ビッグデータ社会の〈視線なき監視〉
“Eyeless surveillance” in Big data society
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Abstract This paper attempts to study "surveillance" in today’s society. Contemporary surveillance is
"Dataveillance (data + surveillance)" targeting personal data, not the body, and is practiced by computer
programs and artificial intelligences. This fact means that today’s surveillance is directed not to "current" but
"past" and "future", and the observer is impersonal. Therefore, dataveillance can be expressed as "Eyeless
surveillance ", because “gaze” of the dominators is disappeared. Furthermore, today’s surveillance society can
be defined as a society that we must control our behavior to prevent the risk of becoming a target for
surveillance.
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１．はじめに
近年，われわれが暮らしている現代社会に対して
「監視社会化」が危惧されている。たとえば，2017
年 6 月に創設が決定した「テロ等準備罪」が“共謀
罪”と称されることで，国家権力による国民監視の危
険性が指摘されている。また，2015 年に施行された
「マイナイバー法」についても，国民情報が国家によ
って一元管理されるのではないか，という不信感から
監視社会化の機運を案じる者もいる。このような「監
視社会」に対する危機感の背後には，監視はわれわれ
のプライバシーと自由を侵害・制限する，という認識
が横たわっていると言える。つまり，国家ないし権力
によって監視は行なわれる，という理解がそこには存
している。「監視」にはそれを実行する支配的な「権
力者」と，それによって“被害”を受ける被支配的な
「非権力者」の二者関係があるとされているわけだ。
たしかに，監視にそのような関係を見出すことは歴史
的事実からも正しい。たとえば，大日本帝国の特別高
等警察やナチス・ドイツのゲシュタポ，旧ソ連の国家
保安委員会（KGB）のように，全体主義体制の国家
における監視は，実際にわれわれの人権や自由を貶め
るものであった。ジョージ・オーウェルの『1984 年』
で描かれた「ビッグブラザー」が，「監視」あるいは
「監視社会」への危機感を表す“アイコン”として用
いられているのは，このような歴史的事実を踏まえ，
監視における「支配－被支配」としての「権力－非権
力」関係を端的に象徴かつ説明しているからにほかな
らない。
一方で，監視にはネガティブな側面だけでなく，ポ
ジティブな側面もある。監視社会論の代表的論者デイ
ヴィッド・ライアンが「監視 surveillance」の語源に
「上から見張る watch over」という意味があることに
注目し，その側面を説明している。彼によれば「見張
る」という行為は指導や規制のためのみならず，保護

や配慮の場においても行なわれるものであり，一義的
にネガティブな行為とは言えないとされている。携帯
電話の GPS 機能が親に子供の行き先を教えてくれる
“見守り”サービス提供のために使用されていること
を考えると，このことはわかりやすいであろう。した
がって「監視社会」は，「権力」が支配者的に機能す
ることで抑圧的な統制がなされるということだけでな
く，保護者的に機能することで慈愛的な配慮がされる
ことも含意している。ただし，このような「監視」の
二面性は“デュアル・ユース”的な問題であり，その
ことの重要性は認められるべきであるが，現代社会に
おける「監視」の本質・機制そのものを十分に明らか
にするものではないと思われる。
というのも，「監視」を「支配－被支配」の構造で
捉えるにしても，「保護－庇護」の関係で把握するに
しても，そこには支配者・保護者という監視を行なう
、、、、、
権力者的な〈主体〉の存在があらかじめ特定されてい
るからだ。どういうことであろうか。たとえばライア
ンは，現代の監視に対して「身体の消失」という語を
用いることで，監視の対象が「身体」ではなく「個人
データ」へと移行していることを指摘している。つま
り，現代の監視は「データ監視 Dataveillance（data ＋
surveillance）」なのである。その結果，監視の実行者
もまた，君主や国家あるいは保護者といった特定的で
人称的な存在から，コンピュータ・プログラムやアル
ゴリズム，人工知能（AI）といった匿名的かつ非人
称的な存在へと移行している。このことが意味してい
、、
るのは，データ監視に対してわれわれは，事前にその
〈主体〉を特定することが困難だということである。
つまり，誰に監視されているのかが不明瞭というわけ
だ。実際，アメリカ政府が全世界に対して秘密裡かつ
超法規的に個人情報の収集を行なっていたことが暴露
された 2013 年の「スノーデン事件」は，このことを

