
第 1章  情報法とその基本理念

2

第 1章

情報法とその基本理念

 
本章では，情報法に関する総論的な説明を行う。まず，情報法の

意義について，情報の生産・流通・消費に関する法と捉えたうえで，
マスメディア法やインターネット法といった類似の各論的法分野との
関係や，憲法をはじめとする一般的な法分野との関係について述べ
る。その結果，情報法という包括的かつ独立のカテゴリーを考える
ことで，情報に関わる法的諸問題を横断的に検討することの重要性
を認識することができると思われる。次に，情報法の基本理念として，
①自由かつ多様な情報流通の確保，②情報の保護，③ユニバーサル・
サービスの実現の3点を提示し，それぞれの内容について概説する。こ
れらの基本理念には憲法的な背景もあるが，それにとどまらない独自の
内容をもっている。最後に，情報法の憲法的基礎のうち，もっとも重要
な表現の自由（憲法21条）について概説を行っている。ここでは，表現
の自由は憲法の保障する基本的人権の中でも重要なものであり，その
制約の合憲性は厳格に審査する必要のあることを確認しておきたい。

第 1節　情報法とはなにか

Ⅰ．情報の生産・流通・消費に関する法としての情報法

本書では，情報法を，情報の生産・流通・消費に関する法と捉える。情
報法と呼ばれる法分野が認知されるようになったのは近年（1990年代以降）
のことであり 1 ），どのような体系のものと理解するか，どこまでを情報法

1 ）  独自の法分野としての「情報法」の確立を早くから（1980年前後から）唱えていた論者としては奥
平康弘，堀部政男などがいるが，単行本という形で体系的な叙述を行ったのは1993年刊行の浜田・
後掲参考文献が最初であると思われる。
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の領域とみるか，等については様々な議論があるが，情報法の意義を抽象
的に述べるとすれば，情報の生産・流通・消費に関する法とする見解が一
般的であると思われる 2 ）。
情報という言葉は非常に多義的であるが，情報法の定義を語るにあたり，

情報の確定的な定義を与える必要は必ずしもないだろう 3 ）。ただ，情報法
の対象となる情報は，人が知覚した時に何らかの意味を想起させるものを
指し，人にとって意味をなさない雑音等は含まれない。また，生産・流
通・消費という表現も非常に抽象的であり，具体的には様々な形態をとる。
ここで言いたいのは，情報法は，情報のライフサイクル全体をカバーする
ものであるということである。
以上からわかることは，このように定義された情報法は，非常に広汎な

ものであり，1つの法分野としてカバーすべき範囲を明確化することには
ほとんど成功していないということである。むしろ，このように情報法を
定義する意義は，類似の法概念と対比した場合に明らかになる。

Ⅱ．マスメディア法やインターネット法との関係

前述のように，情報法という法分野が認知されるようになったのは近年
のことである。ただ，それ以前から，情報法に含まれる領域の重要部分で
あるマスメディアを念頭に，マスメディア法（メディア法，マスコミ法）と呼ば
れる法分野が存在しており，また，今日でもこの種のタイトルをもつ概説
書が刊行されている。
情報法とマスメディア法とは，守備範囲という点からみれば，前者が後

者を含む形で重なり合うものだと思われるが，両者それぞれを 1つの独立
した法分野として捉えなければならない理由の観点からは，相違もみられる。
すなわち，マスメディア法は，マスメディアあるいはそこで仕事をする
ジャーナリストに適用される法として，主体の観点から法分野を構成する

2 ）  石村善治 =堀部政男編『情報法入門』（法律文化社，1999年）36頁〔浜田純一〕，松井修視編『レク
チャー情報法』（法律文化社，2012年）10頁〔松井修視〕。

3 ）  実際，情報法の概説書等でこの点について述べるものは少ない。
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ものである。そして，マスメディアやそこで職務に従事するジャーナリス
トはある程度の同質性を有し，独自の職業倫理をもった専門職集団であり，
マスメディア法を媒介として法律家とコミュニケーション（教育も含む）をと
る必要性も存在した。さらに，マスメディア法においては「国民の知る権
利に奉仕する取材・報道の自由」という理念も明確であった（ 本章第 3節

