
情報化社会と

「個人情報保護法」

三 浦 正 毅

私は弁護士で実務家ですので、個人情報保護

法を研究してきたわけではございません。した

がって、今日は個人情報保護法の概略について

お話をして知識を得ていただくことになるかと

思います。

成立の背景と 経緯

個人情報保護法が検討され始めたのは、1999

年。住民基本台帳ネットワークシステムの導入

をきっかっけです。当時、個人情報の大量漏洩

事件が頻発しました。また、従来は活字等によ

るマスメディアのプライバシーが問題でしたが、

コンピュータ・システムによる高度情報通信社

会を迎えて、個人情報をコントロールする、個

人の権利を保護する必要がでてきました。

1970年代頃、スウェーデン、ドイツ、アメリ

カで個人情報保護に関する法律ができたのです

が、経済がグローバル化するにしたがって国際

的なルールが必要となり、ＯＥＣＤで議論をし

て各加盟国に８原則が勧告されました。日本の

個人情報保護法も、多くはそこで提言された内

容が取り入れられています。しかし直接の動機

は、住民基本台帳の改正です。

2003年５月に制定され、即日施行されました。

ただし公的部門が先行しまして、第４章以下の

民間の個人情報取扱事業者を対象にした権利義

務については、今年４月１日から施行されてい

ます。今日は、個人情報保護法の第１章と、第

４章以下で適用される個人情報取扱事業者の一

般的な権利義務についお話をします。

基本と なる目的

個人情報保護法は、基本となる個人情報保護

法以外に、行政機関の個人情報保護法や独立行

政法人等の個人情報保護法、各地方公共団体の

制定する個人情報保護条例など、個人情報保護

法全体を通した「包括的な基本法」と理解して

よいと思います。

この法律を制定した目的は、高度情報通信社

会を迎えて個人情報があらゆるところで利用さ

れているため、個人情報の取り扱いの適正化を

図るためです。国・地方公共団体の個人情報に

対する責務を明らかにするとともに、個人情報

を取り扱う事業者が守っていかなければいけな

い義務を定めています。つまり 「個人情報の、

有用性を配慮しつつ、個人の権利利益を保護す

ることを目的とする （第１条）ためです。」

したがって「個人情報は、個人の人格尊重の

理念の下に慎重に取り扱われるべきものである

ことにかんがみ、その適正な取り扱いが図られ

」 。なければならない （第３条）とされています

この規定は、憲法第13条の「すべて国民は、
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個人として尊重される。生命、自由及び幸福追

