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GDPR（一般データ保護規則）と死者の個人情報
湯淺墾道†1 折田明子†2
概要：欧州連合（EU）の一般データ保護規則が 2018 年 5 月に施行される予定であり、個人に関する情報の取扱に対
して大きな影響を与えることが予想される。GDPR においては、個人データの定義として「識別された又は識別され
得る自然人（以下「データ主体」という。）に関するあらゆる情報」としており、日本の個人情報の保護に関する法
律とは異なり「生存する」という限定を付していないが、前文(Recital)ではここでいう自然人には死者は含まないと
している。一方、前文では各加盟国が独自に死者の個人情報の取扱について定めることを妨げないとしており、加盟
国が独自に規制を行うことも可能となっている。本発表では、死者の個人情報の取扱に関する各国の独自規制の動き
について検討する。
キーワード：一般データ保護規則、個人データ、個人情報、死者

1. はじめに
死後の再生を信じて肉体を冷凍保存するコールドスリー

生み出している(2)。
本稿では、個人に関するデータや情報の取扱いに大きな
影 響 を 与 え る と 予 想 さ れ る EU デ ー タ 保 護 一 般 規 則

プやクライオニクス等のサービスは以前から存在するが、

(General Data Protection Regulation = GDPR、以下「GDPR」

近時では人工知能技術の発展によって人の知能をコンピュ

と略。) における死者(deceased person)や死後(post-mortem)

ーターにコピーして人格のクローンを作成することが実現

の個人データの取扱いについて検討し、今後の死者の個人

するという可能性も指摘されるようになってきた。永遠の

情報の取扱いと保護について考察を加えてみることにした

生命、不死身ということは、あながち空想の次元だけの話

い。

ではなくなってきているのかもしれない。
しかし常識的には、自然人は畢竟、死に至ることは免れ
得ない。少なくとも肉体や本人によって知覚される人格は、
死によって消滅すると観念されている。その意味で、個人

2. GDPR 制定以前の状況
2.1 SNS における死後のアカウントの取扱い
死者の個人データの取扱いが問題になってきた背景には、

情報やプライバシーは当該本人にとって死後は問題となり

SNS のユーザーが死亡した後、当該ユーザーのアカウント

得ず、本人の死後も生存しているその親族や相続人等の個

や、ユーザー自身に関する個人データの取扱いが SNS によ

人情報やプライバシーの一部として法的には取り扱われて

ってまちまちであり、アカウントやデータの法的地位も確

きた(1)。また実務的にも、死者の個人データや個人情報を

立していないということが挙げられる。

法的保護の対象とした場合、一定の保護期間を設定しない

現時点では、各 SNS は独自にユーザーの死後のアカウン

と無限大に保護すべきデータや情報が拡大することになる、

トやデータの取扱い、親族からの申出に対する対応等につ

同意の取得にあたって死者の親族や相続人を探し出すこと

いて定めている。ユーザーの死後にアカウントやデータを

が必要となる等の問題がある。また死者に関する権利義務

どのように取り扱うのか、生前の設定、届出の方法や届け

は、財産や知的財産権等の相続という法的概念に大きく関

出ることができる者、必要書類等は、SNS によってまちま

係するため、これらに係わる諸法の規定との総合性を保つ

ちである。

必要もある。
しかし、個人に関する膨大なデータがインターネット上

本稿執筆時点で、日本国内における主要な SNS の対応は
次の通りである。

に拡散し、各種のサーバーに集積されて利活用され、当該
本人の死後もその状態が継続するであろうことを考えると、
その利活用について生前に自らの意思でコントロールしよ
うとしたり、自らの生前の社会的な立場やキャラクターを
死後も自らが望む形で保持しようとしたり者が現出したと
しても、何ら不思議なことではないといえよう。現に、ソ
ーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）ユーザーの急
増は、ユーザーの死後のアカウントの取扱いという問題を
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表 1 各 SNS のユーザー死後の対応
サービ
Google
ス名
事前に指定した相
閉鎖、資金取得のリク
利用者
手に指定した共有
エスト、データ取得
死後の
データを渡す、削除
扱い
する
生前の
アカウント無効化
設定
ツール
届け出
本人
家族や代理人
者
届け出
アカウント無効化
アカウントヘルプ内
方法
ツール設定
フォーム
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故人の死亡証明書の
コピー、リクエスト送
信者の身分証明書

