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はじめはじめはじめはじめにににに    

    

    

    

    

１１１１．．．．問題問題問題問題のののの所在所在所在所在    

    企業の相次ぐ個人情報漏えいを未然防止するためには、いかに対策を講じるか。  

個人情報保護法が全面施行され 7 年が過ぎ、個人情報取扱事業者の適正な取り扱いを求める

本法は、事業者の企業活動へ徐々に浸透したかに思われるが、未だ企業からの個人情報の漏え

い事故が後を絶たない。  

 個人情報漏えい事故は、消費者である一般市民が被害者であるため、消費者は漏えい事故を

起こした企業に対して不信感を抱き、それが企業の信用の失墜による業績の悪化へと繋がり、

企業は過大なリスクを負うこととなる。こうした状況から企業を護るため、いかに個人情報漏

えい対策を実施するかが大きな課題となる。  

 企業が業務を遂行し、新商品や新サービスなど、顧客の利便性向上のための提案や、消費者

への有益な様々な企業情報を市民社会に提供していくには、「顧客情報としての個人情報」が

最優先の保護すべき企業財産である。しかし、日常的に報道される個人情報の漏えいに歯止め

がかからない原因の根源は、情報提供者であり、情報利用者でもあり、情報管理者でもある

（個人情報を取り扱う）企業の従事者すなわち「個々人」の個人情報保護に対する意識の低さ

にあると思われる。この個人情報保護に対する意識を醸成させるためには、経営者の意識向上

と従業者教育の継続が重要であり、いかに個人に浸透させていくかが課題となる。企業生命を

も左右する個人情報漏えいを未然に防止するために、情報セキュリティの確保は企業にとって

従来にも増して重要になってきていることを自覚しなければならない。ただし、物理的セキュ

リティ面での情報管理システムは構築できても、人的セキュリティ面での管理システムがうま

く運用できなければ、企業における個人情報の管理は常に不安定な状況となる。 

近年は、「企業の社会的責任」（Corporate Social Responsibility,CSR）の観点から、企業

が自立的にコンプライアンス体制を構築し運用することが求められ、CSR への取り組みが企業

における経営戦略上の重要な要素として経営者に認識されるようになった 1。 

また、近年、IT 技術の発展により、個人情報の漏えい等に関する企業の不祥事が頻繁に起

こり、企業の情報セキュリティは重要性を増し、個人情報漏えいを起こさないことは「企業の

社会的責任」における重要な部分である。企業の信頼を維持するためには、個人情報保護を推

                             
1 堀部正男 編著『プライバシー・個人情報保護の新課題』（高野一彦「従業者の監視とプライバシー保護」） 

商事法務 2010 年 4 月 164 頁 
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進するルールの整備と継続的な改善および従業者教育、セキュリティ対策など、あらゆる側面

から個人情報の管理・徹底を図り、市民社会への「個人情報の安心・安全」の提供を継続する

必要があろう。  

 

２２２２. . . . 研究目的研究目的研究目的研究目的とととと研究上研究上研究上研究上のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ    

プライバシー・個人情報保護法の問題を考える際には、（1）個人情報保護の基礎にあるプラ

イバシー権を理解する必要性、（2）個人情報保護のグローバル・スタンダードを理解する必要

性、（3）個人情報保護法それ自体を理解する必要性が重要という考え方を繰り返し説いてきた

のは、堀部政男教授である 2。 

企業において個人情報の漏えいが頻発する中、これまでの研究において、情報セキュリティ

対策は、物理的セキュリティ、人的セキュリティともに重要であり、特に、人的セキュリティ

対策については、従業者教育、つまり、従業者の個人情報保護意識を徹底することが重要 3とさ

れ、個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第 21 条（従業者の監督）の義務に照らし、従業者

へ安全管理措置の啓発を行ってきた。しかし、現在もなお、人的セキュリティ事故が相次いで

いる状況から、企業の個人情報資産の安全性を確保し、安定したビジネスを展開するために「企

業の信頼を維持する」ことを目的とした施策の提案を行うこととした。 

個人情報保護に関する企業の安全管理措置は、個人データを組織的、人的、物理的、技術的

観点において安全に管理するために、経営層も含めた全員参加型の個人情報保護管理システム

を構築し、かつ継続的な改善を行うことにより、個人情報漏えいを起こさない企業の体質を確

立することである。個人情報漏えいは人的要因によるものが大半であり、企業内では情報セキ

ュリティ意識向上の従業者教育を継続実施しているが、意識向上の効果は把握しにくく、一方

では、同様の事故が後を絶たない 4。企業における、従業者への研修形態の一つとして、まず、

代表者を対象とする教育を行い、次にその代表者がそれぞれの部門において、職場の代表者を

教育するという形で、順次全従業者を教育する方式がある。一方、WBT（Web Based Training）

を活用し、各従業者が自己の都合のよい時間に一定期間までに所定のカリキュラムの習得を完

了するといった方式も多く採用されている。また、研修時には、理解度を平準化した後、具体

的なインシデント事例を参考に議論することにより、情報管理の重要性に関する受講者の認識

                             
2 堀部政男「個人情報保護法の全面施行と私学の対応－この法律をよりよく理解するために-」 

私学経営第 370 号（2005 年）27 頁 

石井夏生利『個人情報保護法の理念と現代的課題』勁草書房 2008 年 5 月 13 頁 
3 岡村久道『個人情報保護法〔新訂版〕』商事法務 2009 年 223 頁 

稲垣隆一『個人情報保護法と企業対応〔新版〕』清文社 2004 年 6 月 341 頁～343 頁 

菅原貴与志『詳解 個人情報保護法と企業法務 第 4 版』民事法研究会 2008 年 10 月 50 頁～51 頁 
4 重住 牧「KYT 手法を応用した参加型教育による情報セキュリティ意識の向上」財団法人 防衛調達基盤整備協会 

（情報セキュリティに関する懸賞論文）2008 年 12 月 3 頁 

http://www.bsk-z.or.jp/kenkyucenter/pdf/20nenndokennshouronnbunnjyushousakuhinn.pdf#search 

（アクセス 2011 年 11 月 11 日）  
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レベルを高めることが有効とされ、「多くの場合、こうした方法で確実に認識レベルは向上する。

5」といった意見がある。 

こうした研修は、管理職への昇進時をとらえて行うと、さらに効果を高める傾向にあり、新

任管理職が研修から職場に持ち帰り、自信を持って職場のセキュリティ管理に臨むことができ、

一般従業者への教育は、彼らから行えば全社的にスピーディに徹底を図るうえで効率的である 6

とされている。しかし、その実態は、社内で定めた規定類の周知、規定に違反した場合の罰則

等、単にマニュアル等の周知を行ったに過ぎず、従業者一人ひとりに至るまでの個人情報保護

に関する意識の徹底ができているか否かは知り得ず、従業者は研修を義務的に受講するという

気配さえ感じられる場合もある。 

筆者は、個人情報保護法施行以前から今日まで、プライバシーマークの取得・維持管理、セ

キュリティ対策等、企業内において個人情報保護の業務に携ってきた。その間、個人情報の紛

失や PC 盗難などによる個人情報漏えいが相次ぎ、その都度様々な物理的セキュリティ対策や従

業者教育を継続実施するなど、あらゆる個人情報漏えい防止対策を行ってきたが、この漏えい

防止対策が真に有効であったかを判断するには疑問を残すところである。 

そこで、本稿ではこれまでの研究に加え、筆者の体験から、企業活動に係る個人情報保護に

おいて、最も重要なセキュリティ対策とは何かを検証したい。 

また、本稿では、広い分野で日本と深い関わりを持ち、目覚しい発展を遂げた中国の個人情

報保護法(草案)を比較検証対象とした。その理由は、今日の日本企業において、中国へのアウ

トソーシングが増加するなか、アウトソースされる業務内容が、研究開発、顧客サポート、本

社の総務・会計等にまで拡大されてきており 7、中国の立法の在り方が、日本企業に大きく影響

を与えると考えるためである。 

アウトソーシングは、業務の発注側では情報の管理やサービス品質を制御できないため、適

切な委託先を選択しなかった場合、様々な問題を生じることがある。委託先での内部統制が確

立していない場合には情報管理の脆弱性をはらみやすく、情報漏えいの温床となりやすい。例

えば、2009 年 7 月に公表された、大手保険会社 A 社からクレジットカード情報が流出した事案

8では、流出件数は 3 万件を超え、不正利用されたケースが 5,000 件を超えた。 

金融庁は、A 社に対して行政処分を行い、保険業法と個人情報保護法に基づき詳細報告を求

めた。その結果、ホストへの ID やパスワードが使いまわしされるなど、委託先におけるずさん

                             
5 岡村久道『企業活動と情報セキュリティ』財団法人 経済産業調査会 2002 年 11 月 32 頁  
6 岡村久道 前掲注 5 32 頁  
7 冨浦英一「日本企業の海外アウトソーシングに関する研究」‐ミクロデータによる分析‐ 

横浜国立大学/経済産業研究所 11 頁～12 頁 2010 年 12 月 

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/10p020.pdf （アクセス 2011 年 9 月 4 日） 
8 Security NEXT http://www.security-next.com/12293 （アクセス 2011 年 9 月 4 日） 
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な管理が判明し、システム開発の委託先である中国企業の社員によって情報が引き出されてい

たことが発覚した。  

日本においては、企業からの情報流出事件が多数起こっていることから、現在では委託先企

業にも厳重な情報管理が求められている。 

中国においては、日本からの委託先企業による情報漏えいのみならず、中国現地企業の情報

漏えいも多発しているが、個人情報保護法が未制定であるため行政処分は課せられていない。

さらに、日本企業から中国企業へのアウトソーシングが拡大する状況にあっては、国内のみな

らず、海外との業務委託においても、正しい個人情報の管理を行うことは、利潤を追求する以

前の企業の基本姿勢として確立しなければならない。 

今後も、日本企業と情報交換が密になると思われる中国企業との経済交流において、日中の

企業活動における個人情報保護に関する問題点を検証し、中国における個人情報保護法の早期

立法化を提言したい。 

 

３３３３．．．．本論文本論文本論文本論文のねらいのねらいのねらいのねらい    

本論文のねらいは、企業に係る個人情報保護の徹底により「企業の信頼性」を持続させるた

め、全社が一体となった個人情報保護管理体制を確立し、個人情報保護法を遵守するための取

り組みを提案することにある。 

個人情報漏えいが消費者の企業評価に与える影響は、単なる評価の下落に留まらず、企業の

存続性をも左右する。企業の代表者および幹部役員は、その企業にとって最も適切な個人情報

保護管理システムやルールを構築・運用する責任を有している。 

個人情報の外部流出に関する「Yahoo!BB 事件」および「TBC 個人情報漏えい事件」において

は、共に個人情報を取り扱う事業者として個人情報の安全対策等の措置を実施すべき高度な注

意義務を負っていたと、個人情報の管理に対する法的責任が追及されている。こういったリス

クを回避するには、JIS Q 15001:2006「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項 9」（以

下「PMS-要求事項」という。）に沿った個人情報保護の管理体制を構築し、運用することが有効

であることから、マネジメントサイクル（PDCA）を廻す仕組みを組込み、実践することにより、

個人情報漏えいを起こさない企業の体質に改善することを提唱したい。併せて、このシステム

を構築したうえで、筆者が考える「最も重要なセキュリティ対策」としての手段を提示するも

のである。 

                             
9 事業者が業務上取り扱う個人情報を安全で適切に管理するための標準となるべく、財団法人日本規格協会の原案により

策定された日本工業規格の一つである。この規格では、事業者が保有する個人情報を把握し、取得や利用に先立ち個人

情報の本人から同意を得ること、事業者が個人情報保護のための組織を設けること、その体制を見直し改善すること、

そしてこれらを実践するためのシステム（個人情報保護マネジメントシステム）を持つことなどを求めている。 
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４４４４．．．．本論文本論文本論文本論文のののの構成構成構成構成    

 本論文は、第 1 章から第 6 章で構成している。 

第 1 章では、個人情報保護法立法の国際水準を示し、日本における個人情報保護法立法化の

背景と構成、中国個人情報保護法（中国では“草案”）立法化の必要性および草案の構成を説明

している。                     

第 2 章では、日中の個人情報保護法の概要を比較検証し、共通点・相違点を説明し問題点を

提起する。中国においては、個人情報の不適切な取り扱いが頻発している状況下において、個

人情報保護法施行の一刻も早い必要性を述べる。 

また、中国企業の個人情報保護活動において、事業者の自主規制の取り組みの重要性につい

ても検討する。 

第 3 章では、企業活動に係る個人情報保護において有効である「PMS-要求事項」の企業にお

ける活用の実態について述べる。これにより、プライバシーマークを認証取得することが可能

であり、企業における個人情報保護に関する信頼性が獲得できる制度である。中国においては、

既に大連において、日本のプライバシーマークとの相互認証協定が締結されており、今後、中

国全土への普及拡大が期待されていることにも触れる。 

第 4 章では、企業活動に係る個人情報保護の実態分析から、個人情報保護意識醸成のための

取り組みとして、最重要課題が人的セキュリティ対策すなわち従業者教育であることを検証す

る。また、筆者の経験的考察として、企業内における個人情報漏えい事故の責任の所在を明ら

かにするとともに、個人情報保護対策を紹介し、その実態が今後もなお個人情報漏えいの危険

性が潜んでいることを否定できないことに言及する。 

第 5 章では、日本における代表的な個人情報漏えい事件に関する判決を分析する。 

Yahoo!BB 事件では、事業者の「不正アクセス防止懈怠と注意義務違反」を追及している。個

人情報を取り扱う企業活動においては、不正アクセスを防止するための相当な措置を講ずる義

務があり、事業者がこの義務を怠ったために発生した事案である。また、TBC 個人情報漏えい

事件では、インターネットを利用して個人情報を収集、管理していた事業者が個人情報を流出

させた場合の法的な責任が問題となり、事業者の「使用者責任」を追及している。 

中国においては、個人情報保護法が未制定であるが、後に（第 5 章第 2 節）述べるとおり、

刑法 253 条の 1 に基づき処罰された例があること、中国の個人情報保護法の立法化に対する社

会的要求が益々高まっている現状について紹介する。 

第 6 章では、日中両国の個人情報保護に関する現状および法規制に関する問題点と今後の課

題を提起し、両国とも企業活動に係る個人情報の正しい取り扱いのもと、人的セキュリティを

確保し、個人の権利利益を保護するとともに企業の信頼性を維持・向上することを提起したい。 
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第第第第１１１１章章章章    

個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法のののの立法化立法化立法化立法化    

 

 

 

 

第第第第１１１１節節節節    個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法立法立法立法立法のののの国際水準国際水準国際水準国際水準    

    

プライバシーや個人情報の保護に関する問題を考えるにあたっては、国際的な視野が必要で

あり、また、個人情報保護に関する国際水準を考慮する必要がある。 

欧米諸国においては、1970 年代にプライバシー法・データ法が相次いで制定されるようにな

り、これらの法律の中には、個人データの国外での処理を制限する条項を設けているものがあ

る。ただし、この制限条項は、自国民のプライバシー保護には役立つが、他面において諸国間

の情報の自由な流れを妨げるという弊害ともなる。また、プライバシー保護ないしデータ保護

を目的とする法律は、たとえ制限条項を持たなくとも、データの国外における処理に関して規

制的な要因を含んでいる。 

上記のような制限条項を有する法律の制定国はヨーロッパに集中していた。このことは、情

報産業で圧倒的に優位を占めているアメリカにとっては、大きな脅威となった。アメリカには、

全地球的な規模の通信ネットワークを有する企業が存在し、それら企業は、ネットワークを通

じてヨーロッパの市場を席巻している。そのため、プライバシー保護法は、アメリカの経済的

利益を侵害する危険を生み出し、アメリカとヨーロッパ諸国との間で利害が対立するようにな

ったことから、この利害対立の調整を委ねられたのが OECD10である。OECD は 1978 年の初めに、

「国際データ障害とプライバシー保護専門家グループ」という新しいアド・ホック 11のグルー

プを設置し、個人データの国際流通と個人データおよびプライバシーの保護についての基本的

ルールに関するガイドラインを作成するように指示した。 

OECD はこの専門家グループの作業をもとに 1980 年 9 月 23 日に「プライバシー保護と個人デ

ータの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」（以下「OECD 勧告」という。）を

採択した。 

                             
10 OECD（経済協力開発機構）はヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め 30 ヶ国の先進国が加盟する国際機関で、国際マク

ロ経済動向、貿易、開発援助といった分野に加え、最近では持続可能な開発、ガバナンスといった新たな分野について

も加盟国間の分析・検討を行っている。 
11 特定の目的のために委員会などが設置されること。 
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 このガイドラインは、個人識別情報である「個人データ」を対象としたルール、すなわちそ

の流れおよび内容に対する 8 原則（後記参照 23 頁）を宣言した。この 8 原則は、「ほぼ各国の

法律を集約したもの 12」、「1970 年代に制定された個人情報保護法の最大公約数的保護原則 13」

であるとされ、現在においても「民主主義国家における保護法の共通原則14」、「個人情報保護

に関する事実上の世界標準 15」と言われており、個人情報保護法を考える際には、必須の基本

原則である。 

また、この理事会勧告はプライバシー保護の国際水準を示したものとして各国の法制の基礎

となり、わが国においても、プライバシーをどのようにして保護するかを国レベルで検討する

契機の一つになっている16。次の表は、OECD 加盟各国 30 カ国の個人情報の保護に関する法律で

ある。 

 

表 1 OECD 加盟 30 カ国の個人情報保護法 17 

 

国    名 

 

適用部門 

 

制定年 

 

法     律   名 

スウェーデン 公  民 1973年 データ法(1998年に新法) 

フィンランド 公  民 1987年 個人データファイル法(1999年に新法、2000年改正) 

デンマーク 公 1978年 公的機関におけるデータファイルに関する法律 

 民 1978年 民間機関におけるデータファイルに関する法律 

 公  民 2000年 個人データ取扱法 

ノルウェー 公  民 1978年 個人データファイルに関する法律 

フランス 公  民 1978年 
データ処理・データファイルおよび個人の自由に関する法律（2001年7月改正法

案閣議決定） 

オランダ 公  民 1988年 個人データ保護法（2000年に個人データ保護法） 

オーストリア 公  民 1978年 個人データの保護に関する連邦法律（2000年にデータ保護法） 

ドイツ 公  民 1977年 
データ処理における個人データの濫用防止に関する法律（データ保護法）（1990

年に改正）（2001年改正法） 

ベルギー 公  民 1992年 個人データの処理に係るプライバシーの保護に関する法律（1999年に新法） 

ルクセンブルグ 公  民 1979年 電子計算処理に係る個人データ利用規制法（2002年に改正法） 

スイス 公  民 1992年 データ保護法 

スペイン 公  民 1992年 個人データの自動処理の規制に関する法律（1999年に改正法） 

                             
12 石井夏生利 前掲注 2 348 頁 

行政情報システム研究所編『世界の個人情報－データ・プライバシー保護をめぐる諸外国の動向』ぎょうせい 1989 年

289 頁 
13 石井夏生利 前掲注 2 348 頁 

堀部政男「個人情報保護法制の国際比較－民間部門を中心として－問題提起：シンポジウムの趣旨」 

比較法研究第 64 号 2003 年 5 頁 
14 堀部政男 前掲注 13 5～6 頁 
15 石井夏生利 前掲注 2 348 頁～349 頁 

新保史生『プライバシーの権利の生成と展開』成文堂 2000 年 284 頁 
16 堀部政男『プライバシーと高度情報化社会』 岩波新書 1988 年 65～67 頁 

17 個人情報保護法の考え方 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/006/shiryo/04080202/003.htm

参考資料 2-1（2004 年）(アクセス 2006 年 4 月 14 日) 
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ポルトガル 公  民 199１年 個人データ保護法（1998年にデータ保護法） 

イタリア 公  民 1996年 個人データ処理に係る個人および法人の保護に関する法律 

ギリシャ 公  民 1997年 個人データ処理に係る個人の保護に関する法律 

イギリス 公  民 1984年 データ保護法（1998年に新法） 

アイルランド 公  民 1988年 データ保護法（2003年改正） 

アイスランド 公  民 1981年 個人データファイルに関する法律 

ポーランド 公  民 1997年 個人データ保護に関する1997年8月29日の法律（2002年、2004に改正法） 

チェコ 公  民 1992年 情報システムにおける個人データ保護法（2000年に個人データ保護法） 

ハンガリー 公  民 1992年 個人データ保護および公共データ公開に関する法律 

スロバキア 公  民 1992年 情報システムにおける個人データ保護法（2002年7月3日法） 

アメリカ 民 1970年 公正信用報告法 

 公 1974年 プライバシー法 

 民 1984年 ケーブル通信政策法 

 民 1986年 電子通信プライバシー法 

 民 1988年 コンピュータ・マッチングおよびプライバシー保護法 

 民 1988年 ビデオプライバシー保護法 

 民 1998年 子どもオンライン・プライバシー保護法 

カナダ 公 1982年 プライバシー法 

 民 2000年 個人情報保護および電子文書法 

オーストラリア 公  民 1988年 プライバシー法（1990年に改正で信用報告に適用） 

   （2000年にプライバシー修正（民間部門）法） 

ニ ュ ー ジー ラ ン

ド 
公  民 1993年 プライバシー法 

公 1993年 公共機関における個人情報保護に関する法律 
韓国 

民 1995年 信用情報の利用および保護に関する法律 

日本 公 1988年 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律 

 公  民 2003年 個人情報の保護に関する法律 

 公 2003年 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（1988年法の全面改正法） 

 公 2003年 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

  

これらを見ると、欧米諸国では、1970 年代初頭から個人データないしプライバシーを保護す

ることを目的とする法律が制定され、日本の個人情報保護法制は欧米諸国からすると、相当年

数遅れてようやく国際水準に並ぶべく第一歩を踏み出したことになる。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法    

    

１１１１．．．．個人情報保護法立法化個人情報保護法立法化個人情報保護法立法化個人情報保護法立法化のののの背景背景背景背景    

日本の個人情報保護法が成立するまでの経緯を説明すると、1970 年代後半に入り、情報化社

会の発展に伴い、プライバシー・個人情報の保護が重要な課題として注目され、1980 年に「OECD
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８原則 18(後記参照 23 頁)」が採択されたことを踏まえ、日本でもこの内容に基づいた法整備が

急務となった。1981 年には行政管理庁で「プライバシー保護研究会」が開催され、OECD 勧告に

基づく新たな立法の必要性が提言された。また、その時期、臨時行政調査会において、国の行

政機関の個人情報保護対策問題について検討を重ね、立法の必要性が報告されている。その後、

1988 年に公的部門のみを対象とする「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保

護に関する法律」が制定されたが、民間部門をも対象とした一般法は存在しなかった。 

1994 年 8 月、内閣に「高度情報通信社会推進本部」が設置され、高度情報通信社会の構築に

向けた施策を総合的に推進することとなった。同本部では、取り組み施策の１つとして、電子

商取引の推進が取り上げられ、1998 年 6 月には本部に設置された「電子商取引検討部会」にお

いて報告書 19がまとめられ、その中で、取引の安全性、信頼性の確保との関わりにおいて、プ

ライバシー保護の必要性が指摘されている。 

また、1999 年には電子商取引等に関する個人情報保護への要請とは別に、住民基本台帳法の

一部改正 20に際して、内閣総理大臣から「民間部門をも対象とした個人情報保護に関する法整

備を含めたシステムを速やかに整える」旨の答弁が行われたことが直接の契機となり、政府に

おいて、民間部門における個人情報保護法の法制化作業が行われることになった。 

政府は、個人情報保護法制の制定に向けて、2000 年 2 月、高度情報通信社会推進本部に「個

人情報保護法制化専門委員会」を設けて初会合を開催し、10 月 11 日には「個人情報保護基本

法制に関する大綱」が策定された。政府はこの大綱に沿って立案作業を進め、2001 年 3 月、第

151 回国会に個人情報保護法案を提出した(旧法案)。しかし、この法案に対しては、提出準備

中から報道関係者、著述関係者等から主務大臣の介入に対する強い警戒感、表現の自由への脅

威が示されて継続審議とされ、結局 2002 年、与党は修正要綱を出し、旧法案は第 155 回国会

で再審議されたものの、同年 12 月 13 日には審査未了廃案とされた 21。 

2003 年に成立した個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）は、こ

れらの経緯を踏まえ、旧法案に修正を施して第 156 回国会に提出された政府提案が立法化され

たものである。修正点は、第 1 に旧法案で万人の努力義務として定めていた 5 つの基本原則を

削除したこと、第 2 に報道機関に情報を提供する個人情報取扱事業者についても表現の自由を

妨げることのないよう、主務大臣が関与しないことを明確にしたこと、第 3 に報道の範囲が恣

意的に判断されることがないよう、報道の定義を条文に明記したこと、第 4 にフリージャーナ

リスト等の不安・懸念に配慮し、義務規定の適用除外となる報道機関に個人も含まれることを

                             
18 「OECD 勧告」の中で記述されている 8 原則 
19 高度情報通信社会本部 電子商取引検討部会報告書「電子商取引の推進に向けた日本の取組み」1998 年

http://www.kantei.go.jp/jp/it/commerce/980622honbun.html （アクセス 2011 年 9 月 18 日） 
20 住民基本台帳ネットワークシステムを創設するもの。 
21 稲垣隆一 前掲注 3 4 頁～5 頁 
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明確にしたこと、第 5 に著述を業として行う者についても、大量の個人情報を取り扱う可能性

があるとの認識に立ち、これを義務規定の適用除外とすることを明確にしたことである。 

こうして個人情報保護法は、2003 年 5 月 23 日に成立し、5 月 30 日に公布され、同日、個人

情報取扱事業者の義務等を定めた第 4 章から第 6 章まで、および附則第 2 条から第 6 条までの

規定を除いて施行された。これら除外された部分は、2005 年 4 月 1 日に施行された 22。 

 