求に対する国民の権利については、公共の福祉

に反しない限り、立法その他の国政の上で、最

大の尊重を必要とする」という条文を意識した

ものだと思います。この理念によって、個人情

報保護法にも「その取扱いに関しても配慮しな

ければいけない」となっているわけです。

用語の定義

個人情報保護法で使われる用語の定義をして

おく必要があります（第２条 。）

とは何か。これは、生きている「個人情報」

個人、生存している個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所など

特定の個人を識別するものすべてが含まれます。

生存する個人ですので、亡くなった方は必要あ

りません。個人の属性、行動、個人に対する評

価、個人の創作した表現、当該個人に関係する

あらゆるものです。文字ばかりではなく、映像、

音声、指紋、血液型も含まれます。個人を識別

する情報はすべて個人情報と考えていいかと思

います。

は、個人情報を「個人情報データベース等」

コンピュータを用いて検索できるように構成さ

れた情報の集合体です。これを「個人情報デー

タベース」と定義づけています。主にコンピュ

ータを指しているわけですが、それだけではな

く、紙に書かれたものでも検索でき、他人によ

って容易に利用できる状態におかれているもの

も含まれます。カルテや学習指導要領、職員名

簿などの情報の集合体も、個人情報データベー

スの概念の中に含まれます。

「個人情報取扱個人情報保護法が適用される

とは、個人情報データベースを事業の事業者」

用に供している事業者で、団体、個人、また非

営利、営利を問いません。年賀状用のデータベ

ースを個人的につくっている方は多いと思いま

すが、これは「事業の用に供する」ものではな

い 「事業の用に供する」場合は個人情報取扱。

事業者になります。使い方によるということで

す。ただし、取り扱う数が5000人を超えない事

業者の場合は、個人情報取扱事業者から外れま

す。5000以下では零細・小規模事業者と言える

ので、いろんな義務を課すことは負担が大きい

ということで外しています。

とは何を指すか。個人情「個人情報データ」

報データベースを構成する個人の情報を言いま

す とは、個人データのう。「保有個人データ」

ち個人情報を取り扱う事業者が開示したり、内

容を訂正したり、追加や削除したりできる権限

を有するものを言います。

個人情報取扱事業者の義務

利用目的の特定

個人情報を取り扱うにあたっては、その利用

目的をできる限り特定しなければなりません

（第15条 。特定した目的以外の利用は、予め）

本人の同意を得る必要があります。同意を得ず

に利用目的以外の利用はできないという「目的

」 。外利用の制限 （第16条）が設けられています

検査目的で採取した血液を、無断でＤＮＡ鑑定

に使うことはできない。

本人の同意が必要のない例外も法律で定まっ

ています。法令に基づく場合では、感染症は医

者が関係機関に届け出る義務が課せられていま

す。また生命・身体・財産の保護に必要と認め

られる場合、本人の同意を得ることが困難な場

合などです。たとえば交通事故に遇って本人が

意識不明の状態に陥り、本人の従来の健康状態

を知る必要がある場合は、それを提供しても別

段、違法ではない。災害時の安否情報も含まれ

ます。尼崎のＪＲ事故の時、これをめぐって議
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論がありましたが、災害時の安否情報を得る場

合、本人の同意を得ることが困難な場合は構わ

ないとなっています。病院によっては、本人の

同意を得なかった場合、報道機関に発表しなか

った病院もありました。全く発表しなかった病

院もありました。法律の解釈によって対応が違

ったのだと思います。

公衆衛生の向上、児童の健全育成推進のため

に特に必要がある場合で、本人の同意を得るこ

とが困難な場合も、目的外に利用することが可

能です。疫学調査情報や児童虐待で、関係当事

者間で情報交換を行ったりすることがあります。

虐待している父親にその情報を知らせることは

問題があります。また本人の同意を得ることが

困難な場合がありますので、そういう時には目

的外に利用しても許されるということです。

国の機関、地方公共団体またはその委託を受

けたものが、法令の定める義務を遂行すること

に協力する必要がある場合で、本人の同意を得

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがある時も、本人の同意なく目的外利用を

行うことができます。コンビニに強盗が入った

場合、特定の個人が写されている防犯カメラの

映像を提供することは、国の機関の事務の遂行

に協力するということで目的外利用にあたらな

いとしています。

適正な所得

個人情報は、適正に取得しなければいけない

と要求されています（第17条 。偽りとか不正）

な手段によって取得してはならない。たとえば

盗み撮りをしたり、録音したりして個人情報を

取得する。年端のいかない判断能力のない子ど

もから、親の情報を聞き出す。こういう情報の

取得の仕方をしてはいけない。

所得に際しての利用目的の通知

個人情報を取得する際には、予めその目的を

公表しておくか、利用目的を本人に通知しなけ

ればいけないことになっています（第18条 。）

この情報はどういう目的で利用するのか、本人

が知りうる状態にするためです。これによって、

利用停止を求めたり、不服申し立てをすること

が可能になります。

利用目的の通知の例外もありまして、本人に

利用目的を通知すると第三者の命とか身体、財

産の権利を害するおそれがある時は、通知する

必要がない。児童虐待に関する情報は、本人に

知らせれば虐待を悪化することも考えられるた

め、例外的に通知しない。利用目的を通知する

ことによって取扱事業者の権利や正当な利益を

害するおそれが生ずる時も、同様です。国の機

関などへの協力も、利用目的の通知は必要ない。

個人情報の取得の状況からして明らかな場合、

たとえばピザ屋さんに出前を頼んで名前と住所

を知らせます。それによってピザ屋さんは個人

情報を取得するわけですが、それは配達のため

という使用目的がわかっているため、利用目的

を通知する必要がないと判断します。

データ内容の正確性の確保

第19条では、利用目的の達成に必要な範囲に

おいて、データの内容が正確かつ最新の内容を

保つように義務づけられています。不正確なま

まデータが利用されますと、個人の権利、利益

が害される場合があります。そういうことがな

いように常に正確である必要があります。

安全管理措置

次に、個人情報、個人データが漏洩、または

滅却しないように安全に管理する、安全管理措

置が定められています（第20～22条 。個人情）

報が漏洩することによって、権利、利益を害す

ることが大きいわけです。またカルテをなくし

たり、一部が欠けたりして情報の一部が失われ

ると、その人の治療に支障を来すことになりま
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すので、そういう意味では安全に十分注意して