明確に物語る出来事であった。
この事件によって判明したアメリカ政府の監視手法
とは，PRISM と呼ばれるコンピュータ・プログラム
によって，インターネット上のあらゆるやりとりを追
跡・傍受する大量監視，無差別監視であった。ここで
用いられた技術に注目して「ビッグデータ監視」と呼
ぶこともできよう。いずれにせよ，ここにおける監視
の〈主体〉は，はじめから明らかであったわけではな
い。実際の監視作業を行なったのは PRISM プログラ
ムという非実体的で，かつ機械的・非人称的な存在で
あったためである。したがって，アメリカ政府がビッ
グデータ監視の〈主体〉として特定できるのは，監視
、、、、、、、
、、、、、、
される前でもなければ，監視されている最中でもなく，
、、
監視されたあとにプログラムの運用者としてその存在
が“発覚”してようやくである。
この事実から，現代の監視（データ監視／ビッグデ
、、
ータ監視）を，権力者的な〈主体〉の存在を事前に特
定している旧来の監視観から論じることは不十分であ
るように思われる。そのため，現代社会における「監
視」を考察する際，権力者と非権力者の「支配（保
護）－被支配（庇護）」構造を用いることは“ビッグ
ブラザーの亡霊”にいまだ取り憑かれてしまっている
と評せよう。監視社会論が現代社会を考える観点のひ
とつとして，今後もその役割を果たしていくためには，
この“亡霊”を“祓う”ことで議論の射程をさらに拓
いていく必要があると思われる。そこで筆者は，射程
拡大の企図のもと，まずはこれまでの監視観を改めて
整理していくことで，現代の「監視」との相違点を鮮
明にしていきたい。

２．「パノプティコン」と「まなざし」
旧来の監視観は「パノプティコン Panopticon」とい
うモデルで説明されることが一般的である。その名
（pan：汎 ＋ opticon：視線）が表すように，パノプ
ティコンは「一望監視施設」と称される監獄のことで
あり，監視塔からは監獄内すべての独房を窺うことが
可能な一方，独房から監視塔内の様子はわからないよ
うに設計されている，という建築上の特徴を有してい
る。そのため，パノプティコンに収容されている囚人
たちは，監視塔に看守が実際にいるかどうか判断でき
ず，「見られているかもしれない」という疑心暗鬼の
結果，監獄内の規則を遵守するようになる。このよう
な機制が働くパノプティコンを，ミシェル・フーコー
は近代権力による「規律訓練 discipline」のモデルケ
ースとして定位し，監獄のみならず軍隊や工場，学校
においても同様の機制が働いているとした。
また彼は，パノプティコン・モデルの監視によって
規律訓練を施された者のこと「従順な身体」と称して
いる。すなわち，監視にさらされることで規律を内面
化し，権力が強制的な働きかけをしなくとも，自主的
に模範的な振る舞いをするようになった者が「従順な
身体」と呼ばれる。さらにフーコーは，「従順な身
体」になるということは，権力に「従属 sujet」する
ことで「主体 sujet」として形成されることを意味す

