも

のである9)。さらに、同年11月16日には、 45件の書

き込みの削除を求める答申を決定している。

（2） 大阪市条例を合憲とした大阪地裁判決

大阪市条例に関しては、違憲訴訟が提起されてい

る。 2020年1月の大阪地裁判決（大阪地判2020年1

月17日裁判所HP)'0)は合憲判断であった。様々な貴

重な判示を含むので少々紹介しておきたい。

第1に、条例所定のヘイトスピーチが表現の自由

の保護領域に含まれるかについて、 「条例へイトス

ピーチに該当する表現活動の中には、その具体的な

内容やこれが行われた経緯、状況等の諸事情次第で

は（ ~ ･…･）一応は表現の自由の範囲内に属するとい

うべきものも存すると考えられるから、条例へイト

スピーチに該当する表現活動がおよそ表現の自由の

保障を受けないものであるということはできない」

とした。

第2に、制約の有無について、大阪市が、認識等

の公表は当該表現行為を評価するものにすぎないと

主張したのに対し、判決は、 「拡散防止措置等によ

って当該表現活動が一定程度抑止され得る」とし

て、 「表現の自由を制限する側面を有する」とした。

第3に、制約の正当化につき判決は、最高裁判例

に従い比較衡量で判断するとした上で、 まず、条例

所定のヘイトスピーチのうち、特定人を対象とする

4） 解説として、師岡康子「東京都人権条例の意義と課題」ヒューマンライツ373号(2019年) 2頁。

5） 大阪市では、条例制定の前段階で取りまとめられた答申において、公の施設の利用制限は困難だとされていた（大阪市人権施

策推進審議会「へイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について（答申)」 〔2015年2月25日〕 9頁)。

6） 「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第12条の規定に基づく表現活動の概要等公表」

(https://www.soumu･metro.tokyo.lg･jp/10jinken/tobira/shinsakai･html)

7） 解説として、川崎市市民文化局「『川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例』解釈指針」 (2020年)、神原元「へイトスピー

チの法規制について－川111奇市人権本条例にいたる経緯」人権と部落問題936号(2020年) 42頁、師岡康子「川崎市によるヘイ 1－

スピーチへの取組」法学セミナー編集部編・前掲注1） 163頁（ただし、素案に対するもの)。

8） 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」解釈指針（2020年3月16B) 55-56頁。