２２２２．．．．個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法のののの構成構成構成構成 

わが国の個人情報保護法は、第 1 章から第 3 章の官民双方に適用される基本法部分と、第 4

章から第 6 章の個人情報取扱事業者に適用される民間部門を対象とした一般法部分で構成され

ている。 

 同法第１章は、目的、定義、基本理念を定めた個人情報保護の基本目標の条項である。同法

第 1 条においては、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念および政府による基本方針の作

成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国および地方公共団体の責

務等を明らかにしている。また、同時に個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、

事業者が個人情報の有用性に配意しつつ個人の権利利益を保護することを目的としている。す

なわち、この法律は「個人情報の有用性と個人の権利利益の保護」の調和を図るべきことを明

らかにしたものである。 

同法第 2 章は、国および地方公共団体の責務等について、施策の策定および実施すべき事項

を定めている。 

同法第 3 章においては、政府が個人情報保護に関する施策を総合的かつ一体的に進めるため

に、（1）個人情報保護に関する基本方針を定めるべきこと、（2）国の施策として、地方公共団

体の支援や苦情処理体制の整備、民間事業者による個人情報保護に必要な措置の整備、（3）地

方公共団体の施策として、保有個人情報の保護、区域内事業者への支援、苦情処理の措置、国

および地方公共団体の相互協力関係等を定めている。 

 同法第 4 章は、個人情報取扱事業者の義務として民間事業者を対象とした個人情報保護に関

する一般法であり、一部の小規模事業者を除く事業者を個人情報取扱事業者とし、個人情報の

取り扱いに関する各種の具体的義務や努力義務を定めている。同法第 5 章は、放送機関等の個

人情報取扱事業者に課される第 4 章の義務規定の適用除外などを、同法第 6 章においてはこの

法律に違反した場合の罰則について規定している。 

                             
22 稲垣隆一 前掲注 3 5 頁 
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 個人情報保護法は、法律の範囲内において個人情報の利用を過度に制限することなく、事業

活動に役立てることを認めている。つまり、個人情報を利用することを認めつつも、その取り

扱い方を規制し、個人の権利利益とのバランスをとることを意図している法律であるといえる。 

 

 

第第第第３３３３節節節節    中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法    

    

中国においては、中国社会科学院法学研究所が国務院関連部門の委託を受けて、2006 年に「中

華人民共和国個人情報保護法（専門家建議稿 23）」（以下「草案」という。）を起草したもの

の、本稿作成時点でも法制化されておらず、現在も関連部門が「個人情報保護法」立法化に向

けて検討を行っている状況である。 

 

１１１１．．．．中国現行法中国現行法中国現行法中国現行法でのでのでのでの個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護            

（（（（1111））））憲法憲法憲法憲法によるによるによるによる個人個人個人個人ののののプライバシープライバシープライバシープライバシー権保護権保護権保護権保護 24    

現在、中国現行法での個人情報保護は以下のように規定されている。 

 憲法による個人のプライバシー権保護は、第 38 条において、「中華人民共和国の公民の人格

の尊厳は侵されない。いかなる方法であろうと、公民を侮辱、誹謗、誣告して陥れることを禁

止する。」と定めている。本条は、個人情報の権利の直接の本源であると言うことができ、「プ

ライバシーの保護」という文言が明確に現れてはいないが、実質的に上述の権利の保護を通し

て、公民個人のプライバシーは侵されない。同じ道理で、憲法第 39 条 25と第 40 条 26も中国の個

人情報の権利の直接的な憲法の拠り所とみなすことができる。その他、憲法第 41 条 27、第 51

条 28と憲法修正案第 24 条 29も、個人情報の権利の憲法による間接的な保護についての拠り所と

                             
23 国務院情報化弁公室が 2003 年に中国社会科学院に依頼したもので、中国社会科学院法学研究所の研究員で中国法学会 

情報法学研究会・副会長の周漢華教授が率いる専門家チームが 2 年間をかけて完成したもの。専門家による提案稿であ 

るが、草案と訳した。 
24 周漢華『中華人民共和国 個人情報保護法(専門家建議稿)および立法研究報告』39 頁（法律出版社 2006） 
25 中華人民共和国の公民の住居は侵されない。公民の住居に対する不法な捜査または侵入はこれを禁止する。 
26 中華人民共和国の公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全または刑事犯罪捜査の必

要上、公安機関または検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行なう場合を除き、いかなる組織または個    

人も、その理由を問わず、公民の通信の自由および通信の秘密を侵してはならない。 
27 中華人民共和国の公民は、如何なる国家機関または公務員に対しても、批判および意見を提出する権利を有し、いか

なる国家機関または公務員による違法行為・職務怠慢に対しても、関係の国家機関に不服申し立て、告訴または告発す

る権利を有する。但し、事実を捏造または歪曲して誣告陥害してはならない。公民の不服申し立て、告訴または告発に

対しては、関係の国家機関は事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。国家機関または公務員によって、

公民の権利を侵害され、損失を受けた者は、法律の規定に従い、賠償を受ける権利を有する。 
28 中華人民共和国の公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適

法な自由及び権利を損なってはならない。 
29 国家は、理想教育、道徳教育、文化教育、規律・法制教育の普及を通じ、都市と農村の各分野の大衆の間で各種の規

則・公約を制定、実行することにより、社会主義的精神文明の建設を強める。国家は、祖国、人民、労働、科学及び社

会主義を愛する公衆道徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義と国際主義、共産主義の教育を進め、弁証法的唯物

論の教育を行い、資本主義的、封建主義的及びその他の腐敗した思想に反対する。 
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みなすことができる。 

（（（（2222））））法律法律法律法律によるによるによるによるプライバシープライバシープライバシープライバシー権保護権保護権保護権保護 30 

現在、中国の法律規定について概観すると、法律法規の中に「プライバシーの権利」という

文言は見当たらず、更に「プライバシー」の語句が付いた法律や、「個人情報保護」を付記した

法律法規もない。中国におけるプライバシーの法律は、概ね次の三つの面に関連している。 

 

①人格面でのプライバシー   

『中華人民共和国民法通則』第 101 条は、「公民及び法人は名誉権を有し、公民の人格の尊厳は

法律の保護を受け、侮辱、誹謗などの手段で公民及び法人の名誉を損害することを禁止する。」

と定めており、この条文の規定は憲法第 38 条の民法領域での具体的体現である。続いて最高人

民法院（日本における最高裁判所に該当する）で可決された『「中華人民共和国民法通則」の徹

底実施に係る若干の問題に関する意見（試行）』 31では更に次のように説明している。 

「書面、口頭などの方法で、他人のプライバシーを公開したり、事実を捏造して他人の人格を

傷つけたり、侮辱、誹謗などの手段で他人の名誉を傷つけることは、公民の名誉権を侵害する

行為と認定されなければならない。」また、最高人民法院審判委員会第 579 回会議では、特別に、

法院（裁判所）が名誉権事件をいかに審理するかについて、最高人民法院『名誉権事件の審理

に係る若干の問題に関する解答』 32を可決し、全国各クラスの法院が名誉権侵害によりもたら

す賠償の額と範囲などについて解答した。 

このほか、刑法第 246 条第 1 項は、「暴力又はその他の方法で他人を侮辱あるいは事実を捏

造して他人を誹謗し、内容が重大である場合は、3 年以下の有期懲役、拘留、監視または政治

権利剥奪に処する。」と定めている。加えて、婦女子が相対的に弱い地位にあることを考慮し、

『中華人民共和国婦女権益保護法』（1992 年）第 39 条において、「婦女の名誉権と人格の尊厳

は法律の保護を受ける。侮辱、誹謗、プライバシー公開などの手段で婦女の名誉と人格を侵害

することを禁止する。」と定め、『中華人民共和国未成年者保護法』では、全ての未成年者の人

格の尊厳を尊重し、その人格を侮辱してはならないと定めている。 

 

②個人情報面のプライバシー 

                             
30 周漢華 前掲注 24 40 頁 
31 最高人民法院は、1988 年 4 月 2 日に公布した「中華人民共和国民法通則」を貫徹・執行するための若干の問題に関す

る意見(施行)で精神的損害に対する金銭賠償をはじめて認めた。 
32 最高人民法院は、1993 年 8 月 7 日に公表した「名誉権事件を審理するための若干の問題の解答」第 10 問の解答にお

いて、「公民、法人がその名誉権が侵害されたため賠償を求めた場合、加害者はその不法行為によりもたらされた財産

損失を賠償すべきである。公民が精神的損害賠償をさらに求める場合、人民法院は加害者の過失の程度、不法行為の具

体的内容被害者に与えた精神的損害の効果等に基づき、その金額を斟酌できる」と規定した。このように、最高人民法

院は、「民法通則」第 120 条にいう「損失の賠償」が財産的損害の賠償と精神的損害の賠償を含んでいると明確に認

めた。 
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郵便物と電子メールのプライバシーにおいて、『中華人民共和国刑法』第 252 条は、「他人の

信書を隠匿、破棄または不法に開封して、公民の通信の自由の権利を侵し、経緯が重大な場合

は、1 年以下の懲役または拘留に処する。」と定め、『中華人民共和国郵政法』第 4 条では、「通

信の自由と通信の秘密は、法律の保護を受ける。国の安全または刑事犯罪捜査に必要で、公安

機関、国の安全機関または検察機関が法律の定める手順に基づき通信を検査する場合を除き、

いかなる組織または個人であろうと、その理由を問わず、他人の通信の自由と通信の秘密を侵

してはならない。」と定めている。 

健康医療情報のプライバシーにおいては、1988 年に、衛生部が公布した『医療関係者医徳（医

者が備えるべき品徳）規範および実施方法』の中で、医療関係者に、「病人の医療秘密を守り、

保護的医療を実施し、病人のプライバシーと秘密は漏洩しない」ように要求している。 

1999 年 5 月 1 日に施行した『中華人民共和国医師開業法』では、医師は治療中に得た健康情

報を公表してはならず、これに違反した者は、刑事責任を追及されなければならないと定めて

いる。しかしそれにもかかわらず、病人情報の漏洩が度々発生しており、そのため衛生部と国

の中医薬管理局は、2002 年に『医療機関カルテ管理規定』を制定し、医療関係者以外は勝手に

当該患者のカルテを調べてはならないとしている。 

また、預金者情報のプライバシーにおいて、『中華人民共和国商業銀行法』第 6 条では、「商

業銀行は、預金者の権利利益は、いかなる機関や団体からも侵害を受けないよう保障しなけれ

ばならない。」と定め、銀行の内部規則にも、顧客のプライバシーについて規定している。例え

ば『中国工商銀行従業員行為規則』では、従業員は「顧客の秘密を厳守し、顧客が提供した情

報資料について、秘密を守る義務があり、顧客の権利利益を守らなければならない。また、顧

客が提供することに同意した情報を除き、従業員は顧客情報を勝手に公表してはならない。」と

定めている。その他、未成年者情報のプライバシーでは『中華人民共和国未成年者保護法』第

30 条で「いかなる組織や個人であろうと、未成年者個人のプライバシーを公表してはならな

い。」と定めており、さらに第 31 条では、「未成年者の信書は、いかなる組織や個人であろうと、

隠匿、破棄してはならない。犯罪捜査に必要で、公安機関または人民検察院が法律の定めに基

づく手順で捜査する場合、または行為能力がない未成年者の信書を、その父母もしくはその後

見人によって開封する場合を除き、いかなる組織や個人であろうと開封してはならない。」と定

めている。 

 

③ 個人の私生活に関するプライバシー 33 

個人の私生活に関するプライバシーには、中華人民共和国住民身分証、婚姻、家庭面のプラ

                             
33 周漢華 前掲注 24  46 頁 
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イバシー、服役犯罪者のプライバシー保護等があり、档案 34（だんあん）、統計面に関するプラ

イバシーは『中華人民共和国統計法』により定めている。公民個人の档案は、公民の私生活上

で最も重大な個人情報を記録しているため、厳格な法体制で、自分の档案が不法に利用されな

いよう保護してほしいというのが、公民すべての希望であろう。しかし、自分の档案を照会す

るメカニズムに欠けているため、多くの人が、出生してから死亡するまで自分の档案を見るこ

とがなく、このことでいくつか誤りがあっても修正できないというのが実情である。 

 

このように、中国における個人情報保護の現状は、法律の規定がバラバラで無体系であり、

保護範囲も狭く、統一した執行メカニズムと機関が不足している。 

 

２２２２．．．．中国個人情報保護法中国個人情報保護法中国個人情報保護法中国個人情報保護法立法化立法化立法化立法化のののの必要性必要性必要性必要性    

『中華人民共和国個人情報保護法（専門家建議稿）および立法研究報告』によれば、中国の

「個人情報保護法の立法化の必要性」が次のように説明 35されている。    

 現在の中国社会においては、情報技術の発展に伴い、政府や政府機関以外の機関においても

大量の個人情報を収集・保存するが、その個人情報については不正取得や不正使用が多く、ま

た、改ざんされることも多い。このような不正行為が、個人の生活や、生命、財産の安全を脅

かすこととなり、その結果、人々は情報処理の拒否や、虚偽の情報を提供する可能性さえもあ

る。このような現象が常態化すれば、情報の自由な流通を制約し、市場経済への悪影響も考え

られることから、立法による個人情報保護制度の確立が急務である。 

個人情報の侵害としては次のような例があげられる。政府関係部門が職権の範囲を超え、あ

るいは非政府関係部門がその業務目的の範囲を超えて個人情報を収集利用する事象が見られる。

例えば、学校において、テレビ監視システムが備えられ、学生の行動をすべて監視しているな

どがその事例にあたる場合がある。また、ある地域では、電子カード等の作成時、100 項目を

越える個人情報を取得しており、その個人情報が改ざん、濫用されるなど、また、最近では他

人の電子メールアドレスを販売する行為も見られるようになった。その他、電子商取引の面に

おいてもその過程で多くの消費者の個人情報が業者に集められることから、消費者は個人情報

の安全を危惧してネット取引を断念する場合もあり、この状況は中国の電子商取引の発展を制

約している。 

このような個人情報の不正取得や処理は人々の信用を失うだけでなく、処理する情報が事実

と適合せず、情報化の本来持つべき価値を失うこととなり、更に、個人の権利利益が損なわれ

                             
34 （所属する職場・機関・団体の人事部門が保管する）個人の身上調書、行状記録。正式には「人事档案」という。（小

学館「中日辞典」より） 
35 周漢華 前掲注 24 34～37 頁 



17 

るだけでなく、中国の情報化の進展が妨げられる。中国の情報化に関する法律体系の構築につ

いては、一層の検討が必要であるが、個人情報保護法が、その中の基盤となる法律の一つであ

り、個人、企業、政府、三方の良好な相互作用関係を構築する最も重要な部分である。個人情

報保護法の制定は、必ずや中国の情報化に関する法律体系全体の構築を推進することになるで

あろうと考えられている。 

草案について、人民日報紙上で中国社会科学院周漢華教授は「他人の名誉、権利を侵せば、

現在の法律では民事責任を問われる。もし個人情報保護法が正式に公布されれば、他人の情報

を侵害すると、民事責任はもちろん、行政責任あるいは刑事責任を問われることになる。草案

には、個人の携帯電話番号、住所、医療機関における患者情報、職業状況がすべて法律で保護

される範囲に入っている。」また、国務院情報化弁公室政策規画チームの欧陽武副司長は「信

用システムを構築するには、消費者の信用情報の収集が不可欠であり、そうなると、必然的に

個人情報の保護問題に関わってくるため、いかに双方のバランスをとるかが問われる。国務院

情報化弁公室は、信用システムをより整備するため、個人情報保護法の研究および制定を行な

っている。中国社会科学院の関連資料によると、携帯やインターネットを使った個人情報の侵

害事例が多くなっている。個人情報保護法が設立された国は、世界で 50 ｶ国以上に達し、個人

情報保護法は一日も早く施行すべきだ。」と指摘している 36。 

また、筆者が 2008 年に行った、草案の作成者である「中国社会科学院法学研究所の周漢華

教授への聞き取り調査 37」は、以下の状況であった。 

 

Ｑ1．草案完成後 2 年が経過しているが、施行していない理由および中国個人情報保護法立法の

見通し。 

Ａ．中国の立法は長期間を要している。電信法は公布するまでに 25 年もの歳月を費やした。 

     独占禁止法も長期間検討をしているが、未だ公布できていない。個人情報保護法は､作成

開始から 4 年であり、検討に長期間を要すと思われる。 

   また、中国では他に立法待ちが 50 位あるが、全国人民代表大会での審議は年一度のため

皆待っている状況である。その他の理由としては国家機関の移転が予定されており、その

準備に追われて落ち着かない状況であることも起因し、立法機関は、集中的にやろうとし

ていることが実状である。 

 

                             
36 人民日報 2007 年 11 月 15 日付記事 
37 2008 年 9 月 17 日実施。拙著 

「中国個人情報保護法草案の検討状況－草案の内容と課題-」岡山大学社会文化科学研究科紀要             

第 27 号（2009 年）225 頁 
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Ｑ２．中国の一般市民は、海外の個人情報保護法が施行されている国々と、未施行の中国との

相違をどのように受け止めているのか。また、草案の作成にあたり、特に配意した点に

ついて。 

Ａ． 中国人民日報の調査では、90%の人が個人情報を侵害されたことがあると答えたが、イン

ターネットも最近のもので一般市民の意識は低い。個人情報保護法に携わる機関は中国

社会科学院法学研究所のみであり、一般市民は海外の状況をあまり認識していないのが

実状である。草案作成にあたり、特に配意した点は、個人情報の侵害を防ぐために、個

人情報保護に関する処罰を 7 回の審議にわたり検討し、法律で規定することを全員一致

で可決した。 

 

Ｑ３．業界の自主規制について、立法報告書では、「中国においては個人情報の保護制度が初歩

段階にあるため、確立にはかなりの時間を要し、国外の状況を参照したうえ、中国の現

状を総合的に判断する。」としているが、日本のブライバシーマーク制度に相当する、何

らかのシステムに基づく個人情報の保護を確立する予定があるか。 

Ａ．  草案の中では日本を参考として提案しているが、中国では中小企業が非常に多く、中小

企業は、会社を設立しても短期間で閉鎖し、すぐに次の場所で別の会社名で開業すると

いったケースが日常的に見られる。このような状況下において、中小企業がいかにルー

ルを守るかが大きな課題であり、中国の企業活動に大きく影響されると考えられるため、

日本のプライバシーマークのような制度をどこまで取り入れるか検討している。日本の

様な正式なやり方を実施するのは非常に難しいと思われる。 

 

Ｑ４．政府機関以外の個人情報取扱事業者の個人情報保護に関する認識。 

Ａ． 政府機関以外の個人情報取扱事業者は、今のところ認識が低いと考えられるが、そのう

ちに徐々に認識が高まってくると思われる。中国企業は、日本や欧米とは距離があり、

また、中国企業の中に、個人情報の保護を推進する役割を担う者が存在しないという現

状である。個人情報の取り扱いはすべての業界が対象となることから課題は大きい。 

 

Ｑ５．中国の個人情報侵害に関する判例について 

Ａ． 中国においては、個人情報保護法が存在しないため、現在のところ判例も存在しない。

また、プライバシーで裁いた判例もなく、研究者も、新聞等の事件の記事で個人情報の

侵害にあたるかを分析している状況である。 

 

近年、中国においても営業目的のテレマーケティングが日常的に行われ、例えば、出産後間
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もない時期に、筆の製造業者から「新生児の髪の毛で記念の筆を作らないか。」また、車を購入

すると、「保険に加入しないか。」等、まるで、生活の実態を見ていたかのように、タイムリー

に勧誘の電話がかかってくる状況がある。それも、しつこく、様々な会社名を名乗り、多い時

には１ヶ月に 200 回程度電話がかかってきたという実例がある。電話を受ける側は、自分の名

前や近況をどこで知り得たのか、個人情報に対する不安が非常に大きい。業者は個人情報を販

売目的で収集し、同じ業種の「多数の者」に販売し、また、夜店では企業の秘密情報までも平

然と並べて売っている 38。また、日経コミュニケーション ITpro39の記事によると、上海で企業

活動を続ける日系企業 A 社の役員に、会社の顧客名簿を 2,000 元で売ってもらえないかという

依頼の電話があった事例も紹介されている。日本でも名簿業者に情報が販売される事件が発生

しているが、中国では情報を売買する闇マーケットが存在し、売買ブローカーが非常に多く、

大量の情報を安く販売していることが多いと言われている。 

以上のような状況下において、一般市民は必然的に個人情報の提供を拒む可能性があり、正

常な経済発展への支障となりかねない。早期、個人情報保護法の立法により、個人情報処理の

活動を規制し、個人情報の濫用による個人の権利利益の侵害を防止することが、今後の中国経

済の発展において非常に重要な位置を占めると考えられる。 

 

３３３３．．．．中国個人情報保護法草案中国個人情報保護法草案中国個人情報保護法草案中国個人情報保護法草案のののの構成構成構成構成 40    

草案は、全 6 章 72 条から構成されており、第 1 章総則においては個人情報保護法の立法の

目的と根拠を明確にし、合法の原則、権利保護の原則、利益平衡の原則、情報品質の原則、情

報安全の原則、職業義務の原則、救済の原則、適用範囲、適用例外について政府機関および政

府機関以外の個人情報処理者（以下「その他個人情報処理者 41」という。）に対して共に適用さ

れることを定めている。 

草案第 2 章は、政府機関の個人情報処理における収集と利用の制限、情報の訂正および情報

公開に関する規定を明記し、草案第 3 章はその他個人情報処理者に関する個人情報処理につい

ての登記、収集および利用の制限、情報主体の権利について示している。すなわち、政府機関

およびその他個人情報処理者のそれぞれ異なる法律的地位に合わせ、相応する規定または行動

規範を定めて、遵守させようとしている。 

                             
38 筆者が行った、中国へ進出している日本企業(北京、上海に進出している株式会社 NTT コミュニケーションズ)への 

聞き取り調査による。（2007 年 8 月実施） 
39 ITpro http://itpro.nikkeibPCo.jp/article/COLUMN/20100608/348999/ （アクセス 2011 年 10 月 23 日） 
40 周漢華 前掲注 24 １～27 頁 
41 日本においては、政府機関以外は全て民間部門の個人情報取扱事業者であるが、中国においては、政府機関以外の個 

人情報取扱事業者に民間企業のみでなく国有企業が約 6 パーセントを占めているため、日本の民間部門と区別するた 

め「その他個人情報処理者」と訳した。 
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草案第 4 章では、法律の実施保障と救済に関する行政訴訟、苦情処理について規定し、業界

の自主規制組織の役割を明確にしている。 

草案第 5 章では、主管部門である政府情報資源主管部門、政府機関およびその他個人情報処

理者、業界自主規制組織が個人情報保護に関し、違法処理を行った場合のそれぞれの法的責任

を定めている。 

草案第 6 章附則では、本法により具体的な実施細則を制定できるとし、全体的に、中国個人

情報保護法草案の定める規定は、基本的に OECD ガイドラインに沿ったものとなっている。 

 

 

小括小括小括小括    

    草案では、法の違反行為に対し、繰り返し刑事制裁に言及しているところが特徴的である。

中国の刑法においては、個人情報の権利侵害の刑事責任についての直接規定がなく、刑事制裁

を実施するには、関連する刑法規定の中から根拠を探し出さなければならない。例えば、政府

の情報資源主管部門職員の刑事責任を追及するには、賄賂罪、汚職罪などの刑法の職務犯罪に

関する規定を適用する。もし政府機関の職員が訴訟手続き中、証拠としての政府情報を処分、

改ざんした場合、『刑法』第 306 条で定めた証拠壊滅、証拠偽造罪、または『刑法』第 307 条で

定めた壊滅幇助、証拠偽造罪を構成する可能性がある。 

故意に情報主体に政府情報を公開しない、または政府情報の公開を妨害した場合は、『刑法』

第 397 条で定めた職権濫用罪を構成する可能性がある。その他の個人情報取扱者の刑事責任を

追及する場合もまた、行為の性質により、それぞれ異なる条文を適用させる 42といった状況で

ある。そのため草案では、それぞれ個人情報取扱者の位置に合わせた法的責任を明確にしたこ

とがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
42 周漢華 前掲注 24 91 頁 
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第第第第２２２２章章章章        

個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法のののの日中比較日中比較日中比較日中比較    

 

 

 

 

第第第第１１１１節節節節    日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者のののの義務義務義務義務    

 

１１１１．．．．個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者    

前述の個人情報保護法の構成でも記したように、わが国の個人情報保護法は、基本法部分(第

1 章～第 3 章)および一般法部分（第 4 章～第 6 章）から成る。 

 前者は、公的部門と民間部門に共通した基本法としての役割を担っており、後者は、その下

位に位置づけられるべき一般法のうち、適用対象を民間部門に限定している。また、「個人情報

データベース等」を事業の用に供している民間事業者を「個人情報取扱事業者」と位置付けて

具体的義務を課す一連の規定（本法第 4 章第 1 節）を中心としている43。 

 個人情報保護法制において、一つの法律が公的部門と民間部門の双方を対象とするものをオ

ムニバス方式、両者を別の法律で規律するものをセグメント方式というが、わが国の個人情報

保護法は、基本法部分に関してはオムニバス方式、一般法部分についてはセグメント方式にな

っており、公的部門と民間部門で異なる規律を設けている 44。 

 個人情報取扱事業者の定義について、本法第 2 条 3 項は、「個人情報データベース」を事業の

用に供しているものを個人情報取扱事業者とし、この個人情報取扱事業者が取り扱う個人情報

を法の対象としている。 

「事業」とは、「一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為の総体を指し、営

利、非営利の別を問わない。」とされている。しかし、事業に当たるか否かは、「第 156 回国会 

個人情報の保護に関する特別委員会 平成十五年四月十七日（木曜日）」45において激論が交わ

されたが、その行為の実態を踏まえて、社会通念に従って判断されることになるとされた 46。 

                             
43 岡村久道 前掲注 3 5 頁～6 頁 
44 宇賀克也 『個人情報保護法の逐条解説〔第 3 版〕』有斐閣 2009 年 4 月 21 頁 
45 衆議院会議録http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0130/15604170130005a.html 

（アクセス 2011 年 2 月 9 日）  
46 岡村久道 前掲注 3 96 頁  

 衆議院会議録平成 15 年 5 月 13 日（第 3 号）の藤井昭夫・政府参考人の答弁 

 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/156/0071/15605130071003a.html （アクセス 2011 年 2 月 9 日） 
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 企業（個人事業者も含む）の場合、企業の存続という目的を持って、反復・継続的に事業を

行っているため、個人情報取扱事業者の条件を有している。一方、「個人情報データベース」を

事業の用に供する活動は、営利事業を目的とする企業ばかりでなく、同窓会や PTA など非営利

活動も継続的に行われる限りでは事業性を有していることとなり、その取り扱う個人の数が

5,00047を超えれば個人情報取扱事業者となる。また、一般顧客を持たず、法人に対してのみ営

業活動を行う事業者の場合も、対外的事業の用に供することがなくとも、従業者管理などの個

人情報を保有管理している場合で、他のファイルと合わせて 5,000 以上の個人情報を対象とす

れば個人情報取扱事業者に該当する 48。ここで、事業の用に供されていないとして法の適用か

ら除外される個人情報データベースは、純粋に個人用のもの、例えば年賀状リストやメーリン

グリストなどに限られる。 

また、公的機関(国の機関、地方公共団体、地方独立行政法人)は別の法律49又は条例により、

保有する個人情報の保護が求められるため、個人情報取扱事業者の範囲外(法第 2 条 3 項)とし

ている。 

国の機関のうち、立法府および司法府を適用対象とする個人情報保護に関する一般法は存在

しておらず、それらの機関自身による自主的な取り組みによることが期待されている 50。 

1980 年には OECD（経済協力開発機構）において「プライバシー保護と個人データの国際交

流についてのガイドラインに関する OECD 理事会勧告」が出され、OECD 8 原則 51と呼ばれる個人

情報保護の基本原則が示された。わが国および世界各国で制定される個人情報保護に関する法

令等は、このガイドラインに示された基本原則に基づいたものとなっている。以下に、OECD 8

原則とわが国の個人情報保護法の対応を一覧表 52とした。表 2 に示す個人情報取扱事業者の義

務は、それぞれ OECD 8 原則に対応したものである。 

    