Ⅲ４）。一言でいえば，マスメディア法は，知る権利に奉仕するマスメディ
アやジャーナリストがその役割を発揮するための規律である。
これに対して，情報法は，情報という客体を基礎として独自の法分野と
して構成しようとするもので，マスメディア法と異なり，特定の主体を想
定していない。情報法は，マスメディア法をも含むより包括的なカテゴ
リーである。こうした捉え方をすべき背景には，インターネット，とりわ
けソーシャルメディアの普及により一般の市民も容易に情報発信ができる
ようになり，こうした情報行動の規律も考察の対象に含めなければならな
いということがある。しかし，それだけであれば，従来のマスメディア法
とは別の法分野としてインターネット法（サイバー法）を考えればよいともい
え，現に，インターネット法と題する概説書も少なからず刊行されている。
それでは，両者を包含する情報法という独自のカテゴリーを構成する意
義はどこにあるのだろうか。この点，重要なのは，こうしたカテゴリーを
認識することによる発見法的な意義である。すなわち，まず，情報法の枠
内で扱われることになる情報に関する個別の法制度は，従来，活字媒体，
放送，通信等々，媒体別にいわば縦割りに議論されてきた。こうした法制
度を，情報法というカテゴリーで捉えて情報の発信者と受領者，そして媒
介者というレイヤー別の区分に基づいて横断的に考察対象とすることで，
規律内容の齟齬を可視化し整序する可能性が開けることになる。
たとえば，プロバイダ（ 第 5章）の責任が議論されてきた初期の段階では，
書籍の刊行・流通過程における出版社と書店の役割の違いとのアナロジー
で，プロバイダは出版社としての責任を負うのか，書店としての責任を負
うのか，といった形で議論されていた。その後，プロバイダ責任の議論は
さらに精緻化されたが，これを書籍の流通過程に関わる問題の検討に
フィードバックするようなことも考えられる（ 第 5章第 1節Ⅲ【オフラインの
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媒介者責任】）。
また，青少年の健全育成を阻害するような表現の規制については，現行

法上，雑誌やDVDとインターネット上のコンテンツとではかなり異なる
規律がなされているが（ 第 8章），こうした異なる取扱いはどこまで正当
化されるのだろうか。情報法という包括的なカテゴリーを考えることで，
この種の横断的な思考の重要性を認識することができると思われる。

Ⅲ．他の法分野との関係

Ⅱで述べたのは，個別的法分野として競合するものとの関係であるが，
伝統的な法分野との関係はどうだろうか。
まず，憲法との関係である。マスメディア法の場合には，マスメディア

に適用される諸々の法令を，憲法（主として憲法21条の保障する表現の自由）の
観点から吟味することを主目的としているような論者も見受けられた 4 ）。
マスメディア法においては国家とマスメディアとが対立する局面の多いこ
とによるものと思われるが，この場合には，マスメディア法はむしろ憲法
の一部といった趣を示すことになる。
しかし，情報法の場合には，規制を行う国家に加え，情報の発信者，受
領者，さらには媒介者の存在も重要となり，その分，規律対象となる社会
関係は複雑であり，電子掲示板への書き込みを運営事業者が削除すると
いったような私人間の関係も多く含まれる（ 第 2章第 2節）。したがって，
憲法を直接適用する場面ばかりではなく，憲法の理念をも手がかりとして
構築された情報法の基本理念に従った規律が求められる。また，マスメ
ディア集中排除原則（ 第 3章第 3節Ⅱ２（4））や，ユニバーサル・サービスの
ための規制（ 第 4章第 3節Ⅴ２【ユニバーサル・サービス】）など，国家が情報流
通の規制者としてではなく，促進者として立ち現れる場面も多い。
したがって，情報法において憲法は，違憲の法令を排除するという直接

的な役割に加えて，基本理念を供給するという間接的な役割を果たすもの

4 ）  その典型が，松井・後掲参考文献である。
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ということができる。
次に，情報法においては，民法や刑法に加え，競争法や知的財産法につ
いても守備範囲が重なる限りで触れられる。そして，解釈論のあり方につ
いても，基本的には重なることになる。ただ，情報法では，情報に関わる
規律を横断的に検討することになるため，こうした視点から得られた考え
方がこれらの法分野での解釈論に影響を及ぼすことも期待される。