その他

正確に確認できる登
録個人情報が限定さ
れているため、死亡や
近親者の事実確認が
困難。個別の事情や状
況に対応

その他

または Microsoft

サービ
ス名
利用者
死後の
扱い
生前の
設定
届け出
者
届け出
方法
必要書
類

Word)への記入と提出

その他

サービ
ス名
利用者
死後の
扱い
生前の
設定
届け出
者
届け出
方法

Facebook

LinkedIn

削除または追悼ア
カウント

アカウント解約とプ

必要書
類

故人の死亡証明書
のコピー、リクエス
ト送信者の身分証
明書のコピー、法的
関係の証明書類

追悼アカウント管
理人の指定
本人、肉親や代理人
ヘルプセンター内
フォーム

その他

ロフィール削除

家族、家族以外
死亡届(Web フォーム

死亡記事など死亡が
確認できるもの

「偽証罪の定める法

Yahoo! JAPAN
有料サービスの利
用停止のみ

家族など代理人
Yahoo!ウォレット
ヘルプ内フォーム
故人の住所・氏名・
生年月日が確認で
きるもの
申請者の身分証明
書は不要。利用規約
内に一定期間にわ
たって ID または特
定のサービスを使
用していない場合
は削除と記載あり

律の下、ここに提示す
る情報に誤りがない
ことを保証します」の
サービ
ス名
利用者
死後の
扱い
生前の
設定
届け出
者
届け出
方法

Instagram

必要書
類

故人の死亡を証明
できる書類、委任状
など（削除の場合）

削除または追悼ア
カウント

生前の
設定
届け出
者
届け出
方法
必要書
類

削除

死者の権利に関する原則は、英米法系と大陸法系とで異
なる。前者においては、actio personalis moritur cum persona
（個人の行為は死によって消滅す）の法理の下で死者の件
については一般に否定的であるとされる一方、大陸法系に
おいては死後も一定の範囲で権利性を認める傾向にあると
される。
しかし EU においては、人権としてのプライバシーを死

家族、友達
ヘルプセンター内
フォーム

その他
サービ
ス名
利用者
死後の
扱い

文言と署名あり
Twitter

2.2 EU データ保護指令における死者の地位

Pinterest

権限のある遺産管理
人または故人の家族
プライバシーについ
ての問い合わせフォ
ーム
故人の死亡証明書の
コピー、リクエスト送
信者の身分証明書の
コピー
死因の前後をとらえ
た画像・動画の削除あ
り
はてな

者にまで拡大することには総じて消極的であった。ヨーロ
ッパ人権宣言第 8 条に規定する権利について、欧州人権裁
判所は死者への適用を否定する判決を下している(3)。
また 1995 年に採択された EU の個人データの取扱いに係
る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議
会及び理事会の指令（データ保護指令）は、
「生存する」と
いう文言を挿入することにより適用範囲を生存者に限定す
るという手法は採用していないものの、保護の対象は生存
する個人に限定されるものと解釈されてきた(4)。ただし、
加盟国が独自に適用範囲を死者にまで拡大することを妨げ

削除

利用者登録メールア
ドレスから返信があ
った場合その意向に
従う

るものではなく、数カ国では死者の権利に関する規定が整
備された。死者に関する規定を置いていたのは、ブルガリ
ア、チェコ、デンマーク、エストニア、フランス、伊太利
亜、ラトビア、リトアニア、ポルトガル、スロバキア、ス

遺族

利用者メールアドレ
ス

メール

ロベニア及びスペインであるという(5)。
たとえばブルガリアの個人データ保護法第 28 条は、「個
人が死亡したときには、本法に定める個人の権利はその相

アカウントへのリ
ンク、故人の死亡証
明、故人との関係の
証明書類
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続人によって行使されるものとする」と規定した(6)。
また死者の権利に関する詳細な規定を置いているのは、
エストニアのデータ保護法である。エストニアのデータ保
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護法では、次のように本人の生前の同意を死後の一定期間