    

    

    

                             
47 個人情報の保護に関する法律施行令第 2 条（個人情報取扱事業者から除外されるもの）において、事業の用に供する

個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去 6 ヶ月以内のいずれの

日においても 5000 を超えないものとすると規定している。 
48 多賀谷一照『要説 個人情報保護法』弘文堂 2005 年 2 月 25 頁 
49 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 
50 岡村久道 前掲注 3 6 頁 
51 1980 年 9 月 23 日に OECD(経済協力開発機構)の理事会で採択されたプライバシー保護と個人データの国際流通につい

ての勧告の中に記述されている 8 つの原則。国際的な情報化が進む中で、各国の法制度に差があると各国間の情報の

流通に支障をきたしてしまうこと、また、情報社会の進展に伴い、個人情報やプライバシーの保護に関する社会的要

請が強まり、それに対して新たな法整備を行う際の国際的なガイドラインとして次の 8 原則が提唱された。①収集の

原則、②データ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、⑤安全保護の原則、⑥公開の原則、⑦個人参

加の原則、⑧責任の原則  
52 菅原貴与志 前掲注 3 ７頁 



23 

表表表表 2222    OECDOECDOECDOECD    8888 原則原則原則原則 53535353とわがとわがとわがとわが国国国国のののの個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法のののの対応対応対応対応    

    

                        

 

２２２２．．．．個人情報個人情報個人情報個人情報のののの利用目的利用目的利用目的利用目的のののの特定特定特定特定        

 本法第 15 条においては、個人情報取扱事業者が取り扱う個人情報の利用目的を特定し、また、

特定した利用目的の変更を制限している。 

個人情報の利用目的とは、個人情報の個別の処理ごとの利用目的ではなく、個人情報取扱事

業者が個人情報を用いることで、最終的に達成しようとする事項のことである。従って、利用

目的は、個人情報取扱事業者ごとに定まることになり、例えば、情報処理を受託した業者であ

れば、受託業務の実施が利用目的となる。 

また、利用目的を定めることは、個人情報の取り扱いの範囲を制限するということになるた

め目的外利用はしないということになる。そのため、事業者が個人情報を取り扱うに当たって

は、その利用目的を「できる限り特定しなければならない」とされている。 

 利用目的を特定する際に、どの程度、詳細且つ具体性を持たなければならないか、それは、

個人情報を取り扱う事業の種類、性質、個人情報の種類、性質等によって異なるため、一概に

記述できないが、個人情報取扱事業者がどのような目的で利用するのかを明確に示し、個人情

報の本人にとって、自己の個人情報がどのように取り扱われるのかが判断可能な程度に特定す

ることが求められる。 

 また、利用目的の変更できる範囲は「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に

認められる範囲まで」と規定（本条 2 項）している。変更前の利用目的を全く別の利用目的に

変更した場合には、個人情報取扱事業者は変更した利用目的を本人に通知し、または公表しな

                             
53 日本語訳は次のものによった。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/OECD/privacy.html  

（アクセス 2011 年 2 月 13 日） 

外務省「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する OECD 理事会勧告（仮訳）」  

 菅原貴与志 『詳解 個人情報保護法と企業法務 第４版』７頁 [図表 2] （民事法研究会 2008 年） 
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ければならない(本法 18 条 3 項)。本法 18 条 3 項による変更は、個人情報の取得の場合と同様

であると解される。 

 

３３３３．．．．個人情報個人情報個人情報個人情報のののの適正適正適正適正なななな取得取得取得取得    

 本法第 17 条において、個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得

してはならないと定めており、本条は個人情報取扱事業者が個人情報を取得する際の義務を定

めたものである。個人情報が違法な手段によって取得された場合には、個人の権利利益が侵害

されるおそれが大きいからである。 

 「偽りの手段」とは、例えば、個人情報を転売するという違法な利用目的を隠して、統計調

査のためであるというような虚偽の目的を告げて個人情報を取得するような場合である。また

「その他不正の手段」とは、親の同意なく、判断能力が十分でない幼い子供等から家族の個人

情報を聞き出すことや、他の事業者に指示して、不正な手段で個人情報を取得させ、その事業

者から個人情報を取得するといった場合である 54。個人情報取扱事業者による、偽りその他不

正の手段による個人情報の取得はいかなる場合においても認められるべきではなく、本条には

例外規定は定められていない。 

 本条に定める義務違反は、本法第 34 条（勧告・命令）の対象となり、これに従わなかった場

合は、本法第 56 条の罰則対象ともなる。また、義務違反が判明した場合、本法第 27 条 1 項に

より、個人情報取扱事業者は違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく保有個人データの

利用の停止又は消去を行わなければならない。 

 

４４４４．．．．個人情報個人情報個人情報個人情報のののの正確性正確性正確性正確性のののの確保確保確保確保            

 不正確な内容の個人情報が利用された場合、個人情報本人にとって個人の権利利益を侵害さ

れる可能性がある。例えば、重病の手術歴等が、事実と異なっていた場合等には生命保険に加

入できないなどの対応を受ける。また、破産手続開始決定、クレジット返済の延滞などという

事実と異なる情報（誤情報）に基づいて融資の可否、クレジット契約の可否を判断されると、

融資が受けられなかったり、クレジットの利用ができなかったりする場合がある。実際に、破

産の誤報により、本人の経済的信用および名誉が毀損されたとして信用情報会社の賠償責任が

認められ、慰謝料 200 万円の支払いが命じられた例 55がある。 

また、延滞後完済との誤報により、クレジット契約を断り、申込者の信用を損なわせしめた

として、信販会社に対する債務不履行責任を認めた事例 56もある。 

                             
54 菅原貴与志 前掲注 3 42 頁～43 頁  
55 大阪地判平成 2 年 5 月 21 日判時 1359 号 88 頁 
56 大阪地判平成 2 年 7 月 23 日判時 1362 号 97 頁 
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そこで、こうした状況を回避するため、本法第 19 条において「個人情報取扱事業者は、利

用目的の達成に必要な範囲内において、個人データ 57を正確かつ最新の内容に保つよう努めな

ければならない」と規定した。 

本条は、不正確な内容の状態で個人データが利用されることによって、本人が予期しないよ

うな権利利益の侵害を防止することを目的とした規定であり、OECD 8 原則における「データ内

容の原則」（正確、完全、最新であるべき）に対応している。 

情報内容が不正確な場合には、本法第 26 条に基づく本人からの訂正請求に応じなければな

らない。また、誤った情報により本人に損害を与えた場合には、前述した事例のように、個人

情報取扱事業者が損害賠償責任を負う可能性もあるため、十分な注意が必要である。 

                                                                                                                                    

５５５５. . . . 個人情報個人情報個人情報個人情報のののの安全管理措置安全管理措置安全管理措置安全管理措置    

OECD 8 原則の安全保護の原則（個人データの紛失、破壊、使用、改ざん、漏えい等の危険に

対してセキュリティ措置を講ずるべき）に対応するのが、本法の安全管理措置、従業者の監督、

委託先の監督に関する規定（第 20 条～第 22 条）である。 

本法第 20 条は、個人情報取扱事業者に対し、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ

なければならないと規定し、ずさんな取り扱いに起因する漏えい等により、個人情報本人の権

利利益を侵害するおそれが生じないよう、必要かつ適切な安全管理措置を義務付けている。ま

た、本法第 21 条は従業者への監督義務、本法第 22 条は委託先に対する監督義務をそれぞれ規

定している。 

法律には、詳細な記載はないが、企業が最も力を入れて対策を行わなければならないのは、

安全管理措置である。特に、本法第 20 条で述べている「必要かつ適切な措置」を行うためには、

「JIS Q 15001:2006 をベースにした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドラ

イン」、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」（以

下「経済産業省ガイドライン」という。）等を参考にしながら「組織的」「人的」「物理的」「技

術的」の 4 つのカテゴリーで対策を講じることが有効的である。 

例えば、昨今、PC を廃棄する際に個人データの消去が不十分であったり、紙媒体の個人情報

を廃棄する際に、裁断が不十分であったりするなどに起因した、個人データの漏えいが頻発し

ている状況下においては、これらを未然防止するための組織的な安全管理対策を行うことが重

要であり、従業者に個人情報の取り扱いに関する規定を周知徹底・遵守・浸透させるための個

                             
57 プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインにおいて、「個人データ」とは、識別された又は識

別されうる個人（データ主体）に関するすべての情報である旨定義されている。 

「個人情報データベース等を構成する個人情報」のことをいい、エクセルなどのソフトを用いて PC に入力された個人

情報の集まりや、紙のカルテなどであっても、ファイルにあいうえお順などで整理されたものは「個人情報データベ

ース」となり、その中の１人１人についての情報が『個人データ』である。 
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人情報保護体制を確立する必要がある。物理的対策においては、入退館および入退室の管理や

個人データの盗難防止の措置、技術的対策としては、情報システムの監視、個人データやそれ

を取り扱う情報システムの制御等の措置を講じることが必要である。 

委託先の監督については、特に、業務委託前に委託先の選定に注意を図る必要があろう。い

かに委託先が低コストで短期納期に応えられようとも、個人情報の保護体制が確立していない

委託先に個人データを委託することは、言語道断である。 

従業者が個人データの漏えいによる不祥事を起こした場合、個人情報取扱事業者は、監督義

務違反として、使用者責任による損害賠償責任を負い、また、委託元と委託先との間に指揮監

督関係がある場合には、委託元は使用者責任による損害賠償責任を負う。現在の裁判例では、

使用者責任において、監督が十分であったとする免責はほとんど認められず、漏えい事件の発

生が賠償につながる。漏えい事件が顕在化すれば、企業の信用は失墜し、さらに流出した情報

の回収に多額の費用と困難を伴うため、企業実務においては事前に万全な防止対策を講じなけ

ればならない 58。 

 

６６６６. . . . 個人情報個人情報個人情報個人情報のののの第三者提供第三者提供第三者提供第三者提供のののの制限制限制限制限 

個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に提供することは、その後における、当該個人情報

の流通・利用が不明な状態に置かれるため、事前に本人の同意が必要である。 

そのことは OECD 8 原則のうち、「目的明確化の原則」および「利用制限の原則」と対応して

いる。    

本法第 23 条第 1 項では、個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ

本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないと定めている。    

（1）法令に基づく場合 

（2）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること 

が困難であるとき 

（3）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本 

人の同意を得ることが困難であるとき 

（4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、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とき 

無制限に第三者提供を認めれば、その後において、当該個人データが本人の認識しない状況

に置かれ、個人データが利用され、本人の権利利益が侵害されるおそれがある。この理由から、

                             
58 菅原貴与志 前掲注 3 52 頁～53 頁 
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原則として、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に

提供してはならないと定めている。                                

    

７７７７. . . . 保有個人保有個人保有個人保有個人データデータデータデータにににに関関関関するするするする義務義務義務義務            

本法では、OECD 8 原則のうち、「公開の原則」および「個人参加の原則」に基づき、第 24 条

から第 27 条において本人関与のしくみが規定されているが、これらの対象は保有個人データ 59

に限定されている。すなわち、個人情報取扱事業者は、保有個人データに対してのみ、本人か

らの求めに応じて、利用目的の通知（第 24 条 2 項）、開示（第 25 条）、訂正（第 26 条）利用停

止（第 27 条）等を行うことが求められる。これらを「開示等の求め」と総称している（第 29

条第１項）。従って、個人情報の本人には、個人情報取扱事業者に対し、自己の個人データの保

有の有無を問い合わせ、保有している場合には内容の開示を求め、相違がある場合には訂正を

求め、さらに不正な取得や利用には利用停止を求めるなど、積極的に関与する手段が与えられ 60、

一方、個人情報取扱事業者に対しては、苦情処理に関する努力義務とともに、いわゆる本人の

関与を確保する義務を構成している 61。 

開示制度の趣旨は、個人情報の適正な取り扱いの透明性を図ることにあり、訂正・利用停止

等の前提となる手続きでもある 62。開示請求の対象を「保有個人データ」としたのは、個人情

報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供

の停止を行うことができる権限を有するものでなければ、これらの求めに応じることができな

いからである。ゆえに、これらの権限を有しない単なる個人情報や個人データは対象とならな

い 63。 

個人情報取扱事業者の保有個人データの中でも、本人が開示を求めることができるものは、

法文上「当該本人が識別される」データに限定されている。従って、他人の個人情報の開示を

求めることはできず、開示等を認めた場合には本法第 23 条の違反行為に該当し、主務大臣は、

事業者に対して報告徴取、助言、勧告、命令を行うことができる。 

他方、保有個人データに関して本人から開示を求められた場合であっても、（1）本人または

第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合、（2）当該個人情報取扱

事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、（3）他の法令に違反する

こととなる場合などに該当する時は、その全部または一部の開示拒否ができる。 

                             
59 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者

への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他

の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外

のものをいう。  
60 菅原貴与志 前掲注 3 68 頁  
61 堀部政男 編著 前掲注 1 71 頁 
62 石井夏生利 前掲注 2 500 頁 
63 岡村 久道  前掲注 3 268 頁～269 頁 
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    保有個人データに関する法的義務は、多様、広範であり、例えば、個人情報取扱事業者が本

人から求められた措置を取らなかった場合、本人は、個人情報取扱事業者に対し出訴する等の

方法によって、さらに当該措置を請求することができるため、非常に強力である。すなわち、

個人情報取扱事業者にとっては、十分な注意が必要な法的義務であるといえよう 64。 

 

８８８８. . . . 民間団体民間団体民間団体民間団体によるによるによるによる個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの推進推進推進推進     

本法第 4 章第 1 節（第 15 条～第 36 条）は、個人情報取扱事業者に課している義務の実効性

を担保するために、苦情の処理などを任務とする業界組織として「認定個人情報保護団体」の

設置制度について定めている。法律は、個人情報取扱事業者の義務の履行について、主務大臣

による事業者に対する報告徴収、助言、勧告、是正命令制度（第 32 条～第 34 条）を設けてい

るが、更に第 2 節（第 37 条～第 49 条）では民間団体による個人情報保護の推進のために、業

界による独自の規制を要請している 65。  

また、本法第 31 条第 1 項、第 2 項では、事業者による個人情報の取り扱いについて、個人

情報取扱事業者は「苦情の適切かつ迅速な処理に努め」「そのために必要な体制の整備に努めな

ければならない」と規定されているが、本節はこうした個別事業者の苦情処理制度に加え、主

務大臣が一定の法人等を「認定個人情報保護団体」に認定する制度を整備し、業界として苦情

の処理等に取り組むことを求めている。両者の制度は別個の仕組みであるが、両者に苦情を寄

せても一方だけに申し立ててもよいとされている 66。 

こうした苦情処理制度の狙いは、個人に対し、合理的で信頼できる苦情処理の仕組みを提

供することであるが、個人情報取扱事業者にとっても、信頼性の確保に役立つこととなる。 

苦情処理を個人情報取扱事業者による苦情処理機関に委ねる理由 67としては、多数の個人情

報取扱事業者を主務官庁で監督することは事実上困難であること、業界団体には業務に関する

専門知識と経験があること等があげられている。また、民間における取り組みとして、個人情

報保護措置が有益となるようなシステムの構築をしなければならないと認識され、それが現在

のプライバシーマーク制度として、個人情報取扱事業者の個人情報保護に寄与している。 

既に、1999 年 11 月の高度情報通信社会推進本部・個人情報保護検討部会「我が国における

個人情報保護システムの在り方について（中間報告）[1]」（5 自主規制（2）イ認証制度）の中

で「現在、個人情報保護に関しては、通産省、郵政省のガイドラインおよび JIS（日本工業規

格）Q 15001 があり、マーク制度等の認証制度は、個人情報保護の水準の向上に大きく寄与す

                             
64 菅原貴与志 前掲注 3 68 頁 
65 田島康彦・三宅弘 編『解説＆批判 個人情報保護法 プライバシーと表現の自由を守るために』明石書店 2003 年 

106 頁 
66 田島康彦・三宅弘 編 前掲注 106 頁～107 頁 
67 田島康彦・三宅弘 編 前掲注 107 頁 
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るものであり、その一層の普及と内容の充実を図っていく必要がある。」 68との考えを示して

いた。 

 企業において、社内の個人情報保護対策をいかに講じるか、また、適切な個人情報保護を講

じている事実をどのように対外的にアピールするかについて、これに応えるのがプライバシー

マークである。すなわち、プライバシーマーク制度は「個人情報の取り扱いが適切であること

を第三者機関が認証する」ものである。経済産業省の外郭団体である日本情報処理開発協会 69

（JIPDEC）、および JIPDEC が指定した機関が、PMS-要求事項に基づき、個人情報の管理体制の

構築および実施の実態を審査し、合格した企業に対してプライバシーマークの使用を許可する

制度である。 

プライバシーマークは、企業と従業者が一体で取り組まなければならず、全員参加でなけれ

ば取得できないため、従業者の意識高揚にも大きく影響するものと考えられる。 

    

    

第第第第２２２２節節節節        中国個人情報保護法草案中国個人情報保護法草案中国個人情報保護法草案中国個人情報保護法草案のののの概要概要概要概要        

    

前述したが、草案は、全 6 章 72 条で構成され、総則、政府機関の個人情報処理、その他個

人情報処理者に関する個人情報処理、法律の実施保障と救済、法的責任、附則から成る。 

以下、周漢華 前掲書（注 24）に沿って概要を述べる。 

    

１１１１．．．．法律法律法律法律のののの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲 70     

中華人民共和国『中華人民共和国個人情報保護法(専門家建議稿)及立法研究報告』では、法

律の適用範囲について次のように説明している。 

個人情報保護法の適用範囲は、各国が立法時に必ず解決しなければならない重大な問題であ

る。ただ、各国または地域の立法モデルの差はかなり大きく、個人情報保護法の適用範囲を公

共部門と民間部門に区別しないで適用する法律 71、公共部門と民間部門に章分けして適用を定

めている法律 72、また、異なる法律によって公共部門と民間部門への適用を別々に定めている

もの73もあり、さらには公共部門にのみに適用する法律 74もある。 

                             
68 総理官邸 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/991119tyukan.html （アクセス 2007 年 8 月 10 日） 

69 平成 23 年 4 月 1 日に新公益法人制度に沿った新しい法人として、内閣総理大臣の認可を得て、一般財団法人に移行す

るとともに、組織名称を「一般財団法人日本情報経済社会推進協会」に変更した。 
70 周漢華 前掲注 24 52 頁～53 頁 
71 EU 指令、欧州理事会協定、オーストリア、ポーランド、アルゼンチン等 
72 ドイツ、台湾 
73 日本の制定した『個人情報の保護に関する法律』、『行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律』及び『独立行政 

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律』、デンマークの 2000 年 7 月以前の『1978 年公共機関登記法』と『1978

年私営機関登記法』 
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草案で採用した方式は、公共部門と民間部門に同時に適用できる統合分散結合方式で、両部

門に平等に適用できる規定がある上、章分けして公共部門と民間部門に異なる義務を定めてい

る。その理由は、個人情報保護の観点から見ると、政府機関であろうとその他個人情報処理者

であろうと、大量の個人情報を保有すれば、個人情報の正確性を欠いたり、個人情報の目的外

利用などが起こる可能性が大きく、個人の権利利益を侵害し得るからである。特に、高度情報

通信技術の発展に伴い、大量の個人情報の収集および処理が実現する環境においては、個人の

権利利益を侵害する危険性が高くなるばかりである。そのため、個人情報保護法は政府機関と

その他個人情報処理者に同時に適用でき、個人の権利利益の保護を強化しなければならないと

考えている。 

この方式は以下の要素を考慮している 75。 

（1）立法資源の有限性の観点から見て、中国の現段階は、個人情報保護についていくつかの法

律を別々に制定して、それぞれ異なる主体に適用させるのは大変難しい。そのため、立法

技術上の原因で全立法過程を引き伸ばすよりは、制度設計を行って出来るだけ早く個人情

報保護法を施行させるほうが良い。 

（2）統合分散結合の方式は、近年来の中国の行政法の単独立法方式とかなり大きな違いがある

が、一つの法律が、行政法関係に及ぶだけでなく、平等な主体間の民事法関係にも及び、

個人情報保護法をどの部門法に繰り入れるかという問題で、不確定性が出てくる。しかし、

いかなる法律も事実上、公法と私法の二つの面の法律関係にかかわるもので、法律関係を

明確にすることは非常に難しいということに目を向けなくてはならない。部門法の理論の

分類に基づいて法律の内容と範囲を決定してはならない。更に重要なことは、この統合分

散結合の方式は中国の現行行政法と現行民事法の救済メカニズムを有効的に利用して、法

律の執行問題を解決できる。 

（3）政府機関が保有している個人情報は多く、また、不正確なものもあり、個人が知るすべが

ないということと同時に、その他個人情報処理者が個人情報を取り扱う上でもたらされる

問題も多い。特に、多国籍企業がその情報優位 76を利用して不当な利益を得、または競争

優位に立つといった事例も出始めていることから、政府機関に適用できるだけでなく、多

国籍企業を含めたその他個人情報処理者にも同時に適用できる法律を制定することは、多

方面において有効である。 

（4）他国に類似立法例（例えばドイツ、台湾）があるため、これらを参考にし、検討する。 

（5）この立法モデルは順応性が高く、必要であれば、今後は統合分散結合の方式から完全に分

                                                                                             
74 韓国、アメリカ 
75 周漢華 前掲注 24 53 頁 
76 現代社会では、情報を生み出す者、操る者が、競争力優位となり、結果として競争に勝って優位に立つという考え方。    
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かれた単独立法方式に移行し、異なる主体に対し、異なる法律を制定することも可能で

ある。 

また、草案でいう政府機関の範囲、すなわち個人情報保護法の適用を受ける政府機関は相対

的にかなり狭く、例えば立法機関と人民法院、人民検察院などの司法機関は含まない。その主

な理由は次のとおりである。 

①  救済メカニズム上の制約である。もし、政府機関の範囲に国家機関のすべてが含まれ

れば、現行行政法の救済制度 77を適用できず、さらには法律全体の実施効果 78に影響す

る可能性がある。 

②  個人情報を大量に取り扱うのは主に行政機関であり、立法機関の取り扱う個人情報は

比較的少なく、現在のところ適用の必要がない。 

③  司法機関の取り扱う個人情報は、事件の審理に関係した公開できないものか、裁判の

公開制度や検察の公開制度を通じて解決することができ、草案で規制する対象でない。

もし、立法機関と司法機関の個人情報の取り扱いに規定が必要であれば、政府機関を

対象とする個人情報保護法も参照し、別途規定を制定する 79としている。 

一方、民間部門であるその他個人情報処理者とされる範囲については、比較的広い定義を採

用している。個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を取り扱う個人、法人またはその他の

組織であれば、その他個人情報処理者に属し、平等に法律の制約を受ける。個人をその他個人

情報処理者の適用範囲に入れた理由は、各国の通例と一致させたこと、インターネットの普及

で、個人が個人情報の取扱活動に従事できるようになり、これらの活動に規則制度がなければ、

個人による個人情報の権利利益の侵害がさらに拡大すること等の理由からである。 

 

２２２２．．．．個人情報取個人情報取個人情報取個人情報取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの基本原則基本原則基本原則基本原則    

OECD の 8 原則は、日本を含めた各国の個人情報保護の考え方の基礎になっている。 

OECD の 8 原則自体は、法的拘束力を有するものではないが、これらの原則を加盟国が国内法で

考慮する一方、プライバシー保護の名目で個人データの国際流通に対する不当な障害を除去、

または、そのような障害の創設を回避することに努めることなどが勧告された 80。草案では、

政府機関とその他個人情報処理者の根本的な情報処理の性質上の相違を考慮し、個人情報処理

の基本原則を、第 1 章の総則と具体的な章節の中に分けて規定している。総則における原則（全

7 項）は、政府機関とその他個人情報処理者共に適用されることを定め、第 2 章は政府機関、

                             
77 例えば、現行行政法の救済制度の一つとして、行政不服審査制度がある。行政機関の違法、または不当な処分、その

他公権力の行使に当たる行為に不服のある者が、行政機関に対し不服を申し立てることができる。 
78 具体的な事実が法律要件を充足することによって生じる、法規範が定める法的な効果。 
79 周漢華 前掲注 24 56 頁 
80 岡村久道 前掲注 3 21 頁 
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第 3 章はその他個人情報処理者に、それぞれ相応する原則または行動規範を定め、遵守させよ

うとしている。全体から見て、草案の定める基本原則は、OECD 勧告および他国の個人情報保護

法が規定している基本原則をカバーしている。 

 

３３３３．．．．情報主体情報主体情報主体情報主体のののの権利権利権利権利        

 情報主体の権利は、個人情報の取り扱いにおけるの 3 つの主要な部分、すなわち情報の収集、

情報の利用、情報主体が自己の個人情報の開示を求める権利に及んでいる。 

 草案の立法研究報告では、情報主体の権利について以下のように立法の意図を示している 81。 

（1）法律全体で、情報主体の権利に関する違法な情報処理を制約し、個人の権利利益保護の向

上を体現している。 

（2）情報主体が自己の個人情報の開示を求める権利（訂正、使用停止を求める権利を含む）は、

法律全体の重点であり、厳格な措置で個人情報の濫用を防ぎ、情報主体の知る権利を満た

す。 

（3）個人情報の収集と利用においては、政府機関とその他個人情報処理者がいかに行動すべき

かを示すと同時に、公開、審査の仕組みを適正・明確に定め、違法な個人情報の収集と利

用を制約している。すなわち、不必要な情報収集と利用を減少させ、情報主体にコントロ

ール権を与える。 

（4）個人情報本人の救済制度を確立し、情報主体の権利を適切に保障する。 

（5）情報主体がその権利を行使する際に、他人の権利と自由を妨害してはならず、国の利益 

と可能な限り情報主体の権利その他の合法的権益間のバランスを示し、情報の自由な移動

を保障する。 

前記（2）に関連し、草案第 2 章第 2 節において「情報主体の個人情報の開示を求める権利」

を規定している。開示を求める権利については、今まで中国では、個人が、政府機関の保有し

ている自身の個人情報にアクセスすることは非常に困難であった。すでに 2007 年 4 月 5 日に公

布された「中華人民共和国政府情報公開条例」は個人情報保護制度の整備に役立つものであり、

第 25 条 82は個人情報と密接に関連している。すなわち、個人情報保護法草案では、詳細に個人

情報の開示について規定されており、今後「中国個人情報保護法」の施行により、「情報主体の

個人情報の開示を求める権利」の法的保護が期待される。 

 