9） 「条例の慎重運用に落胆被害者側、改善要請へ川崎市へイト禁止」朝日新聞2020年l()月10日。

IO) 本事件は、へイトスピーチ審査会委員に対する報酬|等の公金支出の違法性を争う住民訴訟という特徴ある形式の訴訟であった。

また、本件は控訴されていたが、校正段階で原告の控訴が棄却されたとの報に接した（大阪高判2020年11月26日)。地裁判決の評

釈として、毛利透「判批」法学教室476号(2020年) 127頁。

差別解消法と条例の展開－79

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



な適用範囲の問題がある。

この点について、 3条例とも概ね類似した規定と

なっているので'2)、ここでは大阪市条例5条1項1

号、 2号を見ると、次のものが拡散防止・公表措置

の対象となりうるとされている。

（1） 本市の区域内で行われた表現活動

（2） 本市の区域外で行われた表現活動（本市の区

域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含

む｡）で次のいずれかに該当するもの

ア表現の内容が市民等'3)に関するものである

と明らかに認められる表現活動

イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の

区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区

域内に拡散するもの

ものについては、当該特定人の名誉や私生活の平穏

を確保することを目的とし、他方、特定集団を対象

とするものについては、当該人種又は当該民族に対

する偏見、差別意識、憎悪等の感情が温存等される

ことや、さらには、これらの感情が当該人種又は当

該民族に属する個人に対する当該人種又は当該民族

に関する侮蔑又は誹誘中傷や暴力行為へと進展する

ことを抑止することを目的としており、いずれも合

理的であり正当なものであるとする。続いて、表現

活動に対する具体的制限の態様及び程度等について

みると、拡散防止措置等は表現活動後に行われるも

のであること、削除要請等に応じなかった場合に制

裁を課すものではないこと、認識等公表は市長が表

現活動を行った者の氏名を把握している場合に限ら

れること （プロバイダに当該氏名の開示義務もないこ

と)、へイトスピーチ審査会による諮問手続が定め

られていること、が指摘される。

以上を総合し、判決は、条例の定める仕組みは、

内容規制ではあるが、 「公共の福祉による合理的で

必要やむを得ない限度の制限である」とした。

第4に、原告らが匿名表現の自由の侵害を主張し

た点につき、判決は、匿名表現の自由は憲法21条1

項で保障されているとしつつ、第3で紹介したよう

なことからして、同様に合理的で必要やむを得ない

限度の制限であるとした。

筆者はかつて、 「日本では学説と判例との間に乖

離が大きく、判例の立場からすればヘイトスピーチ

規制を受け入れることがより容易であるようにも思

われる｣11）と述べたが、 まさにそのような判断であ

った。学説からは、少なくとも集団を対象とするヘ

イトスピーチに関して、上記「第3」で述べたよう

な理由で合憲とすることには異論もあるだろう。

1号については、発信が大阪市内で行われた場合

には、ネット上の表現であっても対象となりうる

が、匿名でなされた場合には、そうした事実認定は

容易ではないだろう。 2号アに関しては、特定の大

阪市民を攻撃するようなネット上の表現が典型例と

なる。 2号イについては、大阪市内で行われたヘイ

トデモの動画をネット上で公開するような場合が例

となる。

以上からすれば、インターネットに関しては、条

例上の拡散防止・公表措置の対象となるのは、実際

上、特定の住民（あるいは住民の団体）を攻撃する

もの、及び、当該自治体の区域内でなされたヘイト

スピーチの動画や記事を公開するものにほぼ限られ

る。換言すれば、SNS上等で多く見られる、特定の

地域や個人・団体とのつながりを示さずに特定の民

族に対してなされる排除的、侮蔑的又は脅迫的な表

現は、発信地が特定されない限りは条例上の措置の

対象外となる'4)。

（2） 発信者情報取得の問題

大阪市条例のように氏名公表を行う場合、発信者

情報をどのようにして取得するかが問題となる。 こ

の点については、 2018年に大阪市へイトスピーチ審

査会が答申を取りまとめている'5)。それによれば、

大阪市条例の氏名公表制度は、へイトスピーチを行

ったことに対する制裁ではなく、へイトスピーチに

よる人権侵害についての市民の関心と理解を深める

3 ネット上のヘイトスピーチ対策

としての条例の限界

（1） 地理的な適用範囲

3条例とも、ネット上のヘイトスピーチ対策も視

野に入れているが、実際には様々な限界が明らかに

なっている。 まずは、当初から意識されてきた点で

はあるが、一自治体の条例であるがゆえに、地理的

l1) 曽我部真裕「ヘイトスピーチと表現の自由」論究ジュリスト14号(2015年) 153頁。

12) ただし、大阪市条例5条1項1号アに対応する規定については、それぞれ多少の相違がある。東京都条例は「都民等に関する

表現活動」としており （つまり、 「明らかに認められる」という文言がない)、川崎市条例は「特定の市民等（……）を対象とした

ものであると明らかに認められるインターネット表現活動」として、自然人のみを対象とする。

13) 「市民等｣とは､｢市民又は人橦若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体｣を指す(大阪市条例2条4項)。

14) もっとも、大阪市へイトスピーチ審査会の答申においては、大阪市内でなされたヘイトデモ等の動画に付された（それ自体は

特定の地域や個人・団体とのつながりを示さずに特定の民族に対する排除的、侮蔑的又は脅迫的な表現である） コメントについ

て、一定の枠内で考慮する先例が確立されている（令和2年度答申第1号「答申の概要」 10-11頁参照[ht"s://www･ciw.osaka、

19.jp/shmin/cmsfiles/contents/0000366/366957/gaiyou-2816.pdf])｡
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ことを主目的とし、へイトスピーチの抑止は付随的