法の規定により明確に保護対象を生存する自然人に限定す

も有効とする規定や死後のデータ処理についての規定を置

るスウェーデンの代表からの強い主張によって、GDPR の

いている(7)。

データ主体から明確に死者を除外する規定を置くことにつ

第 12 条
第6項

いて議論されている。
しかしブリュッセルの会議においては結局、GDPR 本文

データ主体の同意は、データ主体が特に決定しない限

においては死者を明確に除外するように規定することはせ

り、生涯及び当該データ主体の死後 30 年にわたり有効

ず、その解釈として生存者に限定することとし、加盟国が

なものとする。

独自に保護対象を死者にまで拡大することは妨げないとい

第 13 条
第1項
データ主体の死後は、データ主体に関する個人データ
の処理は、データ主体の相続人、配偶者、子孫、兄弟

う方針が決定されている(11)。

3. GDPR における死者の個人データの取扱い
3.1 GDPR 及び前文の規定

または姉妹の書面による同意がある場合にのみ許可

GDPR の第 4 条は、個人データの定義として「識別され

される。ただし、データ処理に同意が要求されない場

た又は識別され得る自然人（以下「データ主体」という。）

合またはデータ主体の死後 30 年を経過した場合を除

に関するあらゆる情報」としており、日本の個人情報の保

く。本項に定める相続人等が複数存在するときは、い

護に関する法律の定義とは異なり「生存する」という限定

かなる相続人等の同意をもっても当該データ主体の

を付していない。第 4 条はさらに「識別され得る自然人は、

個人データの処理を行うことができるものとするが、

特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子の

各相続人等は同意を取り消すことができる。

ような識別子、又は当該自然人に関する物理的、生理的、

第2項

遺伝子的、精神的、経済的、文化的若しくは社会的アイデ

前項の同意は、データ主体の氏名、性別、生年月日、

ンティティに特有な一つ若しくは複数の要素を参照するこ

死亡月日及び死亡した事実だけを処理する場合には、

とによって、直接的に又は間接的に、識別され得る者をい

要求されない。

う。」と定義するが、ここでも特に生存者という限定は付し

これに対して、スウェーデン、イギリス、キプロス及び
アイルランドのデータ保護法では、保護の対象を明確に生
存する自然人に限定する文言を置いていた。

ていない。
しかし、GDPR の前文(Recital)第 27 条は「この規則は、
死亡した者の個人データについては適用されない」と規定

スウェーデンのデータ保護法第 3 条は個人データの定義

し、ここでいう自然人には死者は含まないとしている。こ

について「生存している自然人」に関係するものと規定し

のため、GDPR の規制対象は、原則として生存する個人に

ている(8)。イギリスの 1998 年データ保護法も、個人デー

限定されることになり、
「死亡者の識別につながるデータお

タについて「生存する個人に関係するデータ」と規定した

よ び 死 亡 者 の 識 別 に つ な が り 得 る デ ー タ は 、 い ずれ も

(9)。

GDPR 上の『個人データ』には該当しないと考えられてい

その他の国々のデータ保護法では、一般に「自然人」と

ます」(12)とする理解が一般的である。

いう文言が用いられている。ここでいう自然人の法的な権

他方で同条は「構成国は、死亡した者の個人データの処

利能力は、原則として誕生に始まり死によって終わると理

理に関する規定を定めることができる」とも規定している。

解するのが一般的であり、個人データに関する権利につい

このため、各加盟国が独自に死者の個人情報の取扱につい

ても同様に死によって終わるものとされた。

て規制することを妨げないことになり、
「加盟国が死亡者の

2.3 GDPR 起草段階における死者の地位

個人データの処理に関する規制を導入する可能性を完全に

EU の個人データ保護法制は人格権的なアプローチを採
っており、人格が生存する自然人に帰属することから、
GDPR 制定前の状況においては数カ国を除いて個人データ