                             
81 周漢華 前掲注 24  86 頁～87 頁 
82 国民、法人或いは他の組織は、行政機関にその自分自身と関係する税金納付、社会保障、医療衛生等の政府情報の提 

供を申請する場合に、有効な身分証明書或いは証明書類を提示しなければならない。               

国民、法人或いは他の組織は、行政機関提供の自分自身と関係する政府情報が不正確であると証明する証拠を持てば、 

当該行政機関に、訂正を請求することができる。当該行政機関は、訂正権限を有しない場合には、訂正権限を有する

行政機関に移送するとともに、申請者に通知しなければならない。 
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４４４４．．．．センシティブセンシティブセンシティブセンシティブ情報情報情報情報        

「個人データの処理に係る個人の保護及びその自由な流通に関する欧州議会及び EU 理事会

指令」 83（以下「EU 指令」という。）8 条 1 項 84において、加盟国はセンシティブ情報の取扱い

を禁止するとしているが、草案には、これに関する明確な規定がない。 

草案の立法研究報告においては、センシティブ情報について次のように説明している 85。 

センシティブ情報の定義及び範囲を明確にするのは困難であり、また、センシティブ情報に

政治的権利、宗教信仰、結社の自由等が対象となると、現行憲法に抵触する可能性がある。 

なぜなら、憲法で、政治的権利、宗教信仰、結社の自由を規定する一方、「中国共産党の指導の

下で、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論および『三つの代表』 86の重要思想

に導かれ、民主専制を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革開放を堅持する。」と規定している

からである。仮に政治的権利、宗教信仰、結社の自由をセンシティブ情報の対象から排除すれ

ば中国の人権保護が不十分だと、国際社会から指摘される可能性がある。 

結果として、草案の研究チームはセンシティブ情報に敢えて言及しないほうが無難であると

考え、それに関する規定を断念したのであろう 87。 

 

５５５５．．．．政府政府政府政府のののの管理制度管理制度管理制度管理制度およびおよびおよびおよび規制規制規制規制 

その他個人情報処理者の個人情報の処理については「政府管理制度」が設けられ、個人情報

の取り扱いにおける登録申請、許可に関する義務を詳細に規定（草案第 35 条～42 条）してい

る。 

また、個人情報の取り扱いにおける適法性の要求（草案第 43 条）、利用目的の特定（草案第

44 条）、利用目的の制限（草案第 45 条）、正当な収集手段（草案第 46 条）、直接収集時におけ

る情報主体への通知（草案第 47 条）について、その他個人情報処理者に対する規制の程度は、

政府機関に対する規制の程度より詳細で厳格であると思われる。例えば、個人情報の適正な収

集に関して、その他個人情報処理者の場合、収集手段が適法かつ正当でなければならないと要

求し、また、個人情報の利用目的の通知に関しても、情報主体から直接収集する際には、その

利用目的を情報主体に通知する必要があるが、政府機関の場合にはその通知義務を規定してい

ない。これらの理由について、「政府機関が取り扱う個人情報は、その法定職責の履行や行政管

                             
83 郵政省電気通信局監修『高度情報通信社会 日本の岐路』（第一法規 1996 年）に、EU 指令の仮訳が掲載されている。    
84 構成国は、人権又は民族、政治的見解、宗教又は信条、労働組合への加盟を示す個人データの処理、及び健康又は性 

生活に関するデータの処理を禁止しなければならない。 
85 周漢華 前掲注 24  72 頁 
86「『三つの代表』の重要思想」とは、2000 年に党の総書記であった江沢民が、市場経済の促進に対応するための党体 

制確立ために提示したもの。共産党は、中国の社会生産力の要求、中国の先進的文化の方向、中国の最も広範な人民 

の根本的利益の忠実な代表でなければならないというものである。これを受けて資本家や、企業主の入党も可能にす 

るよう党規約を改定した。 
87 葛 虹「中国における個人情報保護に関する立法の動向」（二・完）広島法学 33 巻 2 号（2009 年）135 頁 
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理の実施のために必要であり、取り扱いの法的性質上、行政法関係に属する。一方、その他個

人情報処理者が個人情報を取り扱うのは、民間部門の自主的な活動の一種であり、民事法関係

に属する。このように異なる法的性質があるため、同様の規則制度を採用していない。政府機

関に対する規則の程度は、その他個人情報処理者に対する規則の程度より緩いと見られるが、

個々の制度設計において、すべてが政府機関の個人情報の取り扱い活動に、有利というわけで

はなく、実際に、政府機関は個人情報保護法を遵守する以外に、行政管理者として一般行政法

規範を遵守しなければならない。この意義から言えば、政府機関に対する規則の程度は、その

他個人情報処理者に対する規則の程度より、遥かに厳しい。 88」と立法研究報告の中で説明し

ている。 

このように、行政法関連に属する政府機関と、民事法関係に属するその他個人情報処理者の

規則制度方式に違いはあるが、草案での制度設計は、個人情報を保護するという立法目的を達

成していると考えられている。 

 

６６６６．．．．個人情報個人情報個人情報個人情報のののの越境移動越境移動越境移動越境移動    

個人情報の越境移動について、EU 指令「第 25 条 原則」および「第 26 条 例外」は、第三国

への個人データの移転について規定 89している。 

EU 指令「第 25 条 原則」は次のとおりである。 

（1）構成国は、取り扱い過程にある個人データ又は移転後取り扱うことを目的とする個人デー

タの第三国への移転は、この指令の他の規定に従って採択されたその国の規定の遵守を損

なうことなく、当該第三国が十分なレベルの保護を確保している場合に限って行うことが

できるということを規定しなければならない。 

（2）第三国によって保護される保護レベルの十分性は、一つのデータ移転の運用又は一連のデ

ータ移転の運用に関するあらゆる状況に鑑み評価されなければならない。特に、データの

性格、予定されている取り扱いの運用の目的及び期間、発信国及び最終目的国、当該第三

国において有効である一般的及び分野別の法規、並びに当該国において遵守されている専

門的規範及び安全保護対策措置が考慮されなければならない。 

（3）構成国及び委員会は、第三国が第 2 項の規定の意味における十分なレベルの保護を保障し

ていないと考えられる事項について相互に情報提供しなければならない。 

（4）構成国は、第 31 条第 2 項に規定する手続きに基づいて委員会が、第三国が本条第 2 項の

規定の意味における十分なレベルの保護を保障していないと認定した場合には、当該第三

                             
88 周漢華 前掲注 24  66 頁 
89 堀部政男 編著 前掲注 1 37 頁～39 頁 

EU 指令の日本語訳は、郵政省電気通信局監修 前掲注 78 
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国への同一タイプのデータ移転を阻止するために必要な措置を講じなければならない。 

（5）委員会は、適切な時期に、第 4 項に基づく認定によってもたらされる状況を改善すること

を目的とする交渉を開始しなければならない。 

（6）委員会は、第 31 条第 2 項に規定する手続きに基づいて、第三国が私生活、個人の基本的

な自由及び権利を保護するための当該第三国の国内法、又は特に本条第 5 項に規定された

交渉の結果に基づいて締結した国際公約を理由として、第 2 項の規定の意味における十分

なレベルの保護を保障していると認定することができる。 

構成国は、委員会の決定を遵守するために必要な措置を講じなければならない。 

また、EU 指令「第 26 条 例外」は次のように規定している。 

（1）構成国は、第 25 条の適用を制約するものとして、及び特別な場合を規律する国内法に別

段の定めがある場合を除いて、第 25 条第 2 項の規定の意味における十分なレベルの保護を

保障しない第三国に対する個人データの移転又は一連の移転は、次の条件を満たした場合

に行うことができることを定めなければならない。 

①  データ主体が、予定されている移転に対して明確な同意を与えている場合。又は、 

②  移転が、データ主体及び管理者間の契約の履行のために、又はデータ主体の請求により、

契約締結前の措置の実施のために必要である場合。又は、 

③  移転がデータ主体の利益のために、データ主体及び第三者間で結ばれる契約の締結又は

履行のために必要である場合。又は、 

④  移転が、重要な公共の利益を根拠として、又は法的要求の確定、行使若しくは防御のた

めに必要である場合、又は法的に要求される場合。又は、 

⑤  移転がデータ主体の重大な利益を保護するために必要である場合。又は 

⑥ 法律又は規則に基づいて情報を一般に提供し、及び公衆一般又は正当な利益を証明する

者のいずれかによる閲覧のために公開されている記録から、閲覧に関する法律に規定さ

れた条件が特定の事例において満たされる範囲内で、移転が行われる場合。 

（2）構成国は、第 1 項の規定に実体的な効果を持つことなく、管理者が個人のプライバシー並 

びに基本的な権利および自由の保護、並びにこれらに相当する権利の行使に関して、十分

な保護措置を提示する場合には、第 25 条第 2 項の規定の意味における十分なレベルの保護

を保障しない第三国への個人データの移転又は一連の移転を認めることができる。このよ

うな保護措置は、特に適切な契約条項から帰結することができる。 

（3）構成国は、第 2 項によって付与された許可を委員会および他の構成国に通知しなければな

らない。 

一つの構成国又は委員会が、個人のプライバシー並びに基本的な権利及び及び自由の保

護を含む正当な理由に基づいて意義申立てを行った場合には、委員会は、第 31 条第 2 項
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に規定された手続きに基づいて適切な措置を講じなければならない。 

構成国は、委員会の決定を遵守するために必要な措置を講じなければならない。 

（4）構成国は、第 31 条第 2 項に規定された手続きに従って、一定の標準契約条項が本条第 2

項によって要求される十分な保護措置を提供していると決定する場合には、委員会の決定

を遵守するために必要な措置を講じなければならない。 

 

今日では、オフショア開発 90が盛んに行われており、最近ではソフトウェア開発以外にバッ

ク オフィス業務やコール センター業務などの管理 運営業務も BPO（ Business Process 

Outsourcing）として増加している。日本の主な委託先は中国であり、委託元企業における、コ

スト削減・商品の短納期要求や国内の開発技術者不足に起因し、今後さらなる拡大が見込まれ

ている。これには当然のことながら個人情報の越境移動は切り離せない。 

EU の規定は、個人情報の越境移動を国際問題にしており、EU 以外の多くの国にも、個人情

報保護法を立法するにあたり模倣されている 91。将来の国際貿易においては、個人情報の保護

は、ある種、新しい形での貿易障害となるのではないかとさえ考えられている 92。 

草案の第 48 条は「国境を越えて、情報が流通する特別な規定」とし、①国家の安全及びそ

の他の重大な国家利益に関連する場合、②中国政府が負う国際的な義務の中に特別な要求があ

る場合、③個人情報を受け取る国家又は地域が、その個人情報に対し、十分な法律保護を与え

ていない場合、④法律によるその他の状況がある場合等には、その他個人情報処理者が個人情

報を国外へ移動することを制限できるとしている。特に、③の場合、「EU 指令」の第 25 条第 1

項 93と同様に定め、個人情報の国外への移動を禁止している。 

 

７７７７．．．．自主規制自主規制自主規制自主規制のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 

個人情報保護に関する業界の自主規制の取り組みは、個人情報保護制度の中で不可欠な部分

であり、この自主規制がなければ政府の規則制度に頼るだけで、法律の厳格な執行問題を引き

起こすか、個人情報保護の目的達成が不可能となる。そのため、草案第 3 章第 4 節において自

主規制の取り組みが規定され「現状に基づいて政府の管理機能を次第に業界の自主規制組織に

委譲させるための条件を整備する。 94」としている。 

                             
90 中国やインドなどの海外にソフトウェア開発工程の一部分を委託すること。中国やインドなどの受託側では、このよ 

うな業務を海外アウトソーシング業務と呼ぶ。 
91 周漢華 前掲注 24 89 頁 
92 周漢華 前掲注 24 89 頁 
93 第 25 条 第１項 

構成国は、取り扱い過程にある個人データ又は移転後取り扱うことを目的とする個人データの第三国への移転は、こ

の指令の他の規定に従って採択されたその国の規定の遵守を損なうことなく、当該第三国が十分なレベルの保護を確

保している場合に限って行うことができるということを規定しなければならない。 
94 周漢華 前掲注 24 19 頁 
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前述（17 頁）した中国社会科学院法学研究所の周漢華教授への聞き取り調査 95時において、

筆者は JIS Q 15001:2006「PMS‐要求事項」を示し、中国において、日本の「プライバシーマ

ーク制度」に相当する個人情報保護システムの採用動向を質問した。これに対して「中国社会

科学院法学研究所において検討している。」という回答であった。 

しかし、すでに2008年6月に、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）と中国の大連ソフ

トウェア産業協会（DSIA）は、大連市において「プライバシーマーク制度と個人情報保護評価 

(PIPA)制度 96の相互承認に関する協定書」に調印し、JIPDECが運用するプライバシーマーク(P

マーク)とDSIAが運用するPIPAマークの相互承認97を開始している。PIPA（Personal Information 

Protection Assessment）制度は、プライバシーマーク制度の審査基準である「日本工業規格 JIS 

Q 15001:2006 PMS－要求事項」を導入して策定した｢大連ソフトウェア及び情報サービス業個

人情報保護規範｣を基準とし、また、その運用においてはプライバシーマーク制度と同等の体制

を構築し、推進している。 

 DSIAが認証したPIPAマーク付与事業者は、プライバシーマーク付与事業者と同等の個人情報

の保護水準を確保しているということを認めるものであり、JIPDEC とDSIA は、相互承認マー

クの品質を維持するため、マークの使用が許諾された事業者に関する情報を共有して双方で監

視にあたるとともに、相互承認マークの真正性を検証できる技術的措置を講じることにしてい

る。 

PIPAマーク付与事業者は、中国国内ではPIPAマークを付与されているが、日本企業等へのア

ピールのために、プライバシーマークの“たいせつにしますプライバシー”を“protecting  your 

PRIVACY”と英語表記したプライバシーマーク（相互承認マーク）の使用を認めている。 

 DSIAの認証による PIPAマーク付与事業者数は2010年6月末現在57社に上り、2011年12月現在

においては71社 98に拡大した。なお、PIPAの認証は、大連市の情報処理サービス事業者のみな

らず遼寧省内の事業者を始め、北京市、上海市、さらには吉林省（長春）などの地域の事業者

へも拡大している。また、今後は、DSIA を窓口として中国全土にPIPA制度が普及し、プライバ

シーマーク制度との相互承認プログラムの範囲が拡大するものと期待されている 99。 

                             
95 前掲注 37    
96 日本のプライバシーマークを手本に、大連にある事業者を対象とし、規範に基づく適正な個人情報の取り扱いを行う

事業者に PIPA（Personal Information Protection Assessment の略称）マークの付与認定を行う制度。

http://www.pipa.gov.cn/ （アクセス 2010 年 6 月 21 日） 
97 日本情報処理開発協会 http://privacymark.jp/news/20080703/Dairen_20080630.pdf （アクセス 2010 年 6 月 21 日） 
98 大連ソフトウェア産業協会 http://www.pipa.gov.cn/japan/List.asPClassID=45 （アクセス  2011 年 8 月 17 日） 
99 日本情報処理開発協会     http://privacymark.jp/news/2010/0702/index.html （アクセス 2011 年 8 月 17 日） 
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第第第第３３３３節節節節    日中両国日中両国日中両国日中両国のののの個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法    

    

 

１１１１．．．．日中個人情報保護法日中個人情報保護法日中個人情報保護法日中個人情報保護法のののの共通点共通点共通点共通点 

個人情報保護法（中国においては草案）は日中両国とも、全 6 章から構成され、個人情報を

取り扱う事業者の遵守すべき義務を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的として

いる。 

また、個人情報、個人情報取扱事業者(中国ではその他個人情報処理者)、個人情報データベ

ース(中国では個人情報文書)等の定義についても日中同様であり、個人情報の取り扱いについ

ても、適正な取り扱いのもと、個人情報を保護しなければならないとしている。 

日本の「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者（国

の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、取り扱う個人情報の量および利用

方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者を除く）であ

り、中国でも「その他個人情報処理者」は、政府機関以外、本草案の規定により個人情報を処

理する法人および民間組織と定めており、両国同様である。 

日本においては個人情報取扱事業者の義務等として、本法第 4 章から第 6 章までを民間部門

を対象として規定しており、特に、本法第 4 章に定める個人情報の収集、利用、訂正、利用停

止、開示の求めに応じる手続き等については、中国においても同様に草案第 3 章に規定してい

る。また、日本の個人情報保護法第 4 章第 2 節（第 37 条～第 49 条）は民間団体による個人情

報保護の推進を目的として、個人情報取扱事業者に対し、主務大臣の認定を受けた認定個人情

報保護団体が、適正な個人情報の取り扱いについて支援、指導等を行うといった役割を明確に

している。認定個人情報保護団体と呼ばれるこれら組織は、中国においては草案で述べられて

いる「業界自主規制組織」であり、同草案の第 3 章第 4 節（第 53 条～第 54 条）において日本

と同様にその他個人情報処理者に対する監督および指導等について定めているなど、両国にお
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ける共通点を挙げることができる。ただし、以下に述べるような相違点とそれらに関わる問題

点も指摘しておかなければならない。 

 

２２２２．．．．日中個人情報保護法日中個人情報保護法日中個人情報保護法日中個人情報保護法のののの相違点相違点相違点相違点    

（（（（1111））））特定業種特定業種特定業種特定業種におけるにおけるにおけるにおける法律法律法律法律のののの適用問題適用問題適用問題適用問題についてについてについてについて    

日本の個人情報保護法は、報道機関などに代表される、表現の自由の権利を主張し行使する

業界との調和に注意を払い、立法過程において、個人情報の厳格な規定が報道機関の表現の自

由を萎縮させるという意見を考慮し、報道機関等を同法第 4 章の適用除外対象として第 5 章雑

則に明確に定めている。 

中国においては、報道機関、信用調査業界、医療機関、弁護士業等への適用について、「個

人情報保護の面で経験がなく、中国におけるこれらの特定業種は国外のものとは異なる特徴が

あり、国外の立法経験を簡単に援用すべきではない。」とし、個人情報保護法の適用除外対象と

していない。 

その理由 100は、以下に示すとおりである。 

①個人情報保護法は、脱法行為が大量に発生する可能性を想定し、原則として平等に適用しな

ければならない。 

②特定業種に対しては、国務院の情報資源主管部門が、個人情報保護法の適用をすべて排除も

しくは適用を制限する規則を定めればよい。 

③もし単独立法でその他の規定を定め、個人情報保護法より一層厳格な規定が含まれる場合は

特別法の規定を優先的に適用させなければならない。 

 

（（（（2222））））自主規制自主規制自主規制自主規制のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

日本においては、業界の自主規制として民間団体による自立的な取り組みを推進し、その機

能を発揮させようとしている。しかし、中国においては、個人情報の保護制度が初歩段階にあ

るため、確立にはかなりの時間を要し、国外の状況を参照した上、中国の現状を総合的に判断

するとしている。 

専門家の草案では業界の自主規制について次のように示している 101。 

① 業界の自主規制は、個人情報保護制度の中で不可欠な部分であり、その機能を十分    

発揮するには、多くの環境整備が必要である。 

② 自主規制の実施細則は、法律の規定より詳細であることから、政府機能を伝達するのに有

効である。 

                             
100 周漢華 前掲注 24  76 頁 
101 周漢華 前掲注 24  84 頁 
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③ 自主規制の規定は中国の業界に対する現行の管理制度を変更するものではなく、相応する

法律規定を守るための手順を要求するものであり、業界の自主規制が確実に機能を発揮す

るには、政府機関と業界間で良好な相互関係を形成しなければならない。 

④ 業界の自主規制組織が個人情報取扱分野で担うことができる責任は大変広範であるため、

現状に基づき、一歩一歩試行し、押し進めていく必要がある。 

以上のように、中国においても業界の自主規制の取り組みの重要性を示している状況から、

前述した「PIPA マーク」が企業活動における個人情報保護の管理徹底に寄与し、中国全土への

更なる拡大と、日本と同様に自主規制の中心的な役割となることを期待したい。 

 

（（（（3333））））罰則罰則罰則罰則についてについてについてについて            

日本の個人情報保護法第 6 章（第 56 条～第 59 条）においては罰則を規定している。しかし、

この罰則は個人情報取扱事業者および認定個人情報保護団体を対象としており、個人情報取扱

事業者の従業者への罰則は明確化されていないが、本法を受け、実際に企業の中で個人の権利

利益を侵害するような情報漏えい事件、事故が発覚した場合、民法 709 条不法行為等による法

的責任を追及され、従業者就業規則による処分が課され、一般社会からは企業のずさんな情報

管理を指摘され、企業の社会的責任を追及されることとなる。 

中国の草案第 69 条では、「その他個人情報処理者の従業者が、みだりに他人に個人情報を提

供し、又は他の方法で在職時に個人情報を利用することによって知り得た情報を公開すれば、

違法の所得を没収し、違法の所得が五千元以上であれば、違法所得の二倍以上五倍以下の罰金

を併せて科す。違法所得がないとき又は違法所得が五千元に満たないときは、千元以上二万元

以下の罰金を科す。また、犯罪が成立すれば、法律に基づき、刑事責任を追及する。」と規定し

ている。 

 

 

小括小括小括小括    

個人情報保護法制定の背景には、個人情報の性質上、一度誤った取り扱いをされると、個人

に回復不可能な損害を及ぼすおそれがあることから、個人情報は適切に保護されなければなら

ないという国民の意識があった。また、企業等によって収集された個人情報が、本人の知らな

いところに流れ、全く認識のない企業等からビジネス勧誘をされることなどへの国民の不安感

が高まっていた。しかし、実際に本法が施行されて以降、町内自治会、学校あるいは同窓会等

において名簿の作成ができなくなったとか、親族が急病で運ばれた病院において個人情報保護

を理由に親族にすら部屋を教えてもらえず面会ができなかった、さらには、企業や公務員の不
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祥事について個人情報保護を理由に公表されなかったなどの事案がある102。これらの現象は、

本法の本来の趣旨とは異なり、法の定め以上に個人情報の提供を拒まれた結果生じたもので、

いわゆる「過剰反応」とされている。このような状況は、個人の生活や企業の正常な経済活動

にも影響を及ぼすこととなる。 

中国では、人々は電子商取引や生活に密着したあらゆる情報の収集において、自宅に居なが

らにして行えるという利便性を十分に享受しているが、それと引き換えに、個人情報を収集さ

れ、他へ流用されることへの不安にも直面せざるをえない。個人は、関連組織が収集・保存し

た自身の個人情報を調べる権利はなく、自分のどのような情報を他人が取得しているのか、そ

の情報が事実と一致しているかどうか等について、確認するすべがない場合もある。また、個

人情報の目的外利用等、不適切な取り扱いが行われた場合は、個人の権利利益を侵害するだけ

でなく、往々にして、情報の内容が事実と合わなくなり、情報本来の価値が失われる。また、

情報共有においても、共有の内容や方法について明確にしなければ、情報の有効利用も妨げら

れることになる。 

このような状況下における中国個人情報保護法の早期立法化について、中国社会科学院法学

研究所の呂艶濱 103氏は次のように述べている。「現在、中国の『個人情報保護法』に対する社会

的ニーズは大きい。個人にとって、法律に基づいた個人情報の処理活動は個人情報の濫用を防

止することができ、e コマースなどの商業活動への参加意欲を高める。企業にとっては、明確

な個人情報処理規範は企業の個人情報処理活動を管理・徹底し、違法な個人情報の取り扱いを

減少させることができる。国際貿易の分野では、個人情報保護制度は情報の越境移動を制限す

る場合、正常な国際貿易取引に影響を与える要素となりうるため、個人情報保護の立法を早め

る必要がある。このため、中国の国情に合い、個人の権利利益の保護に役立つだけでなく、企

業の正常な経営活動に影響を与え過ぎないような個人情報保護制度を確立することが、中国経

済の健全な発展の上で役立つことは間違いない。 104」また、政府の情報公開においても、制度

の整備が不十分であったために、情報の流通が順調でなく、そのことが国民の権利利益の保護

および経済、社会の発展に不利に働いているとの認識が、政府および民間で強く持たれるよう

になってくるとともに、情報公開の重要性についての認識も徐々に一般社会に浸透してきた。

近年では、情報公開を原則とすることが、人々、特に政府機関の人々によって認められるよう

になっている 105。「政府が情報公開する上で重要な点は、非公開情報の範囲を明確にすることで

あり、これには個人情報の公開・非公開の問題も含まれる。個人情報保護法を完備し、どのよ

                             
102 宮下 絋 『個人情報保護の施策‐「過剰反応」の解消に向けて-』 朝陽会 2010 年 2 頁 
103 中国社会科学院法学研究所の副研究員で、憲法・行政法研究室副主任、アジア法研究センター秘書長 
104 中日経済情報週刊 2008 年 10 月 20 日付記事 http://j.peopledaily.com.cn/weekly/20081020/jnew4-1.html      

(アクセス 2010 年 6 月 3 日) 
105 呂艶濱「中国の情報公開制度‐「中華人民共和国情報公開条例」の成立を中心に‐」比較法学 

早稲田大学比較法研究所 41(2)(通号 84) 2008 年 229 頁 
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うな個人情報をどのように保護するか、個人情報の公開と非公開をどのように選択するかを、

明確かつ実施可能な規定にしなければならない。個人情報保護法が未整備の状況では、関連部

門が個人情報保護を理由に政府情報の公開を拒否したり、政府情報の公開を名目に、他人の個

人情報を公開したりする可能性もある。個人情報保護制度と政府の情報公開制度は表裏一体の

ものであり、個人情報保護制度なくしては、真の政府情報公開制度はありえない。 106」それゆ

え、情報化社会において、大量の個人情報が収集利用される状況下では、早期に個人情報保護

制度を確立する必要がある。同時に、個人情報保護法の成立と実施は、行政の分野においても

個人情報の濫用を抑制し、基本的人権を保障するという重要な意義がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
106 周漢華 前掲注 24 38 頁 
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第第第第３３３３章章章章        

企業活動企業活動企業活動企業活動にににに係係係係るるるる個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

    

    

    

    

第第第第１１１１節節節節    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする企業企業企業企業のののの管理責任管理責任管理責任管理責任    

    