る，としている1。このことから，パノプティコン・
モデルの「監視」においては「権力－主体（従属）」
という関係・構造が存していることがわかる。このと
き，権力が支配者的に作動する場合は「支配－被支
配」の関係が，保護者的に作動する場合は「保護－庇
護」の関係が成立すると言える。したがって，「監
視」を権力者と非権力者の「支配（保護）－被支配
（庇護）」関係・構造で捉えるということは，監視を
パノプティコン・モデルで把握することを意味し，ひ
いては「近代」の枠組みで理解することを示している。
ところで，「監視」を「私に向けられる他者の視
線」と考えることもできる。その際の「他者」がパノ
プティコン・モデルにおいては支配者や保護者として
の「権力者」であるわけだが，いずれにせよ監視を視
線，あるいは「まなざし」と言うことはできよう。し
たがって，監視を「まなざし」として考察することも
可能だと思える。たとえばジャン＝ポール・サルトル
においては「まなざしを向ける他者」（「主観－他
者」）と「まなざしを向けられる私」（対象－私）」
という関係で「まなざし」が考えられている。そこで
「主観－他者」と「対象－私」の関係に基づいて監視
を考えてみたいのだが，本稿はサルトルの「まなざ
し」論を詳細に検討するのが目的ではないため，これ
から述べていく「まなざし」の機制は，あくまで「監
視」を考える際の素材であることはあらかじめ断って
おきたい。
さて，サルトルによれば「他者」に「まなざし」を
向けられた「私」は，まなざしを向けてくる他者の世
界へと「流出」する，とされている。つまり，私の世
界は私から奪われ，他者に「他有化」されるのである。
この「他有化」を「主観－他者」による「対象－私」
の“支配”と言うこともできよう。しかし，このよう
な「まなざし」における“支配”は，先に見た「監
視」の「支配」とは異なり，「権力－非権力」という
固定的な構造ではない。なぜならば，「対象－私」が
、、、、
「主観－他者」にまなざしを向け返すことも可能であ
るからだ。すなわち，私が他者にまなざしを向けられ
ている限りにおいては「対象－私／主観－他者」とい
う関係が成立するが，私が他者にまなざしを向け返す
とき，そこには「主観－私／対象－他者」という関係
が成り立つのである。したがって，「まなざし」にお
ける「対象 objet」と「主観 sujet」は入れ替わりが可
能である。それゆえ「他有化」が“支配－被支配”の
関係を生み出すとしても，それは逆転し得るもの，流
動的なものであり，「監視」の「支配－被支配」のよ
うに役割・立場が固定された関係ではない。
であるならば，「監視」と「まなざし」の類似を見
出すことは不可能なのだろうか。実はそうではない。
、、、
「見る」行為者，すなわち見てくる〈主体〉がすでに
1

もちろん，ここでいう「主体」は，先に表記している

〈主体〉とは異なる。前者はあくまで権力に従属する者と
しての「主体」，すなわち近代的個人のことであるが，後
者はあくまで監視の実行者（後述の「まなざし」において
は「まなざしを向ける者」）を意味している。

存在している，という共通点が両者の間にはある。す
でに述べたように，「監視」においては「支配－被支
配」関係としての「権力－主体（従属）」＝「権力－
非権力」という固定された関係があり，だからこそ，
、、
権力の側に存している者を監視の〈主体〉としてあら
、、、
かじめ特定し得た。一方「まなざし」の“支配－被支
配”関係は，「対象－私／主観－他者」が交替可能で
あるため流動的な構造ではあるではあるものの，「対
象」と「主観」という二項それ自体は固定化されてい
る。それゆえ，「まなざし」においても「主観」に位
、、、、、
置する者として，その〈主体〉があらかじめ存在して
いるのである。
そして，さらなる共通点もある。それは「監視」も
「まなざし」も「身体」をまずはその対象としている
ということである。というのも，パノプティコン・モ
デルの「監視」においては，「身体」を権力による視
線にさらすことで，対象者の精神に規律訓練を施し，
「従順な身体」として「主体化＝従属化」するのが目
的であったからだ。また「まなざし」においても，
「対象」となる者の「身体」に「主観」となる者の視
線が投げかけられることで，対象の存在が「他有化」
されるからであった。したがって，「監視／まなざ
し」という〈視線〉は身体に対する「指向性」を有し
ていると言うことができよう。監視／まなざしは「現
在」という時制で機能していると評してもよい。なぜ
ならば，「いま」視線が自分の身体に向けられている，
もしくは向けられているかもしれないからこそ，規律
訓練も他有化も可能となっているからである。このこ
とによって，「監視」や「まなざし」といった〈視
線〉を向けられているわれわれは，「見られている」
ないし「見られているかもしれない」という感覚を得，
それゆえ「監視／まなざし」に対する抵抗の試みも可
能となっていると言えよう。
だが，この特徴は現代の監視，すなわちデータ監視
／ビッグデータ監視にはもはや見受けられない。すで
、
に指摘したとおり，現代の監視ではその〈主体〉を事
、
前に特定することは困難となっており，また監視の
「時制」も変化・拡張しているからである。

その結果によって“被害”を受けるのは，生身の「身
体」を有した各個人であることを監視者たちは自覚す
べきであり，“被害者”となるわれわれもそのことに
対して政治的・倫理的に関与することで監視に対抗し
なければならない，と彼は主張する。
さて，ここで注目したいのは，データ監視によって
収集・追跡される「個人データ」というのは，すべて
「過去」に属すものだということである。たとえば，
Amazon のレコメンド機能を考えてみよう。周知のと
、、
おり，この機能はユーザーが過去に購入・閲覧した商
、、
品の情報に基づいて，そのユーザーが現在興味を持っ
ていると思われるものを「おすすめ商品」として提示
するものである。つまり，購入・閲覧履歴といったユ
ーザーの個人データを収集・蓄積し，他ユーザーのそ
れと比較することによって，当該ユーザーの〈人物