Ⅳ．本書の守備範囲について

前述のように，本書では情報法を，情報の生産・流通・消費に関する法
と捉えている。しかし，これもすでに述べたように，このように定義され
た情報法は，非常に広汎なものであり，1つの法分野としてカバーすべき
範囲を明確化することにはほとんど成功していない。
したがって，本書がカバーすべき範囲は，こうした抽象的一般的な定義
を踏まえつつ，紙幅の制約，執筆者の専門性，他分野の概説書や講義の守
備範囲との棲み分け等の観点から決定されることになる。具体的には，目
次に示されたとおりであり，個別的な説明は省略するが，全体としてはイ
ンターネット法といったタイトルで刊行されている概説書に近い構成であ
り，逆にマスメディア法で扱われていた取材・報道の自由等のテーマには
あまり触れられていない。前述のように，マスメディア法は情報法の一分
野であり，本書で扱ってしかるべきテーマではあるが，憲法やマスメディ
ア法の概説書ですでにかなり触れられていることや，そもそも，情報法と
いう新しいカテゴリーが構想される背景となったのがインターネットの普
及であるという事情等から，本書ではマスメディア固有の問題については
深入りしないこととする。
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第 4章

情報基盤をめぐる競争と規制

本章では，主に 2つのことを扱う。第 1に，近時の情報流通の特
徴に着目した競争法上の規制である。情報通信分野の事業者は，
各々の属する市場の境界を越えて，縦横に企業結合や提携などを進
めているが，特に近年においては，いわゆるプラットフォーム事業
者を当事者の一方とする企業行動に注目が集まっている。そこで，
本章の前半（第 1節・第 2節）では，競争法の観点から情報流通の基
盤たるプラットフォームに焦点を当て，その競争に与える影響を検
討する。そして第2に，情報流通のインフラ面に着目した各種事業法
の規制である。日本の電電改革関連法制定前の電気通信事業体制は，
その黎明期から，独占を確保するとの政策のもとに体系づけられて
いたが，1983年から1984年にかけての通信法体系の大改革やその後
の接続ルールの制度化，指定電気通信設備制度の導入，料金規制の
緩和等の制度改革を経て，大きく変容している。本章の後半（第 3
節・第4節）では，情報流通のインフラ面に関わるこれらの法制度の仕
組みを理解するために，その競争政策的規律を中心に，電気通信事
業法や電波法をはじめとする各種の通信事業法上の規制を概観する。

第 1節　情報流通における競争基盤としてのプラットフォーム

情報通信分野は，ブロードバンド化，スマートフォンの普及，通信と放
送の連携，情報通信技術（ICT）のインテリジェント化に伴う高度な人工知能
やロボットの登場など，めまぐるしく変容しており，これに応じて事業者
間の競争および紛争の状況も常に変化している。競争法および事業規制法
についても，このような変化に対応しうるよう，解釈論および立法論の双
方を深めることが一層必要となっている。まず本節では，上記に関係する
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今日的な競争法的諸問題の一端を理解するために，情報流通における競争
基盤としてのプラットフォームについて概観することから始めよう。

Ⅰ．プラットフォームと二面市場

１　プラットフォームの重要性と特徴
ブロードバンド回線によるインターネット接続サービスの普及，スマート
フォン，タブレット端末など高機能な端末機器の普及等を背景として，
SNS，検索サービス，動画・音楽の配信，アプリマーケット等，通信回線
を利用したプラットフォーム（その機能の実装の形態にかかわらず，コンテンツ・ア
プリケーションの流通を円滑にする機能を提供するものを広く含む 1 ））の利用者が急
増しており，プラットフォームは，いまや情報流通において大きな役割を
担っている。このことを受け，プラットフォームの機能を他人の需要に応
ずるために提供する事業（以下「プラットフォーム事業」という）のあり方が情報
通信分野における競争に及ぼす影響に注目が集まるようになってきてい
る2 ）。これらのビジネスは，供給者であるコンテンツ制作会社や出版社など
の供給者と，需要者である利用者が，プラットフォームを媒介としてコン
テンツのやり取りを行う点で共通している。このことは，以下のような問
題をもたらす。
第 1に，このようなプラットフォームでは，2つの顧客群（グーグルなら検

索連動型広告事業者と検索サービス利用者）が相互に関係し合うため，プラット
フォーム事業者が，一方の市場に対してだけサービスを提供しても，プ
ラットフォームのビジネスとしては成立しない（たとえば，グーグルが消費者に
対してだけ検索サービスを提供しても，検索サービス自体は無料であるため，有料の広

告事業をビジネスとして結び付けないと，プラットフォーム事業としては成り立たない）。
したがって，プラットフォーム事業者は，この 2つの顧客群に同時に，
サービスを提供することを特徴としている。