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者へ本法に適合する情報システムの構築と、その全体

に及ぶ情報セキュリティの確保を求めている。これらは主務大臣の関与と民商事責任で担保さ

れた「具体的な義務 107」である。「具体的な義務」の 1 点目は、法に従わない場合は主務大臣の

関与を受け、主務大臣の関与に従わなければ制裁を受けるということである。主務大臣の関与

およびそれに従わなかった場合の制裁は以下のとおりである 108。 

 

 

稲垣隆一『個人情報保護法と企業対応』96 頁 図表 2-1 （清文社 2004 年 6 月） 

 

2 点目は、民法等の損害賠償や差止請求を根拠づける規定の解釈にあたって、その規定内容

を充填するという効果である 109。例えば、情報漏えいなどの事件が起きた場合は、本法第 20

                             
107 稲垣隆一 前掲注 3 97 頁 
108 稲垣隆一 前掲注 3 96 頁 
109 稲垣隆一 前掲注 3 97 頁  
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条が法的責任を追及する根拠となる。 

第 156 回国会会議録「個人情報の保護に関する特別委員会 第 6 号(2003 年 4 月 18 日)」で

も、「個人データがネットワーク上に流出した責任は、個人情報取扱事業者が安全管理のため

に必要かつ適切な措置、例えば、適切な暗号化措置を講じていたかどうかによって判断され

る。」との答弁がなされている。つまり、個人情報の本人は、個人情報取扱事業者に対し、暗

号化措置などの安全対策を講じていなかったことへの損害賠償請求や差し止め請求を行う場合

には、本法第 20 条ないし第 22 条が個人情報取扱事業者に対するセキュリティ対策の義務を課

していることから、これに違反したことを指摘して、請求の根拠としての民法第 709 条や 723

条の要件としての違法性、行うべき義務や義務違反を主張できる。 

このように、法第 20 条ないし第 22 条は、個人データを業務上用いるすべての個人情報取扱

事業者に安全管理のための適切な措置を義務づけている。これにより、安全管理未措置の事業

者または安全管理措置が適切でない事業者は、漏えい等の事故が発生した場合に、損害賠償請

求を受ける可能性があり、システムの差し止めや稼働停止の仮処分を受ける場合もある。この

問題は事業者の評価に影響し、役員の辞任や報酬の減額等も免れず、企業の死活問題ともなり

かねない。また、漏えい事故後には、短期集中的に、安全管理への是正措置を行う必要がある。

さらに、法第 21 条においては、個人情報取扱事業者には従業者に対する監督義務を負わせてい

るが、わが国では特に従業者等による個人データの漏えいが多発しており、内部からの情報漏

えいが事故件数全体の約 8 割110を占めている。 

そこで、このような事象を回避するために、法第 20 条ないし第 22 条に基づく「安全管理措

置」における企業の管理責任として、以下の 3 点が重要であると考えられる。 

第 1 には、経営者の強いリーダーシップである。企業は、社会の一員として法律を遵守し、

環境や安全への配慮、社会貢献などの活動を行いながら、ステークホルダーが求める健全な経

営を心がけなければならない。 

企業の内部統制を整備することは、情報漏えい等を含めた不正を防止、抑止する上で不可欠

であるため、経営者は、会社が健全に経営されていることを自ら確認しなければならない。同

時に、経営者の強いリーダーシップで企業内の意識改革を推進することは、情報社会における

経営者の必須条件といえよう。 

第 2 は、情報セキュリティ対策を構築することである。情報セキュリティ対策は自主対策の

取り組みでは限界があり、また、専門知識を持つ者が自社組織に存在しないことも少なくない

ことから、自分たちの組織のセキュリティレベルを客観的に判断するのは非常に難しい。この

対処手段として情報セキュリティに関する専門知識を習得する認定資格制度 111が創設されてい

                             
110 個人情報保護に関する法律施行状況の概要 内閣府発表資料(平成 18 年度～平成 22 年度) 
111 非特定営利法人 日本セキュリティ監査協会が運営する公認セキュリティ監査人資格制度を指す。 
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る。しかし、人材の育成を含めた情報セキュリティ対策は、直接事業に利益をもたらすもので

はなく、出来れば敬遠したいコストとして捉えられることもあり、業務の見直しが必要となる

など、場合によっては情報収集活動の萎縮効果となる可能性がある。 

今日においては、情報セキュリティを脅かす原因が多様化、凶悪化し、個人情報や機密情報

の外部漏えいへの対応が強く求められるようになってきた。このような状況下で、法令遵守に

向けた内部統制システムの構築を含めた情報セキュリティ対策は、個人情報保護に関する重要

課題であり、市場のニーズに適合するための情報管理責任であるといえる。 

第 3 は、構築したセキュリティ対策を含めた企業の運営に対して内部監査を実施し改善する

ことである。会社法や日本版サーベンス・オクスリー法（日本版企業改革法 112）によって内部

統制システムの構築が義務づけられた現在、情報セキュリティ対策が整備され、適切に運用さ

れているか否かを、独立かつ専門的な立場から検証・実証する「セキュリティ監査」が注目さ

れている。 

セキュリティ監査は、対策が十分機能しているかを客観的にチェックでき、セキュリティ対

策が運用できていることを保証する際に有効な手段となる。現実問題、多くの企業ではセキュ

リティ監査に関わる専門家不足といった課題を抱えていることもうかがえるが、人材の育成お

よび要員を確保し、内部監査を実施することは、セキュリティレベルの底上げを図ることにな

る。こうした安心の提供が企業の信頼性の向上に役立つ側面も見逃すことはできないと同時に、

内部監査は企業の個人情報管理に関する重要な責任である。 

そこで、次節では個人情報保護の管理に関し、こうした企業の情報管理責任を満たす「個人

情報保護マネジメントシステム」の有用性と「プライバシーマーク」の認証制度における情報

管理について説明することとする。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントシステムシステムシステムシステムのののの有用性有用性有用性有用性        

    

    前節で述べたとおり、本法は、事業者の個人情報の取り扱いに関する義務などを定めており、

こうした義務を果たし、個人情報保護・管理の徹底を目的とする社内体制を確立するための具

体的な手段として「PMS‐要求事項」が導入されることが多い。「PMS‐要求事項」の規格である

「JIS Q 15001:2006」は、マネジメントシステム規格を作成する場合の国際規格である「ISO 

                             
112 SOX 法とは、米国のサーベンス・オクスリー法を指す。日本でも、会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を目的 

とした日本版 SOX 法が施行されている。2003 年 4 月に会社法が施行され、委員会等設置会社の内部統制システム構築

が義務化された後、内閣府令第 28 号施行により、コーポレートガバナンス、内部統制事項の開示が義務化、代表者

確認書の任意添付が求められている。その後、各種取り組みが進み、2007 年 7 月 31 日には、金融庁が金融商品取引

法を改正する政令を閣議決定。2007 年 9 月 30 日より施行。これにより、日本でも、米国 SOX 法同様に内部統制の有

効性を公認会計士が検証する仕組みとなっている。   



46 

Guide 72:2001113」に従って作成されている。したがって、品質マネジメントシステムや環境マ

ネジメントシステムと共通のマネジメントシステムの原則を採用している114。 

 マネジメントシステムの原則の趣旨は、方針を作成（Plan）し、それに基づいて計画を実行

（Do）し、点検（Check）し、見直し（Act）を行うという、いわゆる PDCA サイクルをスパイラ

ル的に継続することにより、事業者の管理能力を高めていくことにある。JIS 規格の中には、

「個人情報保護マネジメントシステムの基本モデル」として次のような図が示されている。こ

の仕組みを採用することで、事業者は個人情報の保護レベルを維持・向上させていくことが期

待される。 

 図 2 個人情報保護マネジメントシステムの基本モデル 

              

 

この JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステムを企業内に確立し、実施している状況

を第三者機関が評価し、認証するのがプライバシーマーク制度である。企業が、第三者機関か

ら「十分な法律保護水準を確保・維持する体制を確立している」ことを評価されることは、対

外的な信用と一般消費者からの信用維持・向上に貢献できる。 

JIS Q 15001 に基づくプライバシーマーク制度は、法の定める要件を満たした「個人情報保

護マネジメントシステム」であることから、法の実効性を高めるため、民間団体の自主的な取

り組みの普及が必要であると認識されている。 

プライバシーマーク制度の認証を受けると、プライバシーマークを名刺や封筒、宣伝広告資

料、便箋等、そしてホームページ上で表示することができ、「わが社は個人情報保護を管理・

徹底している」と広くアピールすることが可能となり、企業が社会的信用を得ることにより、

様々な効果が期待できる。特に、最大のメリットは、企業間取引を行う際の信用拡大である。 

本法は、業務の委託元が委託先企業の監督責任を負うと定めており、特に個人情報を活用す

る事業の受託については、個人情報管理体制が厳しく問われることになる。また、顧客からの

企業に対する信用度も、プラシバシーマークの認証を受けているか否かで大きく影響される。

様々なサービスの利用や商品の購入時など、個人情報を提供する際に、提供した個人情報が適

                             
113 マネジメントシステム規格の正当性および作成に関する指針 
114 財団法人日本情報処理開発協会プライバシーマーク推進センター『JIS Q 15001:2006 をベースにした個人情報保護 

マネジメントシステム実施のためのガイドライン』 15 頁～17 頁 （2010 年 9 月） 
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切に管理されているかなどを気にする顧客が今後更に増加すると予想され、個人情報管理体制

が顧客の企業選択条件の一つになってくると思われる。企業も顧客からの信用を得られなけれ

ば、顧客情報を収集・利用し、顧客サービスの向上やマーケティング戦略を実施していく上で

は大きな支障となり、特に、オンラインショップ等、店舗販売・訪問販売などの対面活動をし

ていない企業においてはその影響が大きいとも予想される。ましてや、従業者教育の不徹底か

ら無頓着な情報管理の対応によって顧客情報を漏えいしてしまえば、顧客からの信頼を失うな

ど、その影響は計り知れない。本法では従業者の監督義務（本法第 21 条）が示されており、企

業と従業者が一体となって取り組むことが必須である全員参加のプライバシーマークは、従業

者の意識高揚が最も重要であると考えられる。 

筆者の実務体験を述べると、10 年前、個人情報保護マネジメントシステムを採用し、プライ

バシーマークの認証申請を行うにあたり、全従業者等を対象に研修を実施し、「PMS‐要求事項」

に沿って PDCA を一巡した際、特に変化の見られた点は従業者の意識であった。 

 従業者からは「日常的に取り扱う個人情報の管理について、規定どおりに運用すれば漏えい

等のリスクが回避でき、規定を守ることで自分も護られる。」という意見まで聞かれた。また、

内部監査の実施にあたり、事前の監査員養成教育においては、個人情報保護マネジメントシス

テムに関する疑問点への積極的な質問を経て、それぞれの被監査担当へ監査員が事前指導を行

うといった場面も見られた。 

一方、個人情報保護マネジメントシステム文書規定の内容は、研修等で説明を行っても、そ

の膨大な内容等の理由から、従業者全てに、平等に、早急に浸透させることは非常に困難であ

ることは予測しており、事実、従業者間における規定内容の認識にかなりの差異が見られた。

実際に個人情報保護の内部監査に関わるなど、何らかの形で文書規定に触れる機会に遭遇しな

ければ、個人情報保護の文書規定を、興味を持って能動的には検索しないであろう。 

ましてや、今日の人員削減等における個々人の業務量の増大等の状況下ではなおさらのこと、

個人情報の取扱いに関し、緊急事態が発生しなければ自ら日常的に自社の個人情報保護規定に

関する情報収集を行おうとはしない。このような、各従業者間における個人情報保護に関する

認識の相違は、今後における個人情報漏えいと全く無関係であるとは言い難い。この点につい

ては、本論文のねらいである「情報漏えいを起こさない企業の体質改善」を推進することと密

接に関連している。 

 企業が、個人情報の漏えい事件を起こさないこと、法律違反を起こさないことは、最低限の

企業行動として求められる。また、個人情報の主体である顧客や関連する組織に迷惑をかけな

いような仕組みとして、個人情報の漏えいを未然防止する業務の流れにすることが望ましいが、

情報を取り扱うのは人であるために、ヒューマンエラーの発生は防げない問題がある。いかに

セキュリティを強化しても完璧ということはありえず、たった一人でも悪意ある行動があれば、
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個人情報の漏えい事件の発生が考えられる。 

 個人情報の漏えいを起こしてはならないのは当然のことであるが、リスク回避策として経済

産業省ガイドラインを遵守する仕組みを企業内に確立することが必要であるといえる。経済産

業省ガイドラインを遵守する仕組みづくりは、プライバシーマークを取得することとほぼ一致

し、経済産業省ガイドラインに比べて JIS Q 15001:2006「PMS‐要求事項」の方が要求範囲は

広く、この規格に則った仕組みを確立すれば、経済産業省ガイドラインを包含することができ

る。 

すなわち、企業は、本法の各条文に個別に対応するだけでは十分ではなく、企業全体として

JIS Q 15001:2006「PMS‐要求事項」を取り込むことが有効的であり、これらを含めて企業の情

報管理のレベルを高めるのが個人情報保護マネジメントシステムである 115。また、最近まで、

個人情報保護の体制を整備することが、競争優位を導く重要な事業戦略と考えられていたが、

現在では、プライバシーマークの認証取得が企業経営に不可欠な前提条件であると考えられ、

今後更なる普及・拡大が見込まれる。 

 

 

第第第第３３３３節節節節    企業企業企業企業におけるにおけるにおけるにおける従業者従業者従業者従業者のののの監視監視監視監視ととととプライバシープライバシープライバシープライバシー    

    

 個人情報取扱事業者による従業者の監督義務は法第 21 条に規定され、その適法性の基準は

「必要かつ適切な監督」とされている。「従業者の監督」義務違反は、個人情報取扱事業者の従

業者に対する監督が「必要かつ適切」であったかを主務大臣が判断することとなる。 

経済産業省ガイドラインにおいては、「従業者が、個人データの安全管理措置を定める規定

等に従って業務を行っていることを確認せず、結果個人データが漏えいした場合」と規定し、

次の留意点「1.監視をめぐる労使双方の保護すべき利益の明確化、2.職場における従業者の私

的領域の範囲の明確化、3.従業者のプライバシー権に優先する特別な使用者利益の明確化、4.

監視を行う場合の手続要件（従業者への通知、行政許可等）の明確化、5.秘密の監視が可能と

なる特別な要件」を示したうえで、個人情報取扱事業者に従業者の監視を求めている 116。 

この留意点は、1995 年の EU 指令、1996 年の ILO 行動準則 117などを受け、1997 年に設置され

た労働省「労働者の個人情報保護に関する研究会118（座長:諏訪康雄法政大学教授）」において、

従業者の個人情報の保護をめぐる国内外の状況およびその保護のあり方についての検討を行い、

                             
115 NPO 日本システム監査人協会・個人情報保護研究会『個人情報保護マネジメントシステム実践マニュアル』 

  森北出版株式会社 2011 年 1 月  49 頁 
116 堀部政男 編著 前掲注 1 168 頁  
117 労働者の個人情報保護に関する行動準則  
118 http://www.jil.go.jp/kisya/daijin/980629_01_d/980629_01_d_meibo.html （2011 年 12 月 6 日 アクセス） 

労働者の個人情報保護に関する研究会メンバー  
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1998 年 6 月「労働者の個人情報保護に関する研究会報告書」119を公表し、企業を含めた関係者

における検討の重要性とともに、国に対して具体的な原則を示していくことの重要性を提言し

たものである。 

上記報告書は、従業者の監視に関する判決や、実態調査などの分析からプライバシー保護、

個人情報保護に係る法的枠組みを指摘し、留意すべき点を明らかにしたものである。 

 このようにして、企業における従業者のモニタリングは、本法における個人情報取扱事業者

の義務として定着しつつある。 

 

 

小括小括小括小括    

    本章では、企業活動に係る個人情報保護について、企業の管理責任およびその管理責任を果

たすためのマネジメントシステムの有用性について強調した。また、企業には、企業秩序を定

立・維持する権限に基づき従業者を監督する権限がある。使用者である経営者が従業者の企業

秩序の維持状況および職務専念状況を確認し、また、業務の適法・適正性を監視する仕組みは、

コーポレートガバナンスとコンプライアンス体制の重要な要素であり、CSR 活動の基盤である。 

ゆえに、企業活動に係る個人情報保護は、CSR 活動の重要な位置を占めると考えられる。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                             
119 http://www.jil.go.jp/kisya/daijin/980629_01_d/980629_01_d.html （2011 年 12 月 11 日 アクセス） 

  「労働者の個人情報保護に関する研究会報告書」平成 10 年 6 月 29 日 
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第第第第４４４４章章章章        

企業活動企業活動企業活動企業活動にににに係係係係るるるる個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの実態実態実態実態分析分析分析分析    

    

    

    

    

第第第第１１１１節節節節    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする法律施行状法律施行状法律施行状法律施行状況況況況のののの概要概要概要概要によるによるによるによる分析分析分析分析    (消費者庁発表による) 

 

個人情報保護法第 53 条において、内閣総理大臣は、関係する行政機関の長に対し、この法

律の施行状況について報告を求めることができるとされている。また、同条第 2 項の規定に基

づき、内閣総理大臣は、毎年度、同条第 1 項の報告を取りまとめ、その概要を公表することと

されている。なお以下に、消費者庁が HP で公表している「個人情報保護法令」の「施行状況の

概要 120」で報告されている、平成 17 年度から平成 22 年度までの個人情報漏えい事案件数の状

況や、同期間における過去 2 年間に企業から発生した個人情報に関する事件・事故等を紹介す

る。 

 

１１１１．．．．事業者事業者事業者事業者からのからのからのからの個人情報個人情報個人情報個人情報漏漏漏漏えいえいえいえい件数件数件数件数のののの状況状況状況状況 121 

個人情報保護法施行後6年間の全体的な状況として、個人情報の漏えい事案 122件数は、平成17

年度1,556件、平成18年度893件、平成19年度848件、平成20年度538件、平成21年度490件、平成

22年度413件であった。このように、個人情報保護法施行後、漏えい件数は毎年減少傾向にあり、

このことは、個人情報取扱事業者に本法が徐々に定着してきているものと解したい。  

直近の過去2年間を見ると、漏えいした個人情報の内容は、ほとんどの事案について、顧客

情報が含まれている。氏名、生年月日、性別、住所（以下「基本情報」という。）とそれ以外

の情報（以下「付加的情報」という。）に分けてみると、基本情報のみが漏えいした件数は、

平成21年度、平成22年度ともに漏えい事案総件数の約1割であり、多くの事案において、電話番

号、口座番号、メールアドレス、クレジットカード番号等の付加的情報も含めて漏えいしてい

た。表4は、直近の2年間の漏えい状況である。 

 

                             
120 消費者庁 個人情報保護法令 施行状況の概要 http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index_sub001.html 

  (アクセス 2011 年 11 月 24 日) 
121 前掲注 120 (アクセス 2011 年 11 月 24 日) 
122 「漏洩」の他､「滅失」､「き損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、内閣府に報告された事案に限る。 
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表4 漏えいした情報の種類（平成22、21年度）（平成23年8月消費者庁発表資料） 

 

漏えい元については、「事業者」から直接漏えいした事案が平成22年度（表5）、平成21年

度（表6）ともに全体の7割弱、「委託先」から漏えいした事案が両年度ともに全体の約2割とな

っており、「事業者」および「委託先」の中で、実際に漏えいに関わった者（以下「漏えいし

た者」という。）についてみると、両年度ともに「従業者」が全体の約8割（表5・表6 従業者

の欄、事業者・委託先の合計）を占めている。 

漏えいした原因別では、「従業者」の「意図的」な漏えいが、平成22年度においては事業者

から8件、委託先から2件（表5）、平成21年度においては事業者から5件、委託先から6件（表6）

であり、減少はしているものの、依然、従業者からの「意図的」な漏えいはなくならない状況

である 123。不注意による漏えい件数については、平成17年度が1,184件 124であったのに対し、平

成22年度328件となり個人情報保護法施行以降約7割減少し、個人情報を取り扱う従業者の個人

情報保護に対する認識が高まってきていると思われる。以下は、平成22年度、平成21年度にお

ける漏えい元と、漏えいした者の状況である。 

 

 

                             
123 内閣府 平成 22 年度 個人情報保護に関する法律 施行状況の概要                         

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/22-sekou.pdf （アクセス 2011 年 1 月 7 日） 
124 内閣府 平成 17 年度 個人情報保護に関する法律 施行状況の概要 

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/17-sekou.pdf （アクセス 2011 年 1 月 7 日）  
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 また、漏えい後の改善措置についてみると、ほとんどの事案において事業者による何らかの

安全管理対策が講じられ、安全対策の内訳では、全体の約9割の事業者が、教育・研修の実施な

どの組織的対策を講じている。 

 

 以上の数値を見る限りでは、年々漏えい事案は減少傾向にあり、個人情報保護法施行後から

個人情報取扱者の意識の高まりを察することができる。 

 

２２２２....個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針のののの一部変更一部変更一部変更一部変更    

 「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年4月2日閣議決定、平成20年4月25日一部変更）

において、（1）内閣府は、法の施行状況について、全面施行後3年を目途にその結果に基づい

た必要な措置を講ずること、（2）国民生活審議会は法の施行状況のフォローアップを行うこと
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とされていたため、国民生活審議会により、施行状況の評価および検討がなされ、平成19年6

月にこれを意見として政府に提出した 125。 

これを踏まえ、3年を目途とする見直しの一環として、平成20年度中に基本方針について次

の見直しが行われた。 

①  「過剰反応」が生じているという現状認識を明記、法律・条例の適切な解釈・運用を図る

ことの重要性を明記 

②  個人情報の保護に関する国際的な取り組みへの対応の検討を明記（OECD、APEC、EUで進め

られている国境を越えた取り組みの重要性を明記） 

③  消費者等の権利利益の一層の保護（事業者の自主的な取り組み） 

④  安全管理措置の重要性（個人データを保存した媒体の性質に応じた安全管理措置） 

こうした一部変更に伴い、事業者において個人情報保護への自主的な取り組みがなされ、漏

えい件数の減少に繋がることが期待される。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    個人情報保護意識醸成個人情報保護意識醸成個人情報保護意識醸成個人情報保護意識醸成のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みみみみ    

    

 企業活動に係る個人情報保護管理・徹底の推進において、最も重要なことは企業内で個人情

報を取り扱う従業者の個人情報保護に関する意識改革である。物理的セキュリティ対策をいか

に構築しようとも、個人情報を取り扱う従業者に自覚がなければ漏えい防止対策は十分とは言

えず、個人情報漏えい事故に対するリスクは常に高い状況にある。 

 個人情報の漏えい事故は、従業者の単純ミスや義務違反行為に起因していることが多く、こ

れらを未然に防止することで安全管理のレベルを向上させることができる。業務上秘密と指定

された個人データの非開示について、企業側と従業者間の契約に盛り込むこと（業務上知り得

た情報を他者に口外しないとする誓約書等）や、従業者に対し教育を実施することなどの人的

セキュリティ対策は、個人情報漏えい事故の発生を未然防止するための最も中心的な部分であ

る。また、漏えい対策は、事前対策ばかりでなく事後対策についても十分な準備をするなど、

対応策を検討しておくことが経営上重要なことである。 

 企業の情報セキュリティに関しては、ファイル交換ソフト等の出現で、情報保護の環境が悪

化し、多くの企業では情報の出入りを厳しくチェックするハード面、ソフト面での新しいシス

                             
125 内閣府 国民生活審議会 個人情報保護に関する取りまとめ（意見）平成 19 年 6 月 29 日

http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai/kojin/20th/torimatome.pdf （アクセス 2011 年 8 月 11 日） 
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テムの導入や検討が求められている。 

一方、企業が個人情報を守るために、ハード面やソフト面でいかに多くの対策を講じようと

も、現場の従業者がルール違反をすれば、情報の流出に歯止めがかからない。現場のルール違

反は悪意の情報漏えいのみでなく、本人に悪意の認識がなくとも情報を流出してしまうケース

も多い。例えば、ファイル交換ソフトによる情報漏えい事故は、自宅で業務を行うため、企業

の情報を私有 PC に保存した状態で持ち出し、インターネットへの接続時に、本人が認識のない

情況においてウィルスに感染し、企業の情報がインターネット上に流出するというケースであ

り、このような事故が後を絶たない。ウィルス駆除ソフトが開発されても、次々と新種のウィ

ルスが生まれているのが現状であり、様々な対応策を準備しておくことが望まれる。情報漏え

いのリスクを回避するためには社内規定を整備し、情報機器類の利用規定を設け、遵守・浸透

させる必要性がある。こうしたルールは、従業者に違反行為を犯さない自覚を持たせるために

極めて重要な施策である。情報漏えいの結果、企業の信頼喪失と同時に、従業者の人生および

家族の生活へも悪影響を及ぼすこととなる。企業は、ルールを浸透させると同時に、ルールに

違反した場合のリスクに関しても徹底した教育を重点的に行うことが必要である。  

    

    

第第第第３３３３節節節節    企業活動企業活動企業活動企業活動におけにおけにおけにおけるるるる個人情報保護管理個人情報保護管理個人情報保護管理個人情報保護管理にににに関関関関するするするする経験的考察経験的考察経験的考察経験的考察    

    

筆者の勤務する電気通信事業者 A 社は、平成 14 年 5 月「組織整備」の名目で、100%子会社

を新設し、新設した子会社へ業務移管することで約 11 万人の社員を削減するという企業再編リ

ストラが断行された。このような企業再編は、他企業においても内容に差異はあるものの、同

様の状況が存在すると思われ、社会情勢の変化に伴う流れだと受け止めるべきであるが、新制

度での就労を余儀なくされた従業者の心境が、愛社精神の喪失に繋がったことは間違いない。

ちょうどその時期から、自社内に漏えい事案が頻発していることを見れば、個人情報を取り扱

う従業者の「愛社精神の喪失」との関連を否定できないと考えられる。 

本節では、企業内において、個人情報の保護・管理を推進する「個人情報保護推進事務局」

の役割を担ってきた筆者の経験から、既に周知の事実（総務省へ報告し公表している事案）で

ある企業内における事件事故事例を紹介することとする。 

図 3 は、会社組織図の概要であり、A 社は西日本全域に事業本部、支店、事業部を多数置き、

業務を他社に一部委託、再委託、および代理店での販売活動をも展開している。 
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１１１１. . . . 企業内企業内企業内企業内におけるにおけるにおけるにおける事件事故事例事件事故事例事件事故事例事件事故事例    