３．監視の「時制」

的になり得る人物」を 発 掘 するのがビッグデータ監
視の手法ということだ。
すなわち，データ監視は「過去」に基づいて「現
在」を決定するが，その規模が拡大し，ビッグデータ
監視となることで「過去」が「未来」の処遇をも決す
るようになるわけである。この機制はスノーデン事件
だけでなく，“共謀罪”においても窺うことができる。
というのも，犯罪に対する従来のアプローチというの
、、、、、
は，それが実行されたという過去の事実を受けてから
行なわれていた。だが今回創設された“共謀罪”では，
犯罪が実際になされる手前，つまり計画や準備といっ
、、、、、、
た未来のリスクに対するアプローチを可能とすること
が目的となっている。このような未来指向のビッグデ
ータ監視は，「対処」ではなく「予防」を目標とする
ものだと評することができる。

ライアンが言うように，現代の監視は「身体の消
失」が生じる「データ監視」である。では，そのプロ
セスとはどのようなものであろうか。マーク・ポスタ
ーが「超パノプティコン Super Panopticon」という概
念で説明したように，われわれの個人データを収集し，
データベースに蓄積したのちに，他の者たちから抽出
した同様のデータと比較・分析・検討することで，各
プロファイリング

人の〈人物像〉を構築＝創作する，というのがデータ
監視のプロセスである。これに対してライアンは，
〈人物像〉の結果如何によって「社会的振り分け」が
行なわれると指摘する。すなわち，データ監視によっ
て，データを抽出された各人が社会的に包摂されるか
排除されるかが決定されてしまう場面がある，として
いる。そのため，個人データを対象とはするものの，
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像〉を構築＝創作し，それに適した商品を「おすす
め」してくるわけだ。同様の仕組みは Google の行動
ターゲティング広告などにおいても見受けられる。し
たがって，データ監視が算出する〈人物像〉によって，
ライアン謂うところの「社会的振り分け」が生じると
いう問題は，「過去」に基づいて「現在」の処遇が決
定されるということを意味している。
さらに，データ監視は過去だけでなく「未来」にも
関わっている。このことは，スノーデン事件によって
明らかになったビッグデータ監視から読み取ることが
できる。PRISM プログラムによるビッグデータ監視
は，世界中で交わされる電子メールの内容，SNS 上
でのつぶやき，検索したキーワードなどを無作為に収
集・蓄積することで構成されたビッグデータから，テ
マイニング

ロや重大犯罪，反米に関連するデータや属性を 発 掘
していき，テロリストやその予備軍，犯罪容疑者，反
米主義者などを選定していくというものであった。し
たがって，パノプティコン・モデルの「監視」や「ま
、、
なざし」とは異なり，事前に「私」が“標的”とされ
ているわけではない。何者かが“標的”として特定さ
れるのは，あくまで大量かつ無差別的に行なわれた作
、、、
業の結果として，事後的になされるのである。事後的
、、
に“標的”として見出されるということは，「将来標
マイニング

これまでの「監視／まなざし」は「現在」という時
制で機能していたが，データ監視あるいはビッグデー
タ監視は「過去」と「未来」の時制にまで，その範囲
を拡張していることがわかった。だが，ここで少し立
ち止まってみよう。「監視」にしても「まなざし」に
しても，それが「現在」に関わるものであるのは「身
体」を対象とするがゆえにであった。逆に言えば，身
体を対象にしている限り，それは現在に対してしか機
能できないのである。しかし，現代の監視は個人デー
タを対象とするがゆえに「過去」と「未来」をも指向
している。ということは，現在の監視はもはや〈視
線〉といったものの消失を物語っていると言えなくは
ないだろうか。ライアンによる「身体の消失」という
、、
語がデータ監視あるいはビッグデータ監視の対象に着
、、、
目したものであると理解するならば，その指向性に着
目することで〈視線の消失〉と言うことができよう。
この〈視線の消失〉という事態は，現代の監視にお
ける〈主体〉の問題とも関わっている。なぜならば，
〈視線〉が消失しているということは，「監視／まな
ざし」の〈主体〉となる「権力者」あるいは「他者」
の存在をも見えなくさせるからである。〈視線〉が消
失することで，その送り主も同時に姿を隠すのだ。こ
のことはデータ監視／ビッグデータ監視を実際に行な
っているのがコンピュータ・プログラムやアルゴリズ
ム，人工知能などである事実とまさに一致している。
これらは不特定的で匿名的，さらには機械的で非人称
的な存在であるがゆえに，われわれに〈視線〉を投げ
かけているわけではない。あくまで電子的な演算処理
の一環として，われわれのデータを“追跡 tracking”
しているに過ぎないからである。したがって，データ
監視／ビッグデータ監視を典型とする現代の監視を
〈視線なき監視 Eyeless surveillance〉と称することが
できよう。