効果に過ぎない。そうすると、氏名等の公表は必須

ではなく、通信の秘密やプライバシーの保護、匿名

による表現の自由を上回るだけの公益上の必要性は

ないとされている。そのことから、条例によってプ

ロバイダに発信者情報の市への開示を義務付けるこ

とはもちろん、任意提供を求める規定を設けること

も、 （目的が公表である限り）電気通信事業法4条や

プロバイダ責任制限法に違反するとされている。

（3） 迅速性の欠如

現在存在する3つの条例は、ネット上のヘイトス

ピーチに関しては拡散防止のほか、公表の措置を導

入している。公表の目的は上記の通り市民の関心と

理解を深めることにあるとはいえ、事実上制裁的効

果を持つことは否定できない。ただし、 （特に氏名

を公表しない場合には）制裁としてはそれほど強い

ものではないであろう。 しかし、そうであっても、

条例に基づき地方自治体が公表する以上は、慎重な

手続を履践する必要があり、上述の大阪地裁判決も

審査会の諮問手続の存在を合憲とする理由の1つと

していた。そうであれば、迅速性は大きく犠牲にさ

れざるを得ないのが実情である'6)。

このことは、自治体がヘイトスピーチの被害者

を、主に発信者の特定のための発信者情報開示請求

の場面で支援するという、各所でなされている提案

の実効性とも関連する。 この点、大阪市へイトスピ

ーチ審査会は、前項で見た通り、市民の関心と理解

を深めることを目的とする制度の運用のために発信

者情報開示を義務付けることの強い公益性を否定し

たが、被害者支援の文脈では市が被害者に代わって

発信者情報開示請求を行うことの意義を認める。 し

かし、慎重な手続を踏む必要があることから実効性

に疑問があり、結局、 こうした提案は、大阪市にお

いては慎重に判断する必要があると結論づける'7)。

いずれにしても、この点については、へイトスピ

ーチ被害者に特化して自治体が支援をするというよ

りも、権利侵害を受けた被害者の救済のため、発信

者情報開示の手続そのものを実効的なものとする改

革が重要だと考える。この点については、 2020年11

月、総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究

会」においてプロバイダ責任制限法4条の発信者情

報開示手続に関し、「新たな裁判手続」を導入すべき

だとする提言'8)が取りまとめられ、今後法制化がな

される運びとなっていることを指摘しておきたい。

（4） 条例を発展させた立法の可能性について

(a) 条例を発展させた立法

以上の検討からすれば、 インターネット上のヘイ

トスピーチ対策として、条例には大きな限界がある

と言わざるを得ない。大阪地裁判決で示されたよう

に、拡散防止・公表措置が憲法違反ではないとすれ

ば、ヘイトスピーチ解消法を発展させて、川崎市条

例17条のような仕組みを法律で設けることが選択肢

となりうるかもしれない。

もっとも、同条は氏名の公表を予定していない。

審査会で慎重審議をした上で、ごく簡単な概要を公

表するのみで'9)、国民の関心と理解が深まるのか、

副次的なものだとはいえ抑止効果は期待できるのか

は疑問もある。他方、大阪市条例のように氏名まで

公表すると、発信者情報の取得手続を設ける必要が

あり、更に迅速性が犠牲になるかもしれない。

この点、独立性と専門性を有する機関を国に設

け、常勤の専門家によって判断できるような体制が

できればかなり改善するだろうが、現実的には容易

ではないだろう。

(b) 民間の法律私案

いま言及したような独立性と専門性を有する機関

を設置する提案として、弁護士等からなる「ネット

と人権法研究会」が2020年6月1日に公表した「イ

ンターネット上の人権侵害情報対策法モデル案」が

ある20)。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

委員会が名誉設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。

削除について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。へ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」