否定しさるものではない」(13)と理解されている。
3.2 加盟国における死者の個人データの取扱いの動向
加盟国では、GDPR の下でのデータ保護法改正作業が今

保護の対象は生存者に限定するというのが一般的であった。

後進められると思われるが、2017 年 5 月の段階で GDPR に

EU データ保護指令（95/46/EC）等の下で活動を開始した第

対応するデータ保護法改正案が議会で可決・制定されたの

29 条作業部会（Article 29 Working Party）は、死者は原則と

は、ドイツだけである。ルクセンブルグは改正案を議会で

して個人データの保護対象とはしないという従来の姿勢を

審議中であり、オランダは改正案が公開された段階となっ

維持した(10)。

ている。その他の国々は、今後改正作業を進めることにな

しかし当初は、死者を明確に GDPR の保護対象から除外

るが、加盟国によっては死者の個人データについて明確に

しようとする動きも見られた。たとえば 2012 年 6 月にベ

規定したり、死者にまで保護対象を拡大したりすることが

ルギーのブリュッセルで開催された会合では、データ保護

今後検討されるものと思われる。
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ての検討状況を概観する。
3.2.1 フランス
フランスは、2016 年 10 月にデジタル共和国法（デジタ
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する。
フランスの制度の特色は、生存する本人に対してその死
後の個人データの取扱いや管理についての決定権を与え、
その実効性を確保するため、自分の個人データの取り扱い

ル国家のための法律第 2016-1321 号）(14)を公布した。本

に 関 す る 指 示 を

法によって、1978 年データ保護法は大きく改正されること

l'Informatique et des Libertés)またはデータコントローラに

になる。

送ることができ、これらの指示を実行する責任者を任命す

CNIL(Commission

Nationale

de

同法はデジタル・ガバメントに関する広範な内容を含む

ることができるとしている点にある。ただし、これらが今

法律であり、国民によるインターネット上での直接の法案

後実効的に機能するのか、具体的にどのような手続によっ

審査を経るという特異な方法によって制定された。フラン

て CNIL が関与するのか等については、現時点では未知数

ス政府による公式解説(15)では、本法の特色としてネット

の部分も多い。

中立性、データポータビリティ、接続を維持する権利、電

3.2.2 フィンランド

子的通信の秘密の保障、未成年者への忘れられる権利の保

フィンランドでは、法務省が 2016 年 2 月に GDPR 対応

障、オンライン・レビューの消費者への普及、公共データ

に関するワーキンググループ(TATTI)を設置した。ワーキン

のオープン化、アクセス性の向上と並んで「デジタルな死」

ググループの主な任務は、GDPR に対応する国内法の改正

が挙げられており、死後のデータに大きく焦点が当てられ

案を提案すると共に、データ監督機関について検討するこ

ている。個人データ保護関係では GDPR の規定を先取りし

ととされた。

たような規定を置いており、死者のプライバシーに関する

ワーキンググループは、2017 年 6 月 21 日にデータ保護

規定を設けて死後に本人の個人データがどのように取り扱

法の改正案を公表した。データ保護法の改正案では、死者

われるかについての意思決定を行うことができるとしてい

の個人データは保護の対象外とするという方針を打ち出し

ることが特色である。

ている(17)。

デジタル共和国法の解説ウェブサイトでは、次のように
説明されている(16)。

3.2.3 ハンガリー
ハンガリーでは、ハンガリーデータ保護及び情報の自由

第 20 条は、死亡後のデジタルデータ管理に焦点を

局 (Hungarian Data Protection and Freedom of Information

当てている。インターネットとソーシャルネットワー

Authority = Hungarian DPA) が 2016 年 9 月にデータ保護法

クが拡大するにつれて、インターネットユーザーはま

（2011 年プライバシー法）の改正案を公表した。

すます大量のデータをオンライン上に入れつつある。

改正案では、個人データに関する権利のうち、アクセス

このデータの管理には、死亡後、相続人がそのことを

権、利用の制限を求める権利、利用停止を求める権利等に

知ることができないのでアクセスすることもできな

ついては、本人の死後 5 年以内であれば、本人によって授

いという問題がある。

権された者によってデータコントローラに対して行使され

個人の死亡後の個人データは、現時点では特別な法
的地位を有していないため、通常の法律によって管理
されている。このデータは死者に関連づけられており、
死者の相続人によって引き継がれることができない。
換言すれば、相続人はそれを回収することもできない
のである。