1 ）  ただし，記述の便宜上，有料放送に係るものは除く。
2 ）  総務省「電気通信事業分野における競争状況の評価2011」（2012年）45頁参照。
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第 2に，競争が，2つの市場のそれぞれにおいて行われるのではなく， 
この 2つの市場を束ねたプラットフォーム間

4

で行われていることである。
第 3に，プラットフォームにおいては，価格構造の非対称性がよく観察

される。たとえば検索サービスの場合，検索サービス事業者（グーグルなど）
は，検索サービス利用者に無料で検索サービスを提供しているが，他方，
検索連動型広告に出稿する広告主からは広告料を徴収している。つまり，
検索サービス事業者は，広告主から受け取る利益で，検索サービスに係る
コストを内部補助（企業内において，ある部門の利益で他の部門の損失を埋め合わせ
ることで企業全体の収支を均衡させる補助形態をいう）し，その結果として，検索
サービスは無料で利用者に提供されている。もしプラットフォーム事業者
が，サービスの価格を引き上げた場合（検索サービスの利用が有料になるなど），
プラットフォームで結ばれた 2種類の顧客群は，同種の他のプラット
フォーム事業者へ乗り換えるかもしれない。
２　二面市場とは
プラットフォームが重要なのは，それが二面市場（two-sided market）を
成立させることにある。ネットワーク効果（次頁の図表 4-1参照）が存在する
市場ではしばしば，相互にネットワーク効果を及ぼし合うにもかかわらず，
直接的な契約関係にないものがプラットフォームを介して連結されている
市場構造を生む。このような市場が二面市場である。具体例としてゲーム
を挙げてみよう。ここで，プラットフォームはハードウェアメーカーの提
供するシステムであり，それをソフトウェア企業のサイドと最終消費者のサ
イドが取引の場として利用する。つまり，ソフトウェア企業はプラット
フォームを選択したうえでソフトウェアを開発し，消費者もやはりプラッ
トフォームを選択したうえでソフトウェアを購入する。そして，そのプ
ラットフォームを選択するソフトウェア企業の数が増加すれば，より多く
の最終消費者を引きつけることが可能となり，逆により多くの最終消費者
がそのプラットフォームを選択すれば，より多くのソフトウェア企業が集
まるという外部性（間接的ネットワーク外部性）が存在している。同様の構造は
パソコンのOS（基本ソフト）やクレジットカードなど，枚挙にいとまがない。
情報法との関係では，近年，スマートフォンやタブレット端末の普及な
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どを背景に，ソーシャルゲームや電子書籍などインターネット上での新た
なビジネスが急速に普及してきている。これらのビジネスは，供給者であ
るコンテンツ制作会社や出版社などの事業者と需要者である利用者側が，
プラットフォームを仲介にコンテンツのやり取りを行うもので，いわゆる
プラットフォームビジネスの特徴を共通としている。
一般に，プラットフォームビジネスでは，利用者は，独力ではアクセスの
難しかったコンテンツを活用することができ，利便性が向上するとともに，
コンテンツ提供事業者（コンテンツプロバイダともいう〔 第 5章第 2節Ⅰ【特定電気

通信役務提供者と「プロバイダ」】〕）にとっては事業機会が拡大するという効果が
期待される。他方，近年急成長を続けるデジタル分野市場に関して，デジ
タルなプラットフォームはどのような課題を有し，市場へどのような影響
を与えるのか，わからない点も数多く存在している。たとえば，デジタ
ル・プラットフォームは，商品取引をネットワーク上で行うため，地理的
市場が広く，大きなネットワーク効果が生じると考えられる。また，低コ
ストでの参入が可能であるため，一見すると競争が働きやすいが，広い範
囲においてネットワーク効果が働くため，ある事業者が一度，市場支配的
地位を確保した場合に，当該事業者は競合事業者との関係で圧倒的有利と
なりやすく独占を生みやすいとも考えられる。これが，プラットフォーム
が競争法的に関心をよぶ最大の理由であろう。

（i）直接的ネットワーク効果
　 …同一のグループに生じるプラスの相互関係
（ii）間接的ネットワーク効果
　 …異なるグループの間に生じるプラスの相互関係

コンテンツ
提供事業者

プラット
フォーム

利
用
者

利
用
者

利
用
者

コンテンツ
提供事業者

コンテンツ
提供事業者

利用者が多いから
ここを使おう

間接的ネットワーク
効果

みんなが使っている
からここを使おう

直接的ネットワーク
効果

コンテンツが多いから
ここを使おう

図表 4-1：ネットワーク効果の分類
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