15） 大阪市へイトスピーチ審査会「へイトスピーチを行ったものの氏名情報を取得するために市としてとりうる方策にかかる答申」

(2018年1月17日）

16） 大阪市においては、 2019年度末までの処理件数が17件であるのに対し、残件数は37件に上っている。

17) 大阪市へイトスピーチ審査会・前掲注15) 9-17頁。

18) 総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会最終とりまとめ（案)｣ (2020年11月)。

19) この点について、東京都や川崎市での公表内容は、大阪市と比較して、かなり抽象的かつ簡潔だという印象を受ける。

20) ネットと人権法研究会ウェブサイ|～ (hiips://cyberhumanrightslaw･blOgspOt･com/2020/05/blog-post31.hmll)参照。
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ユ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23)。

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り、へイトスピー

チの明確かつ厳格な定義や!'真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、過剰肖'|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、

ヅイッターやヤフーに対しては、へイトスピーチを

放置しているという批判も根強い24)。

（2） 共同規制

この点について、 ドイツのSNS法（ネットワーク

執行法）は、へイトスピーチを含む刑法上違法なコ

ンテンツの削除義務を課したうえで、個々の削除義

務履行違反を問題にする代わりに、苦情対応につい

て定期的に詳細な報告・公表義務を課すことによっ

て、事業者の自由との両立を図っている。 また、 自

主的な第三者機関を設けるように誘導する仕組みと

もなっている25)。

このような事業者の透明性ないし説明責任確保の

義務付けを通じたコンテンツ規律は、 日本でも視野

に入りつつある。総務省「プラットフォームサービ

ス研究会」は、直接的には個人に対する誹誇中傷問

題に関してであるが、 「自主的スキームが達成され

ない場合、あるいは誹誇中傷の問題に対して効果が

ないと認められる場合には、プラットフォーム事業

者に対して、透明性・アカウンタビリティの確保方

策に関する行動規範の策定及び遵守の求めや、透明

性・アカウンタビリティに関する法的枠組みの導入

の検討など、行政からの一定の関与も視野に入れて

にとどまる段階で削除要請が可能で、プロバイダが

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。

なお、個別のヘイトスピーチの迅速な削除を義務

付けるのであれば、独立性を備えるとはいえ行政機

関に委ねるよりは、裁判所による削除命令を行う仕

組みとすべきとも考えられる。実際、フランスで

は、へイトスピーチについて行政機関からの通知受

領後1時間以内に削除すべきとする法律の規定が、

裁判所の判断に基づくものではない点を理由の1つ

として、違憲だとされている21)。

4 事業者の取組と共同規制の可能性

（1） インターネット事業者の取組の現状

前述のように、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、既存の法律に

よる対応のほか22)、現実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肖ﾘ除する等である。へイトスピ

ーチを利用規約上の禁止行為とすべきことは、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槁を

禁じます」としている。 また、ヤフーの「Yahoo!二

21) ConseilConstimtionnel,D6cisionn｡2020801DCdul8juin20201pivisantalllttercontrelescontenushaineuxsurinternet.簡単

には、総務省「SNS上での誹誘中傷への対策に関する取組の大枠について」 （プラットフォームサービスに関する研究会第19回配
布資料、 2020年7月2日） 28頁参照。

22） この点については、曽我部真裕「ネ､ソ |、上のヘイトスピーチは規制できるか」都市問題111巻10号(2020年) 31-32頁参照。

23） 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、 2()19年) 22-23頁がある。 また、 ｜司吉は、本稿のテーマに関して全体として参考になる。

24） 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。

25） 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、同「ドイツのSNS対策法法規制と表現の自由」ヒューマン
ライヅ385号（2020年） 2頁など参照。
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については、規制賛成派と消極派とで評価が特に分