うるとしている。また授権された者がいない場合は、親族
が代わって行うことができるとしている(18)。

4. アメリカにおける動向との比較
上記のように EU においては一部の加盟国で死者の個人
データに関する規制を個人データ保護法制の枠組みの中で

第 20 条の目的は、いかなる人も、生涯を通じて、

行おうとする動きが見られる。しかしアメリカにおける死

死亡後の自らの個人情報の保管とコミュニケーショ

者の個人データやプライバシー保護に関する動向(19)は、

ンの準備ができるようにすることである。人々は、自

EU とは別の様相を呈している。

分の個人データの取り扱いに関する指示を CNIL また

アメリカにおいては、比較的に早い時期からアカウント

はデータコントローラに送ることができ、これらの指

やデータを「デジタル資産」として一体的に法的に保護し

示を実行する責任者を任命することができる。

ようとする動きがあった。アメリカでは、資産管理や身の

さらに、ISP は、死亡後にこのデータに何が起きる

回りの事柄の処理を自分自身で行うことが困難になった成

かをユーザーに本人に通知しなければならず、自分が

年者に対する後見制度が存在するが、2015 年にデジタル資

選択した第三者にそれを転送するかどうかを選択さ

産に対する後見人のアクセスに関する統一州法(Fiduciary

せなければならない。

Access to Digital Assets Act)の改正法が統一州法全国委員会

第 19 条と同様に、第 20 条は、現在議論中の個人情

(20)で制定され、これに基づいて、多くの州で後見人が被

報保護に関する EU の規則の提案と調整されるものと

後見人のデジタル資産の管理に関与することを認める州法
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が制定されている。ここでいうデジタル資産は、ファイル