（（（（1111））））PCPCPCPC 盗難盗難盗難盗難によるによるによるによる個人情報個人情報個人情報個人情報のののの漏漏漏漏えいえいえいえい 126    

2006 年 12 月 29 日から 2007 年 1 月 3 日の年末年始の休暇中に、A 社の事業部 1 の①委託先

の再委託先イが事務所荒らしに遭い、業務関連個人情報を多数（7219 件）保存していた PC が

盗難に遭うという事件が発生した。発生要因については、建物セキュリティについて警備会社

との契約がなされていなかったこと、ノート PC は施錠できる保管庫等に保管もしくは盗難防止

ワイヤーで固定されていなかったこと、しかも、年 1 度の委託元企業による立入点検が実施さ

れていなかったこと等がうかがわれた。もし、立入点検などが実施され、不具合が露見してい

れば、ノート PC は保管庫への収納あるいは盗難防止ワイヤーでの持ち出し防止等について指導

がなされるところであるが、再委託先企業は委託元企業の監査対象外であることから、詳細な

状況は把握できないが、本件事案の結果を見ると、再委託先企業は自主点検も実施していなか

ったものと思われる。A 社では、PC のセキュリティ、盗難防止等について詳細に規定し、委託

先へもその規定により指導が行われているはずであった。しかし、本件事案の結果は、PC の保

管等に関する委託元 A 社の規定を再委託先イが守っていなかったことを証明するものであった。 

本件発生に伴い事業部 1 では、事後対策として、フリーダイヤルセンタ(お問い合わせセン

タ)を設置し、電話受付、お客様情報の調査等に膨大な労力を要し、漏えいしたすべてのお客様

                             
126 2007 年 1 月 5 日 報道発表 

   http://www.ntt-west.co.jp/okayama/backnumber07/newsrelease070105.html （アクセス 2011 年 12 月 24 日） 
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へ謝罪文の発送、その他、電話あるいは訪問による謝罪を行った。 

 加えて、社外的対応としては、漏えい謝罪報道発表を行い、2 社のテレビ局が放送し、7 社の

新聞紙上に掲載された。 

現在においても、PC の行方については不明であるが、個人情報の二次流出の被害届けがなか

ったことから、お客様（個人）情報の不正利用はなかったものと思われた。その後、事業部 1

は、すべての委託先へ立入り、お客様情報の管理状況について一斉点検を行った。その結果を

受けて、事業部 1 は、委託会社に対し、月 1 回以上、お客様情報の管理状況について調査・報

告を求めるとともに、年 1 回以上は「情報管理状況チェックシート（監査用）」により委託元が

再委託会社に対して立入点検を実施することを要求した。 

本件発生の要因は、委託元企業における監督の不備である。そもそも個人情報保護法第 22

条において、委託元は委託先の監督を義務づけられているにもかかわらず、委託先企業による

再委託先企業の個人情報保護の管理に関する指導が徹底できていなかったことである。もちろ

ん、A 社は全ての委託先、再委託先を監督する義務を負っているから、本件事案の発生の根源

は、A 社の指導、監督の不行き届きといえる。また、本件事案の発生により、委託元である事

業部 1 は、プライバシーマークの認証企業でありながら、個人情報保護マネジメントシステム

の要求事項を遵守せず、情報漏えいの未然防止に努めていなかったといわざるを得ない。 

その 5 カ月後、別の事業部 2 が事務所荒らしの被害に遭い、ノート PC が盗まれたことを公

表 127した。5 月 21 日に事業部 2 の従業者が出勤してみると、盗難防止用のワイヤーが切られ、

何者かに PC を持ち去られていたという事件である。被害に遭った PC には、個人顧客のインタ

ーネット接続サービス受注情報 14 件や法人顧客の受注情報、顧客に対する提案書 29 件が保存

されていた。氏名、住所、電話番号など個人情報が含まれており、法人顧客についてはシステ

ム上の設計図なども記録されていた。同事業部では関連する顧客に対して、個別に訪問して謝

罪を行った。 

このように、委託先企業のみならず、A 社においても同様の事件に遭遇したことを踏まえ、

全国の事業部、支店および委託先企業において、徹底した建物セキュリティ対策等を実施した。 

膨大な全国の顧客情報を事業の用に供している国内最大の電気通信事業者である A 社は、個

人データ漏えい等の未然防止のための安全管理対策（本法第 20 条）を、事前に率先して実施す

る企業でなければならない。 

 

（（（（2222））））ファイルファイルファイルファイル交換交換交換交換ソフトソフトソフトソフトによるによるによるによる個人情報個人情報個人情報個人情報のののの漏漏漏漏えいえいえいえい        

2008 年 3 月 23 日、A 社支店 2 の委託先③より、顧客情報が流出した。流出したのは支店 2

                             
127 2007 年 6 月 12 日報道発表  

http://www.ntt-west-kansai.co.jp/news/2007/0612/index.html  （アクセス 2011 年 12 月 25 日） 
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の法人顧客 35 団体の従業者情報 1041 件で、委託先③の従業者の私有 PC にインストールされて

いたファイル交換ソフト「Winny」を通じて流出したものである 128。流出したデータには、氏名、

住所、電話番号、性別などが含まれていた。流出した情報の不正使用などは確認できなかった

が、A 社では、支店 2 の法人顧客 35 団体の従業者に対して文書で事情を説明し、謝罪した。委

託先③においても、3月 27日に顧客情報のネット流出についてウェブサイト上で公表している。 

また、2010 年 7 月 22 日、A 社支店 3 において、委託先④の従業者の自宅 PC から顧客情報 55

件が流出したことが判明した 129。この従業者が自宅で使用している PC がウィルスに感染し、フ

ァイル交換ソフトを介してネットワーク上に流出したもので、滋賀県および京都府の個人顧客

4 件、法人顧客 51 件の顧客名、住所、電話番号などが含まれていた。 

A 社では、従来から、業務情報の持出しや自宅 PC へ業務情報を保存することの禁止を規定し

ている。しかし、従業者の自宅 PC から顧客情報が流出したことは、この規定が守られていなか

ったとして再点検の実施など再発防止策を実施した。ファイル交換ソフトによる情報の流出は、

委託元、委託先、再委託先を問わず頻繁に発生する危険性があり、規定を守らない一部の従業

者により、企業の信頼が失墜し回復困難となる。 

 

（（（（3333））））顧客顧客顧客顧客がががが利用利用利用利用しているしているしているしているサービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの不適切不適切不適切不適切なななな提供提供提供提供    

2009 年 8 月上旬から 10 月下旬において、 A 社事業部 3 の社員が、県内の顧客が利用してい

るサービス情報を、一部販売代理店へ不正に提供していた。 

不正提供が行われたのは、A 社の利用者や A 社以外の通信会社の利用者など、県内の顧客情

報 35 万 3605 件であった。A 社は、A 社事業部 3 の社員が、県内の顧客が利用しているサービス

情報を販売代理店に提供後、各販売代理店が営業活動へ利用した事実はなく、提供した情報は

すでに廃棄していると A 社 HP に公表し謝罪した。 

問題となったのは、A 社が A 社の販売代理店②から受注見込み客のデータを預かり、同社の

利用者情報などを削除する「リストクリーニング作業」を行った際、A 社事業部 3 の従業者が

他事業者の情報を提供していたものである。 

他事業者（A 社以外の通信会社 13 社 130）は、A 社が保有する他事業者の通信サービスの利用

状況について、事業部 3 を通じて A 社の販売代理店②へ不正に提供されていた問題を受け、監

督官庁である総務省に対して調査の徹底や再発防止策のための改善措置に関する要望書を提出

                             
128 2008 年 4 月 8 日公表 

http://www.fjm.fujitsu.com/news/release/2008/080408.html  （アクセス 2011 年 12 月 24 日） 
129 2011 年 7 月 20 日公表 

http://www.ntt-west.co.jp/shiga/ssi/H22_contents/0720-2.pdf（アクセス 2011 年 12 月 24 日） 
130 イー・アクセス、関西ブロードバンド、ケイ・オプティコム、KDDI、ZIP Telecom、ジャパンケーブルネット、ジュピ

ターテレコム、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク BB、姫路ケーブルテレビ、フュージョン・コミュニケーション

ズ、ベイ・コミュニケーションズ、UCOM の 13 社 

  http://www.security-next.com/11654 （アクセス 2011 年 5 月 4 日） 
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した。要望書は、相互接続上知り得た他事業者の情報を A 社の販売代理店へ提供した行為につ

いて、電気通信事業法の禁止行為に抵触する可能性があり、重大な問題であると指摘した。ま

た、調査の徹底や再発防止といった改善措置や、他地域においても同様の事例がないか事実の

確認を行うよう求めた。要望書を受け、11 月に総務省は A 社へ電気通信事業法と個人情報保護

法に基づき、報告を求めた。 

この事案により、A 社では、報道発表 131を行い、業務改善計画 132を着実に実施することを公

表した。 

 

２２２２. . . . 企業内企業内企業内企業内におけるにおけるにおけるにおける事件事故事例事件事故事例事件事故事例事件事故事例のののの分析分析分析分析    

個人情報取扱事業者は、業務委託を行う際には、個人情報保護法第 22 条に定める委託先企

業の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に適切な監督を行わなければならない。また、

同法第 20 条においては、個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、その他の

安全管理のために適切な措置を講じなければならないと定めている。 

（1）「PC 盗難による個人情報の漏えい」事案の発生により、個人情報取扱事業者である A 社

は委託先の監督および安全管理のための措置を講じていなかったといえ、委託先、再委託

先の情報管理の不徹底は、第一次委託元である事業部 1 の管理・指導の不備にあった。 

（2）「ファイル交換ソフトによる個人情報の漏えい」については、A 社において全従業者お

よび全委託先企業の従業者に対して、自宅 PC に業務情報を保存しないことおよびファイ

ル交換ソフトを使用しないことを依頼し、毎年、自宅 PC に業務情報を保有していないか、

ファイル交換ソフトを保存していないかの点検を実施し、報告を求めてきた。しかし、委

託先企業の従業者の自宅 PC から委託元企業の業務情報がファイル交換ソフトを介して流

出した本件は、A 社の監督・指導を委託先が守っていなかったということになる。結果的

に A 社からの委託先における従業者に対する指導の不徹底は、委託元の委託先企業への監

督（同法第 22 条）の不備となった。 

（3）「顧客が利用中のサービス情報の不適切な提供」の事案においては、A 社事業部 3 の従

業者が販売拡大を目的に提供していたものであり（同法第 16 条 利用目的による制限に

違反）、顧客情報へのアクセスについても特に制限されておらず 133（同法第 20 条 安全管

理措置に違反）、A 社事業部 3 の「販売代理店を担当する従業者」は他事業者のサービス情

報が本来の利用目的以外で取得できる状態にあった。本件は、本人の同意を得ないで個人

データを第三者に提供したことに該当（同法第 23 条に違反）すると同時に電気通信事業

                             
131 http://www.ntt-west-hyogo.co.jp/houdou1118.htm（アクセス 2011 年 5 月 4 日） 
132 http://www.ntt-west.co.jp/news/1002/100226b_1.html（アクセス 2011 年 5 月 4 日） 
133 総務省 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/case/iinkai/pdf/100208_3.pdf（アクセス 2011 年 5 月 4 日）  
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法第 30 条 134に抵触する。 

本件と同様の事案が他の事業部においても判明135し、総務省へ報告する事態となった。本稿

で紹介した個人情報の事件事故事例はほんの一部であり、他にも顧客情報の紛失、FAX の誤送

信等、総務省へ報告した事案が全国的に存在 136する。 

A 社の地域事業部は、プライバシーマークの認証を受け、個人情報保護マネジメントシステ

ムを運用し、情報管理の重要性を浸透させるための施策を日常的に展開しているはずであるに

もかかわらず、結果としてこのような事例が頻発することは、物理的セキュリティ対策以上に

人的セキュリティ対策を強化しなければならないことを証明している。残念ながら、大半の従

業者は、規定の周知、研修、監査の実施等を本来業務以外の一時的なものと受け止めていると

思われ、その認識の甘さが情報漏えい事案の頻発に関連していると筆者は考えている。今後は

更に物理的、人的セキュリティ対策を強化し、情報漏えい事件事故を未然に防止しなければ社

会的な信用の失墜は回復できないであろう。 

A 社は、再発防止策としてデータを一括抽出できないようにシステム変更を加えることや、

アクセス権限の厳格化など抜本的なシステムの改善を行い、ログ監査や異常アクセスのチェッ

クにより不適正な利用を防止することとした。運用ルールについては全グループ会社に指示し、

研修を展開し、また、他事業者のサービス情報の取り扱いについての業務点検など、あらゆる

情報セキュリティ対策を、詳細にわたり継続的に実施している。 

 

３３３３. . . . 企業企業企業企業におけるにおけるにおけるにおける情報漏情報漏情報漏情報漏えいえいえいえい防止対策防止対策防止対策防止対策    

（（（（1111））））人的人的人的人的セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ面面面面におけるにおけるにおけるにおける情報漏情報漏情報漏情報漏えいえいえいえい対策対策対策対策    

①①①①従業者従業者従業者従業者教育教育教育教育    

個人情報保護体制を社内に根付いた強固なものにするため、内部規定や個人情報取り扱いの

ルールを全従業者に周知徹底することが必要である。個人情報保護の知識を社内に浸透させる

ためには、社内の情報セキュリティ体制を前述したようなスパイラルアップ形式で運用するこ

とが不可欠であり、従業者教育の実施においては、「個人情報を保護することの重要性と利点」

「個人情報を保護するための各自の役割と責任」「個人情報保護のルールに違反した場合の予

想される結果」の 3 点を強調指導することがポイントである。 

全従業者に個人情報保護への意識を浸透させ、なぜ個人情報を護ることが大切なのかを理解

                             
134  電気通信事業法第 30 条第 3 項 第 1 項の規定により指定された電気通信事業者及び第 33 条第 2 項に規定する第一種

指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

  一.他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に

関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。（以下略）  
135 2009 年 12 月 17 日公表  

http://www.ntt-west-hokuriku.co.jp/information/091217.html（アクセス 2009 年 12 月 18 日） 
136 http://www.security-next.com Security NEXT  NTT で検索参照 
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させる必要があり、A 社では、毎年 7 月～9 月を情報保護強化月間とし、この間に従業者教育、

自主点検、クロス点検等を実施している。 

研修の方法は、まず全管理者の集合研修を実施し、その後 9 月末日までに、全管理者が指導

者となり自担当部門の従業者を対象に研修を実施し、実施結果を個人情報保護推進事務局（筆

者所属部門）が報告を受ける。個人情報保護に関する研修時間は 1 時間程度で、理解度チェッ

クのアンケートも実施しているが、過去の状況では、例えば、事業部 1 の 1,000 名超の従業者

の全てが上記 3 点のポイントを理解できたと答えている。しかし、毎年継続して従業者教育を

実施しているにも関わらず、なぜ情報漏えい事故が頻発するのか、それは教育を受けてもその

場限りで意識改革ができていないことが根源にあると思われる。 

従業者教育の目指すところは意識改革である。従業者一人ひとりが個人情報保護に関する自

覚を持ち、主体的に働くことである。ルールは社員を縛り付けるためにあるのではなく、結果

的には従業者を護るためにあるという理解を浸透させなければならない。個人情報保護マネジ

メントシステムの運用と同時に、従業者への継続的な教育こそが最も有効な情報セキュリティ

対策であると思われる。従業者が正しく働くために、「ルールの整備と教育の徹底」の観点から、

個人情報保護の土壌を強化し、情報漏えいを防止することが、個人情報保護に関する企業の責

任である。 

 

②②②②個人所有個人所有個人所有個人所有 PCPCPCPC のののの点検点検点検点検    

個人情報漏えい事故の原因の 8 割近くを占めると言われる人的原因事故への対応は、企業に

とって大きな課題であり、自社の従業者のみでなく、派遣従業者、委託先など、関係者すべて

が情報管理に関する強い認識を持たなければならない。「自分は大丈夫」などという自己過信を

改めることからの対策が必要である。一般に人的原因事故への対応といえば、従業者を疑い、

性悪説に基づく対策が少なくないが、そうした従業者への疑いが業務面においてマイナスにつ

ながる恐れもある。従って、こうした対策を講じることが、問題発生時に従業者保護のための

対策だということの理解を全従業者に浸透させることが重要である。 

例えば、当社のサービスを提供している、顧客側のシステムで情報漏えいが発生したにもか

かわらず、サービスを提供する当社側に疑いがもたれた時のために、すべての安全対策は、顧

客に提供する自社サービスの品質の維持・向上のためであり、また、漏えい事故から自分自身

を護るためであるという意識を全従業者が均等に持てるようにすることである。具体的な例と

して、筆者の業務上の経験を以下に紹介する。 

 2006 年度から、相次ぐファイル交換ソフトによる情報漏えい事件の防止対策として、従業者

所有の自宅 PC における「ファイル交換ソフト Ｗｉｎｎy、Ｓｈaｒｅ」等のインストール状況

や会社情報の保有状況を点検するように依頼した。この点検は、もし、ファイル交換ソフトを
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使用していた場合、今後使用しないことの依頼と、会社情報を保存していることが判明した場

合には削除をするという点検の依頼であった。第１次の点検方法は手作業での点検により目視

で確認し、その結果を各上長に口頭で報告することとした。また、半年後には、第 2 次の点検

として「会社情報検索ツール」ソフトを全従業者に配布した。このソフトは自宅 PC で起動させ、

会社情報の存在を自動的に検出できる仕組みのものである。しかし、検出される情報は、コマ

ンドでの検索、例えば「お客様」「個人」「料金」「社員」「○○サービス」といった情報での検

索のため、会社情報以外の本来の個人の情報も混在している可能性があり、最終的には、検出

された時点で、個々のファイルを開いて確認し、会社情報であれば削除するよう依頼した。こ

の結果報告は口頭ではなく、このソフトを実際に起動させ、検索した証拠書のコピーを上長に

提出するよう依頼したものである。 

この点検は、ソフトの使用により、PC 内の全ファイルを検索し、検索漏れを防ぐことができ

るため、会社はあくまで従業者を護るための施策として実施したが、実施した従業者数等の結

果は表 8 に示すとおりであった。「ファイル交換ソフト Ｗｉｎｎy」のインストール状況の有

無等、実施結果については、従業者所有の自宅 PC であることから、本点検実施に拘束力を持た

ないため、ファイル交換ソフトを保有しないこと、保有している場合は削除を依頼するレベル

に留まった。本点検の実施に至るまでには、労組対応、その他勤務時間外での会社命令による

自宅での時間拘束は遺憾であるとの意見・苦情などに対する説明、実施に際してのマニュアル

や Q&A を作成する等、全従業者の理解を得るには困難な問題も多々発生した。 

 

 

実施結果においては、派遣、契約を含む全従業者を対象としたことから、実施時期による従

業者数の多少の流動はあるものの、第 1 次点検では PC 未所有者数が従業者総数の約 0.6％であ

ったが、第 2 次点検では約 25.6％となり、わずか 6 ヵ月間で PC 未所有者が約 43 倍に増大した。

この数値は、第１次点検の「口頭報告」と第 2 次点検の「資料提出報告」という、上長への報

告形態の相違によるものと思われる。この点検の目的は、情報漏えいから従業者を護る、従業

者保護のための施策として実施したが、点検結果が口頭回答の場合はほぼ全員が点検を実施し
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たと報告し、点検結果の証拠書の提出を求められると、PC を所持していないと回答する従業者

が増大したことは、両点検結果のどちらも信憑性が低いと言わざるを得ない。しかし、本施策

は、会社情報、顧客情報の自宅 PC への保存状況を確認すること、また、本施策の実施により、

従業者の情報管理意識を浸透させることに大きな意義がある。ゆえに、PC 未所有者が増大して

いることへの追及は行えず、今後の対策への検討課題とし、個人情報漏えいから従業者を保護

するための施策として毎年継続実施しているが、点検結果の数値に大幅な変動は見られない。 

 

③③③③内部監査内部監査内部監査内部監査    

企業における個人情報保護に関しては、外部の犯行による漏えいの未然防止とともに、内部

でのルール違反による漏えい事件事故をも防止することが基本的な経営課題となっている。個

人情報の適切な保護のための大きな対策要素として、「責任体制の明確化」、「規程類の整備」と

ともに「内部監査の実施」があり、また、プライバシーマーク認証企業においては定期的な内

部監査の実施が義務づけられている。ただし、個人情報保護法ではコンプライアンス体制の整

備を明文で要求していない。また、個人情報保護方針の作成、公表、監査の実施も義務付けて

いない。しかし、個人情報取扱事業者として、法令を遵守し個人情報を保護・管理するために

は、企業内へマネジメントシステムの構築が不可欠である。JIS Q 15001 PMS-要求事項では、

PDCA サイクルの繰り返しによるスパイラルアップが提唱されている。 

マネジメントシステムにおいては、内部監査は重要な位置づけにあり、このことは、これま

で個人情報流出事件を起こした企業のほとんどが、再発防止のための対策として「内部監査の

強化」を掲げていることからも明らかである。マネジメントシステムの各プロセスが適切に機

能しているか、マネジメントシステム全体が個人情報を保護するために有効であるか、スパイ

ラルアップされているか等を監査できる体制を確立しなければならない。 

 

（（（（2222））））物理的物理的物理的物理的セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ面面面面におけるにおけるにおけるにおける情報漏情報漏情報漏情報漏えいえいえいえい対策対策対策対策        

企業においては、人、物、金、情報に加えて「信用」が企業活動を支える資産となっている。

しかし、近年では、前述した事案のように情報漏えい事件・事故が相次ぎ、企業の信用を揺る

がす状況にある。 

情報漏えい事件・事故に歯止めがかからない背景には、ノートPCの普及や記録メディアの大

容量化により情報の持ち出しが容易になったこと、ブロードバンドの普及に伴うネットワーク

の高速化と大衆化がある 137。この環境の変化により企業の情報資産に対する漏えいリスクが増

大し、これまでと同様の感覚では情報漏えいを防ぐことはできず、A社におけるセキュリティ対

                             
137 田中信也「情報セキュリティにおける教育の重要性と人材の育成」UNISYS TECHNOLOGY REVIEW 第 86 号 

2005 年 8 月 97 頁 
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策の強化は急務であった。 

A社では、前述の情報漏えいを総務省へ報告し、総務省から業務改善命令を受け、業務改善

状況を3ヶ月ごとに総務省へ報告することとなった。 

以下は、A社が改善実施した状況をホームページで公表 138した内容である。 

1. すべての顧客情報システム端末における他事業者のサービス情報の抽出規制 

2. 顧客情報システム端末における他事業者のサービス情報の閲覧規制 

3. 監査ログのチェックの強化 

4. 営業部門における他事業者サービス情報取り扱いの見直し 

5. 受注等処理業務の見直し 

6. 情報セキュリティ推進部の設置 

7. 規範意識強化に向けた取り組み 

（全社員・派遣社員・委託会社等を対象に法令等の遵守の徹底） 

8. 規定類の見直し 

9. 委託契約の整備 

10. 自主点検の充実・強化 

11. 本社考査部門による監査 

12. 実施状況の報告 

 このように業務改善施策を実施することにより、社内における情報管理に対する従業者の意

識も浸透したかのように思われたが、その後も他事業者情報を別の他事業者へ送るなどのFAX

誤送信が相次いだ。 

この事案に対するセキュリティ対策は、送信する他事業者ごとにFAXを設置し、複数名で確

認を行った上で送信するという規定を設けた。また、FAX機器を社内専用と社外専用に切り分け、

社内間でFAXを送信する場合は全社にメンバーズネット 139を導入し、社内専用FAXに限定し、誤

送信があっても社外には出ないという物理的対策を実施した。この結果、他事業者および社内

間のFAX誤送信へのリスクは縮小するかのように思われるが、社外への送信の必要性が無くなら

ない限り、この対策によりリスクの大幅な軽減が図られるとは言い切れない。 

 その他のセキュリティ対策では、顧客情報を取り扱う部門間において、相互の部署に業務で

入室しなければならない場合、内線電話で氏名と用件を告げ開扉してもらい、入室する場合は

入退室記録を残す手順とした。また、それぞれの担当事務室においても、指紋認証もしくはア

ンチパスバック機能システム（他人の開錠操作で同時に入退室した者を次の操作時に開錠・入

                             
138 前掲注 132（業務改善計画 概要） 
139 メンバーズネットは、仮想専用線（Virtual Network）とよばれる電話/ISDN を利用しながら専用線のようなネット 

ワークを構築できるサービスであり、全国規模の内線通話を可能とするなど、高度な企業内通話網を構築できる。 



64 

退室ができない）を導入している。また、コピー機とFAX機の分離、社外用FAX誤送信防止シス

テム140など、様々な物理的セキュリティ対策を実施した。 

 

 

小括小括小括小括    

 情報漏えいを起こしたことによる企業の社会的信頼の損失は、金銭的な損失以上に多大なダ

メージとなり、インターネット上に掲出された記事は、長期にわたり顧客の目にさらされ、情

報管理のずさんな企業という、言わば企業活動においてレッドカードを渡されるようなもので

ある。 

個人情報保護管理徹底のために、様々な情報管理システムが検討されているが、情報管理に

「人」が携わる以上、完璧な情報漏えい未然防止のシステムはありえない。 

利便性向上のための IT 技術は、企業の情報保護管理のため、当然のことながら情報セキュ

リティ対策の強化を要求される性質を持つ。しかし、情報セキュリティ対策を強化する反面、

例えば、お客様本人の契約状況の確認など、お客様の要望にタイムリーに対応できないなどの

企業活動を阻害する結果となれば本末転倒となる。この章では筆者が勤務する A 社の企業内の

情報漏えい事案を紹介し、情報漏えいを起こさないためには、何が最重要であるかを反省も含

めて考えてみた。 

いかにセキュリティ対策を実施しようとも、セキュリティ対策を実施するのは人であり、情

報を取り扱うのも人である。従って、従業者全員が情報セキュリティのファイア・ウォールに

ならなければ情報漏えいのリスクは減少しない。情報漏えい防止のための様々なシステムの構

築は重要であるが、最終的には人的要素の改善が鍵である。 

情報セキュリティの技術的な知識の教育と同時に、企業の情報漏えいが及ぼす社会的影響の

重大さ、企業の信頼失墜による損失、自己の将来や家族への影響などを認識させる徹底した従

業者への自覚教育を継続実施し、情報漏えいを起こさない従業者を育てることが必要である。 

こうした重要性を提起したうえで、次章では、自社以外で起きた代表的な個人情報漏えいに

関する判例を紹介したい。 

 

 

 

 

 

                             
140 社外への FAX 送信の相手先を事前に登録し、送信原稿を FAX 機に読み込むと上長の PC に送信され、上長が画面上で確

認し、承認行為を行わなければ送信できないという FAX 誤送信防止システムである。 
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第第第第５５５５章章章章        

個人情報漏個人情報漏個人情報漏個人情報漏えいにえいにえいにえいに関関関関するするするする判例判例判例判例    

    

    

    

    

第第第第１１１１節節節節    日本企業日本企業日本企業日本企業におけるにおけるにおけるにおける個人情報漏個人情報漏個人情報漏個人情報漏えいにえいにえいにえいに関関関関するするするする判例判例判例判例    