かれているように思われる。賛成派はいわばマイノ

リティの主観基準で、マイノリティが見てショック

を覚えるようなものを広くヘイトスピーチだと捉え

ているのに対し、消極派はもう少し規範的な観点で

考えているのではなかろうか28)。例えば、NHKの

ツイッター企画「1945ひろしまタイムライン」で、

｢朝鮮人」という文言を使ったツイートがなされた

ことについて、 「在日朝鮮人らに、恐怖と精神的苦

痛を与える」として、 2020年10月、広島弁護士会に

人権救済が申し立てられたが豊9)、 こうした申立はマ

イノリティの主観基準に基づくものだろう。

しかし、 このNHKの企画に対して意義を認める

意見も少なくないはずであり、誰もが閲覧できるイ

ンターネット上でマイノリティの主観基準を貫くこ

とは、表現の自由に対する影響が大きいことも否定

できない。NHKが主張するように、 「配慮」の次元

の問題とすべきではないか。 このように、 （公的な

措置によるものであれ、自主的な措置によるものであ

れ）削除を行うべきものと、良識に委ねるものとの

切り分けが求められるのではないか。

良識ということでいえば、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、へイ

ト投稿をする従業員を処分したり30)、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31)、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。

検討を行うことが適当である」としているところで

ある26}。

他に考えうる方策としては、いずれも一般社団法

人セーファーインターネット協会によって運用さ

れ、主に違法情報の通報を受けて削除要請を行って

いるインターネット ・ホットラインセンター（こち

らは警察庁委託事業であり、広い意味での共同規制と

理解できる)、あるいは主に有害情報の通報を受け

て同種の業務を行うセーフラインの運用ガイドライ

ンにヘイトスピーチを取扱対象として追記すること

が考えられる。

5 おわりに

以上、本稿では大阪市、東京都、川崎市の条例に

ついて、 インターネット上のヘイトスピーチ対策の

観点からその意義と限界とを検討し、その他の対策

についても若干の検討を行った。

最後に、問題提起的に次の点を述べておきたい。

ネット上のヘイトスピーチを広い意味で捉えた上で

荒いものではあるが簡単に類型化してみると、次の

ようになるのではないか。

①いわゆる評論家、作家による論説や動画など

②ヘイトデモや演説など路上での活動の動画な

ど

③個人を攻撃するヘイトスピーチ

④個人攻撃ではないヘイトスピーチ

③は名誉設損等として民刑事責任を問うことが理

論上は可能であり、実例もある27)。②は本槁で取り

上げた条例が適用できれば所定の措置の対象となり

やすい。①は政治や外交に関する表現であり、か

つ、一定の論説性を備えているために規制は基本的

に困難であろう。

問題は④であり、内容が非常に幅広いが、一定の

論説性があれば①に近づき規制困難だろう。他方、

ヅイッターやヤフーコメントでしばしば見られるよ

うな、マイノリティに対して攻撃的な短いコメント
(そがべ・まさひろ京都大学教授）

26） 総務省プラットフォームサービスに関する研究会「インターネット上の誹誇中傷への対応の在り方に関する緊急提言」 （2020年

8月7日）。

27） 曽我部・前掲注22） 34頁注1 ）参照。

28） どのような基準を設定するかは難しい問題であるが、例えば、信教の自由に関連して主張されている「合理的な宗教的少数派」

の視点などが参考になる（小泉良幸「信教の自由と政教分離」小山剛・駒村圭吾編『論点探究憲法〔第2版〕」 〔弘文堂、 2013年〕

153頁)。

29） 「総連県本部が人権救済申し立てひろしまタイムライン」朝日新聞2020年10月24日。

30） 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（｢匿名でヘイト投稿、世四谷年金事務所の所長を更迭外国人や国会議員攻撃」朝日

新聞2019年3月26日）や、東京大学の特任准教授が懲戒解雇されたもの（｢東大、差別的投槁で懲戒解雇」朝日新聞2020年1月16

日）などがある。

31) へ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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