ドしたファイル類の取扱いについても同様の問題が生じて

類、ウェブドメイン、仮想通貨等を含む。また被後見人が

おり、これらはクラウドサービスやオンラインストレージ

同意している場合には、電子メール、テキストメッセージ、

類とも共通する課題となっている。

SNS アカウントの管理に関与することも可能である。

また、ユーザー本人自身の個人データについては、個人

プライバシーという文脈とは別に、パブリシティの権利

データ保護法制によって規制しうると思われるが、本人が

等の枠組みを活用して当該本人の死亡後も法的に保護しよ

アップロードしたファイル類の取扱いは個人データ保護法

うとする動きもあり、州法で立法が試みられている。

制の射程をこえるものであり、死後のアカウントと当該ア

全米で最も多くの人口を有し、情報通信に関する法制度

カウントに関連付けられるデータの権利性、相続や譲渡と

において強い影響力を有するカリフォルニア州では、民法

いう面からの検討が必要とされている。もとより、自然人

の中に死者のパブリシティに関する規定を置いている。カ

の死後にその権利を保護すること自体の是非についての検

リフォルニア州民法は、死者の氏名、音声、署名、写真及

討も必要とされる。

び肖像を営利目的で使用する場合には、本人またはその相
続人からの同意が必要である旨を規定し、無断で使用した

死者の個人データやプライバシーについて検討する際、3
つのアプローチがあり得る。

場合には損害賠償責任を負うと定めている(21)。死者の氏

第 1 は生存する相続人や親族等に決定を委ねるというも

名等を保護する期間は、死後 70 年である。実際に、アップ

のであり、ブルガリアの個人データ保護法やエストニアの

ル社の共同創業者であり CEO を努めたスティーブ・ジョブ

データ保護法等が採用している手法である。EU の個人デ

ス氏が 2011 年に死去した際、同氏のフィギュア（立体模型）

ータ保護法制は、人格権としての権利の保護をその基調と

を売り出す動きがあったが、同社はパブリシティの侵害に

している。したがって、人格に関する権利について他人が

あたるとして警告したという例がある(22)。

決定するということは、人格権的な理解とは適合的ではな

ニューヨーク州では、2017 年 5 月 31 日、州議会に生存

い。したがって、これは例外的措置と解するべきであり、

者及び死者のパブリシティの権利に関する法案(23)が提出

本人の死後も生存しているその親族や相続人等の個人情報

された。同法案は、本人の生死を問わず、またニューヨー

やプライバシーの一部として取り扱っているものとも理解

ク州民であるか否かを問わず、個人の氏名（ニックネーム

できる。

を含む）、声、署名及び肖像を個人の財産として保護しよう

第 2 は、生存者に限定しているデータ保護法制・プライ

とするものである。権利の期間は死後 40 年であり、パブリ

バシー保護法制の適用対象を死者にも拡大するというもの

シティの権利を利用するには本人またはその相続人の書面

であるが、死者本人は死後には意思決定やその表示を行い

による同意を必要とする（本人が未成年者の場合は、両親

得ないから、生存者の権利の保護を基本としつつ、生存者

または後見人による同意）。

にその死後のデータの取扱いについて決定する権利も付与

同法案には、表現の自由を制約するものとして反対の声

するという手法である。これは生存者本人の個人データに

も強いが、州法として制定・施行される可能性が高いとみ

関する権利の中にその死後の管理や利活用についての決定

られている。

権も含めるというものであり、フランスのデジタル共和国

一般にパブリシティ権は財産権的な性質が強いと考え

法が採用した手法である。

られるが、パブリティティ権を死後も保護しようとする動

第 3 は、人格権的な保護ではなく、財産権的な保護への

きは、当該本人の死亡後もパブリシティの営利的側面を保

転換を図るものである。前述したように、EU の個人デー

護すると共に、本人の同意なく写真や立体模型（フィギュ

タ保護法制は、人格権としての権利の保護をその基調とし

ア）等が広く拡散して当該本人が生前に有していた名誉や

ている。したがって人格的な保護を死者の個人データに対

イメージが低下することを防止しようとする目的も有して

して拡張することができたとしても、SNS のアカウント自

いる。パブリシティの権利の死者への拡大は、長年にわた

体や SNS やクラウド上に本人がアップロードしたデータ

ってプライバシーの権利とは別個に財産権として理解され

全般に関する権利のあり方の検討は、人格的な議論とは別

てきたパブリシティの権利(24)を、ライフサイクル全体の

に行わざるを得ないことになる。これに対してアメリカの

権利を保護するために再構成しようとする契機も有すると

プライバシーに関する議論は、自己決定権としての意味合

され(25)、今後の動向が注目される。

いが強く、財産権的な側面も有する点で EU の個人データ

5. 死後のデータの取扱いについての考察
前述したように、SNS ユーザーの急増に伴い、死亡する

保護法制とは様相を異にする(26)。
しかし、死者の個人データやプライバシー保護を図る上
では、人格権的なアプローチではなく、財産権的なアプロ

ユーザーも年々増え続けているため、当該ユーザー本人の

ーチが有効であるとする主張もある(27)。自然権としての

個人データの死後の取扱いが問題になってきている。また

人格権は自然人に帰属し自然人の人格は常識的には死をも

本人のアカウントや、本人が当該アカウントにアップロー

って終焉すること、人格権が自己決定権ときわめて密接な
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関係を持つ以上他人による行使にはなじまないこと、本人
自身の個人データだけではなく本人のアカウントや本人が
アップロードしたファイル類等の取扱いも一括して処理し
たほうが実務上効率的であること、相続等の既存の法的概
念の延長線上で処理できること等がその理由である。

6. おわりに
本稿では、GDPR 下での死者の個人データの取扱いにつ
いての考察を行ってきた。
GDPR は自然人の個人データを保護の対象とするが、加
盟国が独自に死者の個人データを対象に含めることを妨げ
ていないため、今後、死者の個人データを保護対象とする
法改正が行われる加盟国がさらに出現する可能性は否定で
きない。日本の事業者に対する直接の影響という観点から
は、GDPR の影響力がはるかに大きいが、加盟国独自の死
者の個人データの保護に関する今後の動向も注視する必要
があろう。
他方で、他方で、アメリカにおける死者の個人データや
プライバシー保護に関する動向は EU とは別の様相を呈し
ており、パブリシティの権利として死者の権利を確立・再
構成しようとする動きがみられる。
EU とアメリカにおける死者の権利保護に関する手法や
理論構成は全く異なるものの、死者も含めた個人に関する
データがインターネット上に広範囲に拡散して利活用され
ている現状への対処として法的対応が迫られているという
点では、軌を一にすると見ることができよう。わが国にお
ける死者の権利保護を検討する際、個人データ・個人情報
という EU 型の理念とパブリシティというアメリカ型の手
法のいずれをどのような場面で採用することが適切である
のか、アカウントも含めた「デジタル資産」という概念を
導入すべきなのかどうかは、今後の検討課題である。
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