    

１１１１．．．．YYYYaaaahoo!BBhoo!BBhoo!BBhoo!BB事件事件事件事件（（（（インターネットプロバイダインターネットプロバイダインターネットプロバイダインターネットプロバイダ個人情報個人情報個人情報個人情報漏漏漏漏えいえいえいえい事件事件事件事件 141））））    

         損害賠償請求事件 大阪地方裁判所平成16年（ワ）5597号（甲事件） 

            大阪地方裁判所平成17年（ワ）4441号（乙事件） 

                                                大阪地裁平成18年5月19日判決 一部認容・一部棄却 

    

本件は、インターネット接続等の総合電気通信サービスである「Yahoo!BB」の会員であった

原告らが、同サービスの顧客情報として保有管理されていた原告らの氏名・住所等の個人情報

が外部に漏えいしたことについて、共同して同サービスを提供している被告らが個人情報の適

切な管理を怠った過失等により、自己の情報をコントロールする権利142が侵害されたとして、

被告らに対し、共同不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等の支払いを求めた事案である。 

    

X ら：Yahoo!BB の会員 5 名（原告） 

Y1：インターネット接続サービス業者（被告） 

Y2：Y1 と親会社が同様の利用料徴収業務を行うインターネット接続サービス業者（被告） 

A：Y1 の業務委託先から Y1 に派遣された者であり、Y1 での業務を終えた後に本件不正取得を行

った者 

B：A の知人 

C：Y らを恐喝した者                           

S：Y1・Y2 の親会社 

 

                             
141 大阪地判平成 18 年 5 月 19 日判時 1948 号 122 頁 
142 自己情報コントロール権とは。個人が自己に関する情報の流通をコントロールできるという考え方のことであり、 

人情報保護法においては、明文化されていないものの、目的外利用や第三者提供に本人の同意を必要とする条項、保 

有個人情報取扱事業者データの開示等の求めなどにこの考え方が現れていると見られる。 
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【【【【事案事案事案事案のののの概要概要概要概要】】】】    

Y1・Y2 は「Yahoo!BB」の統一名称を用いて、インターネット接続サービス（以下「本件サー

ビス」という。）を提供している電気通信事業者であり、X らは本件サービスの会員である。 

 X らは、本件サービスに係る契約締結の際に Y1・Y2 に対して住所・氏名等の個人情報を提供

し、Y1・Y2 は、これらの情報を顧客情報として保有し、管理していた。ただし、Y1・Y2 の保有

する情報は同一ではなく、（1）両者が保有する情報として、住所・氏名・電話番号・メールア

ドレス・本件サービスに伴うメールアドレスと ID・申込日、（2）Y1 のみが保有する情報として

性別・回線の接続に関する情報、（3）Y2 のみが保有する情報としてクレジットカード番号、銀

行口座番号、パスワード、取引実績に関する情報があった。 

Y1 では、当初、セキュリティの関係で、インターネットを通じてアクセスした場合には、顧

客データベースの入ったサーバーにはアクセスできないようにしていた。しかし、顧客や各部

署からの要望に常時対応するため、また、夜間や年末年始を含めた休日等に緊急にサーバーの

メンテナンスの必要性が生じた場合を考慮して、社外のパソコンから社内のサーバーのメンテ

ナンス作業を可能とするための、リモートメンテナンスサーバーを設置した。これにより、社

外からインターネットを通じてアクセスすること（以下、「リモートアクセス」という。）が可

能となった。 

リモートアクセスは、接続先である同サーバーの IP アドレスを特定した上で、ユーザー名

とパスワードを正しく入力すればログオンすることが可能であり、このアカウント（以下「本

件アカウント」という。）は複数のサーバーメンテナンス業務を行う担当者が共有していた。 

A は Y1 の業務委託先から派遣され、本件顧客データベースのメンテナンスや Y1 のサーバー群

の管理を行う業務に従事し、本件アカウントを与えられていた。 

A は退職後に知人の B とともに、平成 15 年 6 月、本件アカウント等を使用してインターネッ

トカフェの PC から本件顧客データベースサーバーにアクセスし、本件顧客データベースに含ま

れる顧客情報を外部に転送し、B が持ち込んだハードディスクに保存して不正取得を行った（以

下、この際の不正取得を「6 月の不正取得」という。）。B は、平成 16 年 1 月、再度、同様の手

法で、Y1 の保有する顧客情報を不正に取得した（以下、この際の不正取得を「1 月の不正取得」

という。6 月、1 月の不正取得を併せて「本件不正取得」という。） 

A が Y1 を退職する際に、Y1 は、本件アカウントを含め、A が利用しまたは知り得たユーザー

名の削除やパスワードの変更を行わず、本件リモートメンテナンスサーバーを設置した平成 14

年 12 月から平成 16 年 1 月まで、本件リモートメンテナンスサーバーに設定されていたユーザ

ー名についてパスワードの定期的変更を行わなかった。 

本件不正取得に係る Y1 の顧客情報は B を通じて恐喝の実行犯である C らに渡り、C が、Y1 お

よび S（Y1・Y2 の親会社）に対する恐喝未遂事件で検挙された際に、本件不正取得の事実が判
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明した。 

X らは、同サービスの顧客情報として保管されていた X らの氏名・住所等の個人情報が外部

に流出したことについて、共同してサービスを提供している Y1・Y2 が個人情報の適切な管理を

怠った過失等により、自己の情報をコントロールする権利が侵害されたとして、Y1・Y2 に対し

共同不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等各自 10 万円の支払いを求めた。 

 

【【【【判判判判    旨旨旨旨】】】】    

一部認容。 

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（平成10年12月2日郵政省告示570 

号5条4項）の規定に鑑みると、Y1は、本件不正取得が行われた当時、顧客の個人情報を保有、

管理する電気通信事業者として、当該情報への不正なアクセスや当該情報の漏えいの防止その

他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずべき注意義務を負っていたと認められる。 

Y1におけるリモートアクセスの管理体制は、ユーザー名とパスワードによる認証以外に外部

からのアクセスを規制する措置がとられていない上、肝心のユーザー名及びパスワードの管理

が極めて不十分であったといわざるを得ず、多数の顧客に関する個人情報を保管する電気通信

事業者として、不正なアクセスを防止するための前記注意義務に違反したものと認められる。 

Y1は、本件顧客データベースサーバーへのリモートアクセスを行うことを可能にするに当た

り、外部からの不正アクセスを防止するための相当な措置を講ずべき注意義務を怠った過失が

あり、同過失により本件不正取得を防ぐことができず、原告らの個人情報が第三者により不正

に取得されるに至ったというべきである。したがって、同被告は原告らに対し、本件不正取得

により原告らの被った損害を賠償すべき不法行為責任がある。 

 

1．リモートアクセスに関する注意義務違反 

リモートアクセスを認める場合に、ユーザー名とパスワードによる認証以外に、特定のコン

ピュータからのアクセスしか認めないというようなアクセス規制をする方法は存在した。 

Y1 は、①本件アカウントを共有アカウントとして A に与えていたこと、②平成 15 年 2 月末

に A が退職した際に、本件アカウントを含め A が知り得たユーザー名を削除したりそのパスワ

ードを変更したりしなかったこと、③本件リモートメンテナンスサーバーの設置から平成 16

年 1 月までの約 1 年間、登録されているユーザー名について、パスワードの定期的な変更を行

わなかったことが認められる。 

 

2．予見可能性および結果回避可能性 

 Y1がAに行わせていた業務の内容、与えていた権限の内容に、AがY1での業務を始めるにあた
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り、秘密保持等に関する契約書を書かせていたことを総合すれば、Aが業務を終えた後に、業務

中に知り得たパスワード等の情報を用いたり、他人にそれらの情報を漏らしたりすることによ

る不正アクセスについては、予見可能であったというべきであり、本件不正取得についても予

見可能であったと認められる。 

 

3．権利侵害 

 住所・氏名・電話番号・メールアドレス等の情報は、個人の識別等を行うための基礎的な情

報であって、その限りにおいては、秘匿されるべき必要性が高いものではないが、このような

個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考

えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、これらの

個人情報は、原告らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである。 

 

4．損害 

Y1 は、原告らが被った精神的苦痛について、原告らに対して損害賠償責任を負うものである

が、二次流出があったとは認められない状況であり、その意味でデータの流出についての原告

らの不安感はそれほど大きいものではない。 

原告らの個人情報は秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではなかったこと、Y1が本件

恐喝未遂事件後、個人情報の社外流出について発表を行い、不正取得されたことが確認できた

顧客に対してその旨連絡すると共に、本件サービスの全会員に500円の金券を交付するなどして

謝罪を行う一方、顧客情報のセキュリティ強化等の対策をとっていることといった本件に現れ

た一切の事情を考慮すると、原告らの精神的苦痛に対する慰謝料としては１人あたり5000円、

弁護士費用１人あたり1000円と認めるのが相当である。 

 

【【【【評釈評釈評釈評釈】】】】YYYY1111 のののの注意義務違反注意義務違反注意義務違反注意義務違反についてについてについてについて    

 本件では、サーバーに対する不正アクセス対策が不十分であったため、個人情報を取得され

てしまったことが問題となっている。本判決は、Y1 が情報への不正アクセスや情報漏えいの防

止等必要な措置を執るべく注意義務を負っていたとしたうえで、本件ではリモートアクセスを

許容の範囲内としている。この問題について、田中宏は、「データの不正流出を防ぐ最善策は、

サーバーを外部回線に接続しないことであるが、それでは、技術者が突発的な不具合等に即時

対応するために常駐を余儀なくされる。リモートアクセスを可能にしたことを直ちに注意義務

違反としなかったことには賛成である。 143」と述べている。インターネット環境が日常社会生

                             
143 田中 宏 『私法判例リマークス 36』2008 年上 70 頁 
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活に欠かせない今日において、突発的な不具合等に即時対応する環境が必須であると考えられ

ることから、筆者もこの意見に賛成である。 

また、電気通信事業者は、不正アクセスを防止するための相当な措置を講ずべき注意義務を

負っているが、複数人でのアカウントの共有やパスワードの削除や変更を行っていない等のず

さんな管理は、Y1 が必要な措置を講ずべき注意を怠っていたと言うべきである。したがって、

本判決が注意義務違反を認めたことに筆者も同感である。 

共同サービス提供業者 Y2 の責任についても、外形上一体としてサービスを提供していたから、

控訴審（大阪高判 平 19・6・21 判例集未登載）において Y2 の指揮監督責任を認めたことに

も賛成である。 

    

【【【【私見私見私見私見】】】】親会社親会社親会社親会社 SSSS のののの責任責任責任責任についてについてについてについて                                                                                                                                                    

本判決においては、Y1・Y2 の責任を認めているが、親会社 S の責任は認められていない。Y1・

Y2 ともに S の連結子会社であれば、親会社 S の責任も認めるべきではないかと思われる。その

理由は、親会社は子会社の個人情報の管理状況や従業者の監督に関する指導をするべき立場に

あるからである。特に、企業体制が膨大であるほどこうした指導がおろそかになると考えられ

る。 

また、今日の企業活動においては、本事案のように、グループ内では別会社であっても、外

形上一体としてサービスを提供している企業体制が多く見られる。グループ内において、統一

した情報管理の徹底を推進しなければ、情報の管理状況に差異が生じ、消費者との紛争に発展

することも考えられる。本件義務違反を親会社Ｓに追及しなければ、今後においても同様の事

例が頻繁に起こりうる可能性を見過ごせない。現代の IT 社会において、企業活動にコンピュー

タの利用は不可欠であるが、急速なブロードバンドの普及によりインターネットに接続する人

口が急増し、これに伴い、インターネットに接続することに伴う情報漏えいなどの脅威も増加、

深刻化していることは周知のとおりである。このような背景のもとで、業務の必要上、個人情

報を大量に含む顧客データベースにリモートアクセスを行う場合には、情報セキュリティ確保

の観点から厳重な管理体制が望まれる。近年の情報漏えい状況からみても、セキュリティ対策

を講じていなかったことに起因するケースが多く、特に人的要因に対するセキュリティ対策へ

の課題は大きい。 

電気通信事業者は、膨大な個人情報を取得、利用する事業の性質上、情報漏えいによる信用

の失墜は回復困難な可能性もあることから、個人情報保護への特別な配意が必要である。 

 



70 

２２２２．．．．TBCTBCTBCTBC 個人情報個人情報個人情報個人情報漏漏漏漏えいえいえいえい事件事件事件事件 144    

            損害賠償請求事件 東京地方裁判所平成 14 年（ワ）27790 号（第一事件） 

            東京地方裁判所平成 15 年（ワ）7975 号（第二事件） 

            東京地方裁判所平成 16 年（ワ）8051 号（第三事件） 

            東京地方裁判所平成 19 年 2 月 8 日  

一部認容・一部棄却（控訴） 

    

本件は、エステティックサロンを経営する被告がインターネット上に開設したウェブサイト

において実施したアンケート等を通じて原告らから提供され保有管理していた原告らの個人情

報を、インターネット上において第三者による閲覧が可能な状態に置き、実際に第三者がそれ

にアクセスしてその個人情報を流出させたことによって原告らのプライバシーを侵害したとし

て、原告らが、被告に対し、不法行為に基づき慰謝料等の支払いを求めた事案である。 

 

X ら：消費者（原告） 

Y：エステティック事業者（被告） 

A：サーバー運営会社（訴外）（インターネットおよびイントラネットシステム構築などを主な

事業内容とする） 

 

【【【【事案事案事案事案のののの概要概要概要概要】】】】    

 Y は平成 8 年頃、A との間で、インターネット上にウェブサイト等を開設することなどを可能

にするため、サーバーコンピュータのレンタル契約を締結し、A の施設内に存するサーバー上

に本件ウェブサイトを開設した。更に、平成 11 年頃、ホームページの内容更新、制作・保守業

務の委託を内容とする契約を締結し、平成 14 年 5 月頃まで更新、継続していた。 

Y は本件ウェブサイトにおいて、提供するサービス内容等の紹介や PR を掲載するとともに、

随時、プレゼントや無料体験の募集、資料送付依頼の受付等を行っていた。 

  X らはいずれも平成 12 年～平成 14 年頃までの間に、Y が開設した本件ウェブサイトにおいて

実施された無料体験等に応募し、所定の登録フォームに必要事項や回答として、氏名、年齢、

住所、電話番号およびメールアドレス等の個人情報を入力してそれを送信した。 

このようにして集積された個人情報は、サーバー内の特定の電子ファイル（以下「本件電子

ファイル」という。）。に格納され、第三者からのアクセスを拒否する状態で保管されていた。 

                             
144 東京地判平成 19 年 2 月 8 日判時 1964 号 113 頁 
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平成 14 年 3 月 30 日～4 月 2 日にかけて、A はアクセス数の増大等に対応するため、Y の同意

を得て、本件ウェブサイトを Y 専用のサーバーに移設する作業を行った。その際、A がファイ

ルのアクセス権限を従来どおりに設定しなかったため、X らの個人情報が記録された電子ファ

イルは、インターネット上の一般の利用者が自由にアクセスし、閲覧することができる状態に

置かれた。その後何者かが本件ウェブサイトにアクセスし、本件電子ファイルを閲覧したこと

によって、同年 5 月 26 日頃、インターネット上の電子掲示板に「大量流出！Y のずさんな個人

情報管理！」との表題のもと、本件ファイルを閲覧できる 5 種類の URL と、興味を誘発する書

き込みがされた（以下これを「本件情報流出事故」という。）。同日 Y の従業員がインターネッ

トの掲示板に上記の書き込みがされていることを発見し、Y のシステム担当者から A に連絡さ

れ、本件ファイルは、同日中にサーバーから削除された。 

A および Y は、いずれも、同日までに本件電子ファイルが一般のインターネット利用者の閲

覧が可能な状態に置かれていることに気付かなかった。 

Y は本件情報流出事故後、マスコミからの取材に対し、セキュリティ管理に問題があったこ

とを認めた上で、本件ホームページ上に謝罪文を掲載し、専用ホットラインを開設、都内の法

律事務所内にデータ流出被害対策室を設置、さらに、同月 28 日、新聞計 9 紙上に「お詫びとご

報告」と題する社告を掲載した。また、同月 29 日、セキュリティ専門会社に二次被害防止のた

めの対応を依頼、同月 31 日、情報が流出した顧客に対し、電子メールで謝罪メールを送信し、

6 月 6 日には、プロバイダー各社に対し、本件ファイルの情報の送信を防止する措置を求める

通知をした。平成 15 年 2 月までに複数プロバイダーに対し発信者情報開示請求訴訟および仮処

分の申立てをするなどの措置により、本件情報がウェブサイトで公開されるという事態は回避

できたが、ファイル交換ソフト「WinMX」などを介して広くインターネット上に流通してしまっ

た。 

 X らには、本件流出事故後、一方的にいわゆる迷惑メールを送信されたり、複数のダイレク

トメールが届くようになった。また、インターネット上の掲示板には、平成 15 年 8 月頃におい

ても、「急告！大手エステティックサロン女性会員名簿販売！」との書込みがされていた。本件

電子ファイルは、平成 16 年 4 月頃になってもファイル交換ソフトを利用すれば、インターネッ

ト上で入手することが可能であった。 このため、X らは、不法行為に基づく損害賠償を求めて

提訴した。 

 

【【【【判旨判旨判旨判旨】】】】    

現代社会においては、コンピュータによる情報処理技術が飛躍的に進展し、インターネット

の拡大に代表されるようなオープンなコンピュータネットワークが拡大することなどによって、

それらの技術を利用した事業活動の展開が容易になる一方でそれに伴う個人情報の不当な収集、
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利用、改ざん、開示や漏えい等の危険が高まり、個人情報保護の強化が求められている。  

氏名、住所、電話番号及びメールアドレスは、社会生活上個人を識別するとともに、その者

に対してアクセスするために必要とされる情報であり、一定範囲の者に知られ、情報伝達のた

めの手段として利用されることが予定されているものであるが、他方で、そのような情報であ

っても、それを利用して私生活の領域にアクセスすることが容易になることなどから、自己が

欲しない他者にはみだりにそれを開示されたくないと考えるのは自然のことであり、そのよう

な情報がみだりに開示されないことに対する期待は一定の限度で保護されるべきものである。

また、職業、年齢、性別についても、みだりに開示されないことの期待は同様に保護されるべ

きものといえる。  

 

1．プライバシーの侵害 

    原告らは、被告が提供しているエステティックサービスに関心を有し、エステティックサロ

ンを経営する被告に個人の情報を提供したことは、純粋に私生活上の領域に属する事柄であっ

て、一般に知られていない事柄でもある上、社会一般の人々の感受性に照らし、他人に知られ

たくないと考えることは、これまた自然のことであるから、これらの情報全体がプライバシー

に係る情報として法的保護の対象となるものというべきである。 

原告らは、被告に対し、氏名、職業、年齢、性別、電話番号及びメールアドレス等の個人  

の情報及び回答内容等を送信した際には、それらの情報は、適切に管理され、被告の業務に必

要な範囲でのみ利用され、それ以外の目的で被告以外の者に利用されることは想定していなか

ったことは明らかであるから、本件情報が原告らの想定を超えて、本件ウェブサイトからイン

ターネット上に流出したことは原告らのプライバシーを侵害するものといえる。  

 

 2.使用者責任の成否 

経済産業省の「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライ

ン」は、直ちに不法行為に対する注意義務を構成するものではないが、そこで要請されている

個人情報保護の必要性に鑑みると、本件情報流出事故が発生した平成 14 年頃においても、個人

情報を取り扱う企業に対しては、その事業内容等に応じて、個人情報保護のために安全対策を

講ずる法的義務が課せられていたというべきである。 

本件ウェブサイトの管理は、ウェブサイトのサーバー移設を含めて、本件被告の業務の執行

に該当する。本件ホームページ制作保守契約の実行に当たっては、A に CGI プログラムの作成

やサーバー内部の仕様の検証等の専門的技術的知識を要する業務が任されていたものの、本件

ウェブサイトの具体的内容の決定権限や本件ウェブサイトの最終的な動作確認の権限は Y にあ
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るものとされ、Y は本件ウェブサイトの管理を主体的に行い、A に委託したコンテンツの内容の

更新、修正作業等についても実質的に指揮、監督していたものということができる。 

Y は、A との契約が請負契約の性質を有し、民法 716 条の適用を主張するが、仕事の完成を

目的とするものではない上、その実態を見ても、その委託された業務には独立した判断や広い

裁量はなかったものと認められるから、同条の適用はないものというべきである。 

以上によれば、Y は、民法 715 条により不法行為責任を免れないというべきである。 

 

3．損害  

  本件情報の性質、情報流出の態様等に照らすと、自己の個人情報が社会に広く流布し、場合

によってはそれが悪用されるのではないかとの原告らの不安は大きく、原告らが本件情報流出

事故により被った精神的苦痛は決して軽視できるものではないというべきである。  

 そして、これらの本件情報の性質、本件情報流出の態様、実際に二次流出あるいは二次被害

があること、原告らの本件訴訟の提起の目的が被告の行為の違法性を確認するためにいわゆる

名目的な損害賠償を求めるものではなく、精神的な苦痛を慰籍するために損害賠償を求めるも

のと認められること、本件流出事故の発生後、被告は謝罪のメールを送信し、全国紙に謝罪の

社告を掲載するとともに、データ流出被害対策室及び TBC 顧客情報事故対策室を設置して、二

次被害あるいは二次流出の防止のため対策を検討し、発信者情報開示請求訴訟の提起や保全処

分事件の申立てをするといった措置をとったことなど、本件に現れた一切の事情を考慮すると、

原告らの精神的苦痛を慰籍するには、被告に対し、原告ら一人当たり三万円の慰藉料の支払を

命ずるのが相当である。 

 

個人情報流出の原因は、外部委託先の初歩的な過失であるが、裁判では委託元企業の損害賠

償責任が明確に認定された。一審判決に対し、被告は控訴し、原告は附帯控訴したが、東京高

等裁判所は、平成 19 年 8 月 28 日、双方の控訴を棄却145した。 

 

【【【【私見私見私見私見】】】】    

本件判決は、他の事案と比較して賠償金額が相対的に高いが、その理由は、流出情報が「美

的感性や悩みという誰にも知られたくない種類の価値観に関係した個人情報」であり、二次被

害があったことが考えられる。控訴審判決においても「個人識別情報のほかにエステティック

固有の事情に関する情報は、全体として顧客が個人情報取扱事業者ごとに有す人格的な法的利

益に密接なプライバシーに係るものといえ、控訴人のサービス業務に関係しない何人に対して

                             
145 東京高判 19 年 8 月 28 日判タ 1264 号 299 頁 
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も秘匿すべき必要が高く、また、顧客の合理的な期待としても強い法的保護に値するものとい

うべきである。」とし、秘匿すべき必要性の高い情報であることを強調している。 

本件流出情報は、エステティック固有の事情であることを鑑みれば、センシティブ情報に属

する。このような個人情報の取り扱いについては、細心の注意が必要であり、二次被害を防ぎ

きれないことを勘案すれば、賠償金額が高いとは言い切れない。流出した個人情報の回収は困

難であり、以後も二次被害の可能性が十分にあったといえる。 

本判例は、委託契約に基づく事業活動を展開する個人情報取扱事業者とって重要な注意すべ

き点を示した判例である。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    中国企業中国企業中国企業中国企業におけるにおけるにおけるにおける個人情報漏個人情報漏個人情報漏個人情報漏えいにえいにえいにえいに関関関関するするするする事事事事案案案案    

 

１１１１．．．．通信事業者通信事業者通信事業者通信事業者のののの従業者従業者従業者従業者によるによるによるによる個人情報漏個人情報漏個人情報漏個人情報漏えいえいえいえい事件事件事件事件    

 2010 年 6 月 9 日の中広ネット146によると、北京朝陽裁判所は同 6 月 8 日「通信事業者の従業

者による個人情報漏えい事件」の公開審理を行った。 

    

A、B、C：それぞれ a、b、c 通信会社の社員（被告人） 

D：C の友人（被告人） 

X：調査会社の代表者（第一被告人） 

Y：調査会社へ調査を依頼した別の事件の殺人犯 

 

【【【【事案事案事案事案のののの概要概要概要概要】】】】    

 北京市朝陽裁判所が審理した本件は、通信事業社 3 社のそれぞれ従業者である A、B、C の 3

名が、業務上の機会を利用し、顧客の個人情報を調査会社の代表者 X に不正提供・売買を行い、

不正所得を得ていたものである。X は、個人情報のブローカーであり、不正取得した個人情報

を利用し、5 社の調査会社を経営していた。 

         

                             
146 中国放送ネットワーク http://www.yfzs.gov.cn/gb/info/alxc/daya/2010-06/09/1619107787.html 

 （2011 年 5 月 4 日 アクセス） 
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1.本件被告人 A について 

A は、今年 28 歳になる a 通信会社の社員である。A は、業務上の便宜を図ろうと X に網通の

固定電話の持主の個人情報と電話の明細書を提供していた。このような個人情報は、一般人は

入手できないが、A は社員であるため、社員証を提示し、営業所に「この顧客の電話工事をす

るため」と告げれば容易に個人情報を入手することができた。入手した個人情報を X に提供し、

個人情報 1 件につき 200 元の収入を得ていた。その後、継続的に個人情報を提供することで、

毎月 2 千元の“固定収入”を得るようになり、X に長期提供を始めた。 

通信会社の正社員としての月収は 4～5 千元であったが、個人情報を販売することにより、

多い時には 8 千元もの不正所得を得、家も車も所持していた。 

A は、「個人情報の売買が違法だとは知らず、多くの収入が得られるという理由からこのよう

な売買を始めた。もし有罪だと知っていたならば、このような事はしない。」と証言している。 

 

2.本件被告人 B について 

通信会社 b 社の主任である B は、内部システムへの高度なアクセス権限を有し、X に百数件

にも及ぶ通話の明細書を提供し、2 万元余りの不正所得を得ていた。 

B は「個人情報の不正提供は、一定の危険性があるが、他人のためにもなり、自己の収益と

もなるため、利益を得ることが優先し、深刻さを理解していなかった。」と証言している。 

 

3.本件被告人 C について 

C は 20 代の c 通信会社の電話受付対応者で、顧客サービスセンターに問い合わせがある顧客

に対し、電話でコンピュータのメンテナンスを行う業務を担当していた。 

C の友人である D は、D の友人が携帯電話のパスワードを紛失したことを聞き、人助けにな

ると思い、そのパスワードの変更を C に依頼していた。 C は、D が提供した携帯電話の番号に

従い、100 件を越える中国モバイルの携帯電話のユーザーパスワードを変更した。C が顧客の携

帯電話のパスワードを変更後、顧客の名前と携帯電話の番号から、業務システムを通じて、顧

図 4 
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客の身分証明書番号、住所などの個人情報を取得することが可能となり、自ら自動音声システ