４．おわりに
ここまでの作業によって，現在の監視が〈視線なき
監視〉であることを明らかにすることができた。本稿
を終えるにあたって，改めてその特徴をまとめ，その
上で今後の監視社会論が解明していかなくてはならな
い課題を指摘しておきたい。
旧来の監視観では，〈視線〉を投げかける者として
、、、、、
の「権力者」という〈主体〉があらかじめ特定されて
いた。それゆえ，監視における「見る－見られる」と
いう関係は「権力－非権力」の関係と等値されており，
その目的に応じて「支配－被支配」あるいは「保護－
庇護」の関係として，われわれに現れていた。一方，
データ監視／ビッグデータ監視においては，プログラ
ムやアルゴリズム，人工知能といった機械的で非人称
的な存在が実際の監視活動を行なっているため，われ
われにとっては「誰に監視されているのか」というこ
、
とが不明瞭である。したがって，監視の〈主体〉を事
、
前に認定することが困難であり，「見る－見られる」
に等値される「権力－非権力」という関係も感知しに
、、
くいものとなっている。また，旧来の監視は，いま・

、、
ここにいる「身体」を対象としていることから，「現
在」という時制で機能するものであった。しかし，現
代の監視は「個人データ」を対象としており，そのデ
、、、
ータは「かつて何をしたか」に関わるものである。つ
まり，データ監視／ビッグデータ監視は「過去」に指
向性を持っている。しかも，この過去に基づいて「現
在」や「未来」の処遇が「社会的振り分け」や「予
防」という形で決せられるのである。このような特徴
を持つ現代の監視（データ監視／ビッグデータ監視）
は，〈主体〉が不鮮明であるがゆえに，そして「現
在」以外の時制に指向性を持っているがゆえに，〈主
体〉が明確で，「現在」において機能する旧来の〈視
線〉と対比して，〈視線なき監視〉と称し得たわけで
あった。
とはいえ，現代社会において監視の〈主体〉が消滅
した，というわけではもちろんない。だが，繰り返し
述べてきたように，データ監視／ビッグデータ監視に
、、
おいては〈主体〉の存在を事前に見出すことが難しい
、、
事態となっている。逆に言えば，その〈主体〉は事後
、
的に姿を現わすのである。このことは，〈視線なき監
マイニング

視〉では事後的に“標的”が 発 掘 されるという事実
からも窺うことができる。というのも，〈視線なき監
プロファイリング

視〉によって構築＝創作された〈人物像〉を“標的”
として見なす者こそが，監視の〈主体〉にほかならな
いからだ（PRISM プログラムとアメリカ政府との関
係を想起されたい）。したがって，現代の監視状況に
おいては，「〈主体〉－“標的”」＝「権力－非権
、、、
力」＝「見る－見られる」関係というのは，事後的に
浮かび上がってくるものなのである。だからこそ，本
稿の冒頭で筆者は，権力者的な〈主体〉を事前に特定
する旧来の監視観は，現代社会の監視を考察する際の
観点として不十分であり“ビッグブラザーの亡霊”に
いまだ取り憑かれてしまっていると評し得たのである。
では，このような特徴を有する監視によって生じる
「監視社会化」とは何を意味しているのだろうか。ま
ず指摘しなければならないのは，〈視線なき監視〉は
あらゆるデータを大量かつ無差別的に収集するもので
マイニング