管理することが義務づけられています。

個人情報事業者は、従業員や事業を委託して

いる機関に対しても、監督する義務があります。

安全管理措置として、個人情報保護に関する内

部規定を整備し、定期的に点検や見直しをして、

常に安全性を保つ必要があります。

従業員には、雇用する時に守秘義務を課すな

どして個人情報をきちんと守ってもらうように

徹底を図る。常々、研修して遺漏がないように

しておく必要があります。よくデータを持ち出

して紛失することがありますが、こういうのは

論外だと言わざるをえません。ＩＤやパスワー

ドの管理を十分にし、不心得な従業員が持ち出

さないようにしておく必要があります。

外部委託の場合も、委託する事業者は適切か

どうかを見極めて委託し、点検、確認すること

が必要かと思います。

第三者提供の制限

本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供

することは原則として禁止されています（第23

条 。個人情報が第三者に提供された場合、ど）

のように利用されるか全く不透明です。その結

果、個人の権利、利益が失われる重大なおそれ

がありますので、本人の同意を得ずには第三者

に提供してはいけない。個人情報の目的外利用

の一形態ですが、特に第三者への提供を禁止す

ることが定められています。名簿を横流しした

り、通販業者に売却される問題が発生していま

すが、それは第三者提供の禁止の規定に違反す

るということです。これに関しては有名な裁判

例があります。早稲田大学で江沢民の講演会を

開いた時、出席した人の個人情報を警察の求め

られるままに大学が提供して損害賠償を求めら

れた裁判で、被告が敗訴しました。

これも例外は認められています。個人情報の

目的外利用の例外と同じで、人の生命、身体、

財産を保護する場合など 「利用目的の通知」、

の例外と同様なケースでは、第三者への提供が

許されます。

第三者への個人データを提供す場合は、本人

の求めに応じて停止することができる旨を通知

している時に可能となります。たとえば住宅地

図やデータベースの販売業者が、本人がやめて

くれといったらすぐ止めるということを常に公

表している場合は、第三者に提供することがで

きます。これらの業者は、第三者に提供するこ

と自体を事業目的としているため、本人の求め

に応じて停止することがはっきりしている場合

は構わないとなっています。

委託先も第三者になるわけで、委託や合併、

特定の第三者と共同で事業する場合は、第三者

の概念から外れますので、構わない。

保有個人データに関する事項の公表

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関

係する事項を公表しなければいけないことにな

っています（第24条 。情報公開によって保有）

個人データ取り扱いの公正性、公明性を確保す

ることが目的です。ＯＥＣＤの８原則に「公開

の原則 「個人参加の原則」があり、公表を義」

務づけられているわけです。個人情報取扱事業

者は、責任主体を明確化するために、名称と利

用目的を公表しなければなりません。

開示・訂正・利用停止

一方、個人情報を与えた本人には、この情報

に関与できる権利を定めています。保有個人デ

ータの開示義務。当該本人に保有個人データの

開示を求められた時は、本人に対して書面を交

付するとか、場合によっては電話とか、本人が

納得する形で個人データの内容を開示しなけば

ならない。情報公開の一種です。これは個人情

報取扱事業者に対して義務を課すとともに本人

に開示を求める権利を有すると解釈されます。
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この開示も例外的な規定が定められていまして、