あるがゆえに，誰もが“標的”として 発 掘 される可
能性があるということである。そして，本稿で詳しく
述べてきたとおり，監視の〈主体〉を事前に特定する
ことは困難となっている。したがって，現代社会にお
いては，誰が監視し，誰が監視されているのかが不明
確なのである。翻れば，誰もが監視し，誰もが監視さ
、
れるという相互監視，衆人監視の状況である。ならば，
われわれがその状況に対して取り得る手立てというの
は，“標的”にならないようにすること，と言えるの
ではないだろうか。すなわち，〈視線なき監視〉＝デ
ータ監視／ビッグデータ監視によって算出された〈人
物像〉から“標的”と見なされ，姿を隠している〈主
体〉から“疑惑の目”を向けられないように，自発的
かつ自律的に自身の振る舞いを「制御 control」する
ことが，現代社会の「監視社会化」に対する態度とし

て奨励されているのではないだろうか 2。このことは，
先に簡単に述べた「対処」ではなく「予防」を目標と
するのがビッグデータ監視だ，という事実にも一致し
ているように思われる。
とはいえ，スノーデン事件や“共謀罪”から窺えた
「対処」から「予防」へのアプローチの移行とは，監
視の〈主体〉にとっての事情である。そのため，予防
すべき「リスク」を認定するのも〈主体〉の側となる。
したがって，その「リスク」を回避すべく，自らの振
る舞いを「制御」するわれわれは結局のところ，〈主
体〉という権力者的な存在に「支配（保護）」されて
おり，旧来の監視観と同様の関係・構造を見出せてし
まうのではないか，と思われるかもしれない。だが，
そうではない。われわれにとっては〈主体〉が何者か
を事前に特定することが困難である以上，何が「リス
ク」であるのかをあらかじめ知ることができない。よ
って，「リスク」を「予防」するにしても，「もしか
したら，このようなことをするのはリスクになるのか
もしれない」と予測して行動することしかできないこ
ととなる。しかも，この予測に対する正誤というのは
〈主体〉が姿を見せるまで，すなわち実際に自分が
“標的”となる段階になるまでわからないため，何を
具体的な「リスク」として予測するかは，われわれの
“自己責任”に帰せられている。
そのため，われわれにとって何よりの「リスク」と
なるのは，〈主体〉に「リスク保有者」として評価さ
れることで“標的”にされることである。だからこそ，
われわれが実践できるリスク予防策というのが，“標
的”とならないように自らの振る舞いを「制御」する
こととなるわけだ。実際，日常生活において「リスク
予防」のために自分の振る舞いを「制御」している場
面が多々見受けられる。たとえば，近年，ランニング
やジム通いをしたり，栄養バランスに優れた食事を心
掛けている人々が増えている。これは，健康管理がで
きない者として評価され，医療の“標的”にならない
ようにすることが目指されていると言えよう。また，
SNS への投稿を“自主規制”している者たちも少な
からずいる。ここでは，投稿した文章や写真・動画に
あらぬ注目が集まることで“炎上”の“標的”となる
ことが回避されようとしている。テレビ局や一般企業
が“コンプライアンス”の遵守を重視しているのも，
人々が SNS 上での振る舞いを「制御」する際の理由
と同様であろう。放映したテレビ番組や CM の内容が
不興を買うものであると，やはり“炎上”の“標的”

2

ここで，自発的に自らの振る舞いを「制御」する，とい

う行為を，パノプティコン・モデルにおける規律の内面化
と同一視してはならない。規律というのは「権力」によっ
て設定されているものであり，その内面化も権力によって
要請されているものである。したがって，〈主体〉の存在
が明らかな状況において実践される行為である。だが，こ
のすぐあとで述べているように，〈視線なき監視〉という
状況における振る舞いの「制御」は〈主体〉からの強制や
要請によってなされるものではなく，あくまで各人の“自
己責任”のもとで行なわれるものである。

となってしまうからだ。
このように見ていくと，〈視線なき監視〉から生じ
る「監視社会化」というのは，誰もが“標的”となる
「リスク」を保有させられる社会へと向かうこと，そ
して，“標的”とならないよう自分自身を「制御」し
て「リスク予防」をしなければならない社会へと向か
うことを意味していると言えよう。そのような社会へ
の評価は措いておくが，この「リスク予防」が奨励さ
れる状況に特有の課題を見出し，そのことの深層＝真
相を探ることが今後の監視社会論には求められている
はずである。
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