先述の「利用目的の通知」の例外と同じように、

個人データの全部、一部を開示しないことがで

きる。本人とか第三者の生命等に何らかの被害

が発生する恐れがある場合や、ガンなどの病で

あることを本人が知ることによって体の状況が

悪くなる場合、開示を求められても開示しなく

ても構わないとされています。また、弁護士は

いろいろな人から相談を受けることで個人情報

を取得するわけですが、この個人情報を本人か

ら求められても、基本的には刑法の秘密保持に

該当するケースですので、例外として開示は必

要とされておりません。

開示要求の他に、本人は、保有個人データの

情報が事実でないという場合に、その訂正、削

除、追加等を求めることができます。この求め

に対して個人情報取扱事業者は調査を行い、そ

の結果に基づいて訂正等を行わなければなりま

せん。また目的外に利用したり、不正に取得し

たことを理由に本人から利用停止や抹消を要求

された場合には、必要に応じて訂正や利用停止、

消去をしなければならないことが定められてい

ます。本人の同意なく第三者に提供していると

いう理由で利用停止を求められれば、それに応

じて行わなければなりません。

個人情報開示等を求める手続きの方法につい

ても定めておくことが可能ですし、開示には手

間隙もかかり、開示要求を濫用する恐れもあり

ますので、実費等の手数料をとることも可能で

す。実費程度が適切で、利益を目的としてやっ

てはいけないと考えられています。

削除を求められた場合、ケースによってはそ

の措置をとらない、異なる措置をとることが、

個人情報取扱事業者に認められています。その

場合は、理由を本人に説明するように努めなけ

ればなりません（第28条 。これは、本人が、）

場合によっては民事的な手続きで訂正要求、損

害賠償要求等ができるようにするためです。

実効性の担保等

さらに、個人情報取扱事業者に取り扱いに対

する苦情を申し出ることができます（第31条 。）

申し出があれば迅速適切に対応しなければなら

ない。苦情処理は、第一義的には事業者ですが、

そこで埒があかない場合には地方公共団体の窓

口、消費者センターとか、国民生活センターに

申し出ることができます。

個人情報保護法に関係する事業を担当する主

務大臣に不服申し立てをし、大臣から事業者に

報告を求めたり、助言したり、是正勧告をした

りして、個人情報保護法遵守義務の実効性を担

保する措置をとっています（第32～34条 。そ）

の他、事業者団体は国の認定を受けて、そこで

苦情処理をする個人情報保護団体をつくること

も可能となっています（第37条 。）

適用除外

主務大臣の報告聴取、助言、勧告、是正措置

命令等については、表現の自由、学問の自由、

信教の自由、政治団体の自由をおかしてはいけ

ないという制限規定を定めています。憲法の

「表現の自由」に定められた基本的人権ですか

ら、主務大臣の規制の対象外です。それと裏表

の関係で、個人情報取扱事業者の個人情報保護

法遵守義務の適用を除外されているものもあり

ます（第50条 。この法律をつくる時 「表現の） 、

自由」を守る立場からの反対が多かったので、

こういう適用除外が設けられました。放送機関、

報道機関、それを業とする個人は、報道の目的

以外で取り扱う場合は、個人情報保護法に規定

されている義務を遵守する必要があります。

しかし、苦情など個人情報について問題が起

こった場合は、自ら必要な措置をとるように努

めなければならないと定められています。遵守
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義務がないからといってすべて自由なわけでは

ありません。場合によっては民事上の問題等が

起こってくることがあるわけです。

労働組合等は、残念ながら個人情報保護法の

例外規定適用団体には入っておりません。労働

組合は政治団体ではないので外れています。政

治団体の取り扱う個人情報は、本人から苦情等

が主務大臣に申し立てられても、主務大臣は是

正命令等を発することはできないことになって

いますので、そういう面から行政庁からの制約

を受けないということだろうと思います。

情報漏洩等の不利益

個人情報が漏洩した場合、どういう不利益が

あるか。個人情報保護法は個人の権利が侵害さ

れないように防止を目的としてつくられた法律

ですから、義務を怠ったことによって損害が発

生した場合は、民法の規定が適用されます。

宇治市の住基ネット事件は、プライバシーに

かかわる権利を侵害したとして、宇治市の議員

３人が原告になり裁判を起こしました。最高裁

で宇治市の損害賠償支払が確定しています。こ

の事件は、宇治市が住民基本台帳を利用して、

乳幼児の健診システムの開発を業者に委託した

ところ、委託先の従業員が21万人の住基データ

をコピーして持ち出し、名簿販売業者に売った

というものです。氏名、住所、年齢はプライバ

シーに属し、保護されなければならない情報で

あるため、宇治市は委託先の監督義務を怠った

ことになります。事業者も損害賠償を負わされ

ました。１人１万円と弁護士料5000円の損害賠

償です。多くの方が損害賠償を求めると賠償金

は莫大になります。信販会社では膨大なデータ

が漏洩したりしていますが、損害賠償請求をし

ていないので助かっているのだと思います。個

人情報を漏洩させることは信用をなくすことに

なるので、事業者はくれぐれも漏洩に注意しな

ければいけないと思います。

個人情報保護法には、漏洩行為を処罰する規

定はなく、主務大臣の措置命令にしたがわなか

った場合にだけ、６カ月以下の懲役または30万

円以下の罰金が課せられます。漏洩者は個人情

報保護法ではなく、刑法で処罰することになり

ますが、漏洩者を刑法で処罰する例は意外に少

ない。なぜかというと、情報は誘拐物ではあり

ませんので、窃盗罪にならない。宇治市の事件

もそうです。データは盗みましたが、自分が持

ち込んだディスクにデータをコピーして持ち出

している。物そのものはとっていないというこ

とで窃盗に該当しないため、刑事罰は問われな

かった。会社のディスクやコピー用紙を使って

持ち出すと、刑事罰の窃盗罪です。

公務員には守秘義務がありますので、情報を

漏洩しますと守秘義務違反の刑事責任が問われ

ます。民間部門は、刑事罰にほとんど問われな

い状況になっています 「個人情報漏洩罪」を。

つくるべきだという声がありますが、そうする

とかえって内部告発を阻害する要因になるので

はないかとか、個人情報保護法をつくった意味

がないという反対意見があって、まとまらない

状況です。

その他、持ち出された個人情報を使うことは

営業秘密を犯すということで、不正競争防止法

によって刑罰を受けるという可能性もあります。

このように、個人情報漏洩は、民事上、刑事

上、不正競争防止法上の刑罰等が考えられます。

個人情報取扱事業者は、個人情報の適正な管

理と取り扱いをしなければならないということ

が、この法律によって定められたということに

なります。

（みうら まさき・京都総合法律事務所弁護士）

＊この文章は、10月19日の学習会で話された内容を編

集したものです。
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