ムを通じて顧客の通話記録を検索することも可能となった。このような状況において、個人情

報の盗み取りが迅速となり、これらの通話記録を X にファックス送信していた。 

この事件により、個人情報の不正売買や不法提供が次々に明らかとなった。被告人 A、B、C

の 3 名は X への情報提供者であり、被告人 D は被告人 C への情報提供者である。 

この 4 名が X に個人情報の不正提供や不正売買を行った「個人情報のブローカー」であり、こ

のグループの主犯格が、当該事件の第 1 被告人となった調査会社の代表者 X である。  

X はその兄と共に 5 社の調査会社を経営し、この 5 社は不法に得た個人情報を共有し、借金

の取立てや婚姻調査などの活動に従事していた。X の兄は、これらの個人情報がなければ、調

査会社は経営することができないと証言している。 

この調査会社は直接、被告人 A らから個人情報を購入する以外にも、ネット上で大量の個人

情報を購入していた。X は「情報の多くはすべてネット上で入手した。私は公安機関に対して、

いくつかの QQ147（インスタントメッセンジャーソフトの一種）で取り引きしているグループを

自供した。」と話している。 

 

また、この個人情報漏えい事件は、別の、ある殺人事件にも関連していた。 

その殺人事件について、北京市朝陽区検察院の検察官は、当時の状況について以下のように説

明している。 

X に、恋敵の所在を調査するように頼んだ Y がいた。X は Y から情報を入手し、Y の恋敵の住

所等を調査し Y に告げた。そこで、Y は宅配業者に成りすまして押し入り、恋敵を殺した。Y

は死刑を宣告され、既に執行されていた。 

Y は、相手の電話番号のみを知り得る状況であったため、X を通じて相手の名前、携帯電話

の通話記録および自宅の住所を入手し、最後に殺人事件を起こしたものである。 

検察官によると「調査会社が不正手段を利用して個人情報を取得した後に、借金の取り立て

や、殺人事件まで引き起こすなど、社会への被害が非常に大きい。当該殺人事件という結果以

外、その他の被害も多いものと思われる。個人情報の不正提供や不正利用は、本人の権利利益

を侵害する可能性が大きい。例えば、住居購入直後、内装工事会社から提案の電話がかかって

きたり、子供が生まれてまだ退院もしていないうちに、幼児用品の販売店から売り込みがある。

また、携帯電話には、保険の勧誘や、商品押し売りの迷惑メールが入るなどした場合、多くの

一般人は『自分の個人情報を誰が漏らしたのか？』と不信感を抱いている。」と話した。 

                             
147 中国全土において最も普及しているコミュニケーションツールであり、特に若者の間で支持され、携帯やメールと同 

じ感覚で使用されている。一般家庭だけでなく、ネットカフェ、勤務先、学校などの公衆用の PC にもよくインスト

ールされている。 
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北京市朝陽裁判所が審理した本件は、個人情報保護にとって一歩前進であるといえるであろ

う。また、去る 2009 年 2 月 28 日「第 11 期全国人民代表大会 常務委員会 第 7 回会議」にお

いては、中華人民共和国刑法が改正 148され、第 253 条の 1149で個人情報保護違反に関する罰則

規定が追加承認されている。この改正により、中国における個人情報保護が前進し、関連する

各種の規定が明確化していくことを期待したい。 

中広ネットの記者は「baidu150で検索すれば、たくさんの調査会社を見つけることができ、こ

れらの会社は婚姻の調査、借金の取立て、証拠物の収集などの業務を提供している。多くのウ

ェブサイトでは、調査会社は公然と『注文書を受け取った 3 日以内に、通話明細書などの個人

情報を提供することができる。』と保証している。このような調査会社が存在すれば、私達の個

人情報がどのような危機に直面するか非常に不安である。」と危惧している。 

 

 

２２２２．．．．民用航空民用航空民用航空民用航空のののの社員社員社員社員によるによるによるによる個人情報個人情報個人情報個人情報漏漏漏漏えいえいえいえい事件事件事件事件    

    2010 年 6 月 15 日 10:36 民用航空資源ネット 151によると、2010 年 6 月 12 日、北京朝陽区裁

判所は 3 名の空港従業者による、個人情報不正取得・売買に対して判決を言い渡した。 

 

A：民用航空安楽賃貸有限会社の従業者でリムジンバスの共同経営事務室の統計員（被告人） 

B：民用航空安楽賃貸有限会社の従業者（被告人） 

C：民用航空安楽賃貸有限会社の従業者（被告人） 

 

【【【【事案事案事案事案のののの概要概要概要概要】】】】    

 北京市朝陽裁判所が審理した本件は、民用航空安楽賃貸有限会社の従業者が 2060 名の空港従

業者の個人情報を販売し、その個人情報をもとに 3,000 数百枚のリムジンバスの乗車券を偽造

販売し、不法所得を得たものである。 

 

 

                             
148 中華人民共和国中央人民政府 http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246438.htm  

2009 年 2 月 28 日 中華人民共和国刑法改正（アクセス 2010 年 6 月 21 日） 
149 国家機関もしくは金融、電信、交通、教育、医療等に従事する従業員が国家規定に違反し、職務遂行上もしくはサー 

ビス提供の過程で取得した個人の情報を販売しもしくは不法に第三者へ提供し、その状況が重大である場合、三年以

下の有期刑もしくは拘束をし、罰金を科す。 

窃盗、もしくはその他非合法で前項に規定する情報を取得した場合であって、その状況が重大である場合、前項の規

定により処罰する。  

企業が前二項に違反した場合、その企業に対して罰金を科し、併せてその担当者およびその他直接責任を有する者に

対し、該当する規定により処罰する。併せて罰金を科し、または罰金のみを科す。 
150 バイドゥ（百度）中国の百度公司が提供している検索エンジンの名称。中国語を中心とした全文検索を提供しており、  

「中国 Google」の異名をとる。 
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 【【【【事案事案事案事案のののの概要概要概要概要】】】】    

 

     

 

A は、北京民用航空リムジンバス共同経営事務室の統計員として勤務していた当時、2060 名

の従業者のリムジンバス定期券購入申請者の個人情報を 6 回に分けて B と C に売り渡した。そ

の個人情報には定期券番号、利用者の住所、氏名、職場の名称などが含まれていた。 

B および C は、その不正取得した個人情報を使用し、3,494 枚の偽のリムジンバス定期券を

作成し、本来の金額よりも 300 元安い、一枚 150 元で一般に販売した。 

リムジンバスの定期券は期限が長く、少なくとも１年間有効であり、出張等の多いビジネス

マンには利便性が高く安価ということもあり、3,494 枚全てを完売し、計 524,100 元の不法所

得を得た。 

偽の定期券を作成するために、民用航空従業者のリムジンバス定期券購入申請書の個人情報

を使用した理由は、もし定期券に架空の個人情報を記入していたならば、定期券の購入申請情

報を確認した際に、安易に偽の定期券ということが発見されるからである。 

刑法第 253 条の 1 が追加され「個人情報販売罪、不法提供罪」と「個人情報購買罪、不法取

得罪」を規定している。中国においては、個人情報保護法が未施行であるため、個人情報の漏

えいおよび個人情報の不法取得行為等を刑法において処罰の対象にしている。これは、中国国

家が公民の個人情報を保護するという表れであるといえる。本条の対象は、主に職責の履行あ

るいは公共サービスを提供する公的機関や部門であり、当然ながら、それらの機関や部門の職

員に法律の義務違反がある場合は刑事責任を負う（立法機関を除く）こととなる。 

本件で、B および C は個人情報購買罪で有期懲役の 3 年 6 ヶ月という判決が下され、A は個

人情報販売罪で 1 年の有期懲役、執行猶予 1 年が言い渡された。 

一般的に、個人情報へのアクセス権限はセキュリティ面を考慮し、特定の限られた部門にの

み付与されているのが通常であり、民用航空安楽賃貸有限会社の一般の従業者が取得できる個

人情報には限りがあると思われるが、膨大な従業者の個人情報を取得し、販売したことで非常

                                                                                             
151 民用航空資源ネット http://news.carnoc.com/list/163/163122.html （アクセス 2011 年 5 月 4 日） 
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に深刻な結果となった。 

民用航空資源ネットの記者は「民用航空システムの中に保存されている個人情報を取得する

ことができる機関と部門はどのくらいあるだろうか。民用航空の情報システムは、高度情報集

合システムで構成され、公民の個人情報のみに関わるシステム、港湾情報システム、貨物輸送

情報システム、電子切符販売システム、旅客情報システム、企業内部ネットワーク人事情報、

および政府管理部門専用の旅客データベースなどがあり、全面的に民用航空の安全、政務、ビ

ジネス、物流、公共サービス、情報の安全対策などの領域を担っている。さらに、空港および

航空会社を正常に運営するためのシステムが数多く存在している。このように、容易に公民の

個人情報を漏えいする行為は、個人情報本人の権利利益を侵害するだけでなく、民用航空シス

テムのハード面、ソフト面全体に係るセキュリティの安全性を脅かすおそれがあるのではない

か。」と不安を示している。 

朝陽裁判所は本件判決後、中国民用航空局機関服務局に対し部門内において本件事件結果を

通達し、公民の個人情報に対して厳格に管理し、リムジンバスの乗車証の取り扱いを規範する

よう提案した。 

 

企業活動に係る個人情報の取り扱いを規範することは、個人情報の保護・管理を徹底すると

ともに、個人情報を取り扱う従業者の意識向上に繋がるはずであり、また、個人情報の保護は、

深刻な社会の責任問題でもある。 

中国社会科学院法学研究所と社会科学文献出版社が共同で発表した 2009 年法治青書「中国

法治発展報告」では、公民の身分証を取り扱う機関がずさんな管理をしたため、顧客の身分証

の情報漏えいという深刻な状況を指摘していた 152。前述のように、民用航空は、多種の公民の

個人情報処理システムに関与しているが、収集した個人情報を関連機関で共同利用する場合に、

事前に本人の同意を得ていない場合が大半であり、個人情報保護法が未施行であるがための法

律リスクが存在している。しかも、個人情報管理の強制力等の相違や、個人情報保護への認識

レベルの低さは、非常に危険性が高い。 

個人情報保護法が未施行のため、公民の個人情報保護に対して全面的な法律保護が不足して

おり、このことが民用航空業の関連機関が責任を逃れる口実になってはならないと法治発展報

告の中で指摘している。 

刑法 253 条の 1 の施行後は、特定の機関も個人情報漏えい行為罪の対象となり、個人情報保

護法が全面的に施行となれば、すべての部門と個人にも個人情報保護に関する義務規定が明確

となり、違法に対する処罰は違法の内容に応じて高まることとなる。 

                             
152 人民網 2009 年 3 月 3 日 http://j.people.com.cn/94475/6604814.html （アクセス 2010 年 1 月 2 日） 
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一方、民用航空が厳格に公民の個人情報を保護することは、民用航空の社会的責任であり、

公民の個人情報保護問題は、個人情報を管理している民用航空業界における情報システムの安

全問題でもある。関係者としては、これに対し関心を持たないわけにはいかないであろう。現

在、個人情報は一種の資源であり、普遍性、共有性、価値の上昇性、可処理性と多効用性を持

ち、それは人々にとっての利便性にも欠かせない重要な意味を持っている。情報の安全対策の

本質は、情報システムや情報ネットワークの情報資源を様々な妨害や破壊等から保護し、情報

の安全性を確保するものである。国際標準化機構の定義によると、情報の安全性の意味とは、

主に情報の完全性、ユーザビリティ、機密性および信頼度である。 

民用航空システムは、多大な情報集合システムに依存し、民用航空の管理、運営の情報を一

括管理し、安全管理面で事故が起これば、もたらす被害は膨大であり、安全性は保障されてい

ないと考えられる。そのため、情報の安全対策は、民用航空の安全管理に関する重要な課題と

しなければならない。 

民用航空局の関係者は、ある民用航空の情報化フォーラムにおいて「今後の民用航空の情報

化の発展に関する目標は、全面的な情報化を実現し、情報の安全対策を推進し、政府の公共サ

ービスレベルを向上させ、更には業界の中心的な存在を維持し、民用航空の科学的な発展と情

報の安全性を確保することである。」と話している。 

    

    

小括小括小括小括    

日本の事案である「Yahoo! BB 事件」は、法の施行前であるが、電気通信事業者として、外

部からの不正アクセスを防止するための注意義務に違反したとして、損害賠償請求が認められ

た。また、「TBC 個人情報漏えい事件」は、ホームページの内容更新等を委託された事業者の

過失により、ウェブサイト上で、氏名・年齢などの個人情報が自由に閲覧可能な状態になった

場合、実質的に指揮していた委託元事業者は、使用者責任を負うと判断された。 

個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者が個人データの安全管理のための必要かつ

適切な措置を講じなければならない（法第 20 条）のみならず、従業者の監督（法第 21 条）、

委託先の監督（法第 22 条）を規定しており、これらの判決は法の規定の趣旨と整合的であり 153、

本件判例は漏えい事件の代表的な事案として参考にされている。その他、類似の判例として、

宇治市住民基本台帳データ大量漏えい事件 154、早稲田大学江沢民主席講演会名簿提出事件 155が

ある。 

                             
153 宮下 絋 前掲注 102 135 頁 
154 大阪高判 平成 13 年 12 月 25 日『判例地方自治』265 号 11 頁 
155 最判平成 15 年 9 月 12 日民集 57 巻 8 号 973 頁 

差戻控訴審東京高裁平成 16 年 3 月 23 日判時 1855 号 104 頁 
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このように、企業は、個人情報取扱事業者として個人データの安全管理義務を果たすべく、

適切な措置を講じ、その措置が適切であるか否かの確認をし、その確認結果について何らかの

措置を講ずるといったことが、企業の情報セキュリティに対する責任である。 

 中国の事案は「通信事業者の従業者による個人情報漏えい事件」、「民用航空従業者による個

人情報漏えい事件」ともに自社の個人情報を漏えいし、営利目的により販売し、刑法 253 条の

1 で裁かれた。「通信事業者の従業者による個人情報漏えい事件」の被告人は、個人情報の漏

えいが違法であるとは知らなかった、被害の重大さがわかっていなかったと話すが、そもそも

中国においては未だ個人情報保護法が未施行のため、企業における個人情報の取り扱いに関す

る規定は存在しない。これら個人情報漏えい事案から、個人情報の取り扱いに関する認識不足

に併せて、個人の営利を優先するという考え方がうかがわれる。 

本事案以外にも、PIPA のホームページ上に次のような個人情報の不正な取得に関する事案が

公表されている。「2010 年 6 月 19 日の新華サイト杭州によると、杭州で初めて、公民の個人情

報不法取得案件について、6 月 17 日に供野区人民裁判所で開廷され、刑法 253 条の 1 に違反し

ているとし、被告人に対して 1 年の有期懲役と 5 万元の判決が言い渡された 156。」また、新華ネ

ット上海のニュースによると、「2010 年 8 月 5 日、上海浦東新区人民裁判所において膨大な個

人情報への不正アクセスで、膨大な違法取得をした二人の被告に、懲役 1 年、2 万元の罰金、

懲役 2 年、4 万元の罰金を科し、その他 10 名の被告にもそれぞれ刑を言い渡した 157。」 

上述のように、中国各地域において、刑法 253 条の 1 を根拠に引き続き個人情報漏えい事件

の判決が言い渡されたことは、中国の個人情報保護法制度立法化に向けて一歩前進したといえ

るが、個人情報漏えい事件が多発する今日の中国において、個人情報保護制度の確立は、一刻

の猶予も許されない状況であろう。早期に個人情報保護制度を確立し、個人の権利利益を保護

することは、経済活動のみならず、国内外を問わず総合的な信頼性の向上と、今後の中国のさ

らなる発展に寄与できる。早期の立法化に期待し、引き続き注目したい。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
156 大連ソフトウェア産業協会http://www.pipa.gov.cn/japan/NewsDetail.asp?Id=567  杭州初個人情報不法取得判決 

（アクセス 2010 年 8 月 7 日） 
157 大連ソフトウェア産業協会http://www.pipa.gov.cn/Newsdetail.asp?ID=648  

（アクセス 2010 年 8 月 7 日） 
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第第第第６６６６章章章章     

企業活動企業活動企業活動企業活動にににに係係係係るるるる個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするする    

問題点問題点問題点問題点とととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

 

 

 

 

第第第第１１１１節節節節    日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける問題点問題点問題点問題点    

    

１１１１....企業内企業内企業内企業内におけるにおけるにおけるにおける問題点問題点問題点問題点    

 個人情報保護法の趣旨は「個人情報の有用性に配意しつつ個人情報取扱事業者の権利利益を

保護すること」つまり、企業は、個人情報を正しく利用してビジネスを展開するということで

ある。本法の定めは、企業を縛ることが目的ではないと理解しなければならないが、本法の定

めにより、円滑な業務の推進が妨げられているというように勘違いをしている従業者が意外に

多いように思われる。 

 個人情報保護法第 20 条では「個人データの漏えい滅失または毀損の防止、その他の個人デー

タの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」とのみ記述されている。 

 経済産業省のガイドラインでは、法律より少し踏み込んで、組織的、人的、物理的安全対策

について示し「必要かつ適切な安全管理措置を講じているといえない場合」「安全管理措置の義

務違反とならない場合」等について事例を示している。どのように安全管理措置を実施するか

は、それぞれの業種、業態によって異なるため、一概に述べることは難しいが、さらにもう一

歩踏み込んで、事業者における個人情報の取り扱いについて記されたものが「PMS‐要求事項」

である。この要求事項に沿って個人情報保護体制を確立すれば個人情報保護法を遵守すること

ができ、個人情報の漏えいから企業を守り、お客様を守り、従業者自身をも護ることに繋がる

と言ってよい。 

 筆者は企業内の個人情報保護の推進のために最も重要である従業者教育を含むセキュリティ

対策を実施してきたが、甚大な個人情報漏えいや、個人情報の不適切な取り扱いが発覚するま

では、現在ほど詳細に物理的セキュリティ対策を実施することはなかった。物理的セキュリテ

ィ対策を講ずるには膨大な費用を要することであるが、情報漏えいが発生してからでは企業の

信頼は回復できず、漏えいが起こる以前にそれを予知し、未然に防ぐことが情報セキュリティ
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を維持していく上で最も重要なことである。つまり、「PMS‐要求事項」にいう 158、「リスクを認

識して対策を講ずる」ということである。情報セキュリティに関して必ず出てくるのが「リス

ク」と「脆弱性」であり、「リスク」を簡単に言えば「起きては困ること」である。「脆弱性」

は「起きては困ることを引き起こす要因」である。この「起きては困る」リスクを起きにくく

する、起きないようにすることがリスク対策であり、こうしたリスクを事前に認識し、事前に

対策を講じ、情報漏えいを起こしにくい企業の体質改善へ繋げなければならない。 

そこで、企業内における第一の問題点は、本法第 21 条に定める企業の使用者による「従業

者の監督」責任である。企業の使用者は、従業者を管理監督する権限を有する。一方、従業者

は労働契約の付随的義務として職務専念義務や企業秩序遵守義務を有する。この権利義務関係

のもと、使用者は従前から従業者の監督を行ってきたが、本法において、従業者の監督義務（第

21 条）が規定されたことから、企業は、以前にも増して従業者の監督を強く求められるように

なった 159。 

 本法第 21 条における個人情報取扱事業者による従業者の監督義務の適法性の基準は、「必要

かつ適切な監督」とされている。企業においては、従業者に「必要かつ適切」な監督を行って

いたと考えているにもかかわらず「故意の漏えい」が起こる場合がある。故意の情報漏えいを

起こす企業の環境がどうであったか、従業者が個人情報を適正に取り扱うために、ルールの設

定と教育という二つの手段によって、企業内に情報漏えい防止のための環境整備ができていた

かという人的セキュリティ対策においては、物理的セキュリティ対策を実施したような結果が

見えないという問題がある。 

第二の問題点は、本法第 22 条に定める「委託先の監督」義務についてである。どんなに自

社だけが個人情報の取り扱いルールを徹底し、物理的セキュリティ対策を実施しようと、個人

情報を取り扱う業務を外部へ委託すれば、情報が外部で取り扱われることとなり、委託先での

個人情報の取り扱いが徹底されているかを日常的に確認するのは難しい。こうした事態に備え、

法第 22 条において「委託先の監督義務」を規定し、経済産業省のガイドラインでは【委託元が

委託先に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合】の事例として以下を列挙している 160。 

事例 1）個人データの安全管理措置の状況を契約締結時およびそれ以後も適宜把握せず外

部の事業者に委託した場合で、受託者が個人データを漏えいした場合 

事例 2）個人データの取り扱いに関して定めた安全管理措置の内容を委託先に指示せず、

結果、受託者が個人データを漏えいした場合 

事例 3）再委託の条件に関する指示を委託先に行わず、かつ受託者の個人データの取扱状

                             
158「PMS‐要求事項」JIS Q 15001 「 3.3.3 リスクなどの認識、分析および対策」 
159 堀部政男編著 前掲注 1 163 頁 
160 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline-miekeshi.pdf （アクセス 2011 年 10 月 2 日） 
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況の確認を怠り、委託先が個人データの処理を再委託し、結果、再委託先が個人

データを漏えいした場合 

事例 4）契約の中に、委託元は委託先による再委託の実施状況を把握することが盛り込ま

れているにもかかわらず、委託先に対して再委託に関する報告を求めるなどの必

要な措置を行わなかった結果、委託先の認知しない再委託が行われ、その再委託

先が個人データを漏えいした場合 

委託元は、委託先の選定に十分に留意し、委託契約の内容の適正化を図ることが「委託先の

監督（法第 22 条）」の必須条件といえる。しかし、筆者はこの点に疑問を抱いている。物理的

セキュリティ対策や従業者教育を継続的に実施し、業務委託契約により、委託元と委託先間に

おいて個人情報に関する守秘義務契約を取り交わし、委託元による委託先への立入検査も定期

的に実施しているとしていながら現実には情報漏えいを起こし、結果として「委託先の監督」

義務違反であったことが発覚している。このような状況から、委託元は委託先との間で締結し

た契約は形式的なものであり、委託先に対し個人情報保護に関する実質的な指導等の対応をし

ていないということがうかがえる。「個人情報を取り扱う事業者」としての自覚がなければ、前

述したような事案が起こり、また、いかなるセキュリティ対策も従業者に自覚がなければ無意

味となる。 

 

２２２２....社会全般社会全般社会全般社会全般におけるにおけるにおけるにおける問題点問題点問題点問題点    

本法の全面施行後、法の趣旨に対する誤解やプライバシー意識の高まりを受けて、個人情報

を保護する側面が強調され、必要とされる個人情報が提供されない、有益な活用が行われない

といった、いわゆる「過剰反応」と言われる現象が見られるようになった 161。 

 過剰反応の具体的背景には次の 3 点が考えられる 162。 

第一は、本法の規定そのものを誤解していることである。例えば、大規模災害や事故等の緊

急時における家族等への安否情報の提供や、弁護士会照会への回答を行う場合には、本法の規

定上、個人データを提供するために本人の同意を得る必要はない（本法 23 条 1 項）。しかし、

実際に、ＪＲ西日本福知山線脱線事故の際、家族からの緊急搬送者の安否確認に対して、本人

の同意を得られるような状態ではなかったため、いくつかの医療機関が本法を理由に回答を拒

否するなどといった、いわゆる「過剰反応」の例が散見されている。 

第二は、個人情報の開示が事業者や本人の意思に委ねられている事項に関するものである。

例えば、住民が自治会名簿について、名簿が流出するおそれがあることや自分にとってメリッ

                             
161 内閣府『個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」への対応に関わる調査報告書』2008 年 3 月 

  http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/chousa07/all.pdf#search （アクセス 2010 年 8 月 7 日） 
162 宮下 絋 前掲注 102 5 頁～6 頁 
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トがはっきりしないこと、自治会の活動と距離を置きたいことなどの実質的な理由を背景とし、

本法を名目に、氏名、連絡先等の掲載を拒否するような場合がある。実際に、名簿への掲載を

辞退するものが相当数見込まれる場合には、名簿の作成を取りやめる場合もある。しかし、個

人情報の適正な取り扱いが図られれば（本法第 3 条）自治会名簿の作成・配布は可能である。 

第三は、行政機関等による個人情報の提供に関するもので、本法の制定に伴い行政機関等が

従来提供していた個人情報を提供しなくなった例がある。例えば地方公共団体において、民生

委員や自主防災組織等との要援護者情報の共有が進まないなど、民生委員が活動を円滑に行え

ないという指摘がある 163。2007 年 7 月 16 日の新潟県中越沖地震の際、要援護者に関する情報

の共有が不十分だったことから、避難支援等が迅速かつ適切に行えなかった例である。    

しかし、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 8 条 2 項 4 号では、本人以外の者

に提供することが明らかに本人の利益になるときに本人の同意がなくても目的外提供できるこ

とを参考にしつつ、地方公共団体においても適切な対応が望まれる。 

本法の間違った理解から、個人情報の過保護は「覆面社会」「匿名化社会」の状況を招き、

地域交流や企業活動等の萎縮効果に及んでいるなどとして、しばしばマスコミでも取り上げら

れている。こういった状況は、個人データを正確かつ最新の状態に保つ（本法第 19 条）ことが

できなくなる可能性も高い。例えば、顧客が利用中のサービスにおいて、名義変更をしなけれ

ばならない状況にあるにもかかわらず、迅速に名義変更を届けなかった場合には、契約者名義

が間違っていても放置されることとなり、契約者名義が本人のものと相違があれば、希望する

サービスへの変更も受付けられないといった事象が発生する場合がある。さらには企業とサー

ビス利用者間のトラブルへと発展する可能性も大きく、企業の情報資産としての個人情報が不

正確となれば、顧客の信頼も得られないであろう。 

本来、個人情報保護の法制度は、個人信用情報、医療情報、電気通信情報（インターネット

通信）など強い法的規制が必要な個別分野について、その分野の特殊性に対応した個別法の制

定で対応すべきであるが、個人情報保護法は業種を問わず規制対象を一般化してしまったため、

萎縮効果をもたらす危険性をはらんでいた 164。すなわちプライバシー意識の高まりや個人情報

を取り扱う上での戸惑い等の様々な要因から、社会的な必要性があるにもかかわらず、法の定

め以上に個人情報の提供を控えたり、運用上可能な名簿の作成を取り止めたりするなど、いわ

ゆる過剰反応が生じている 165。このような過剰反応は、民間事業者が個人情報を取扱う際の萎

                             
163 独立行政法人 福祉医療機構『要援護者の把握について』

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/b1b1724743626cc0492573f600057e91/$FILE/20080221_2shiryou3~4

.pdf （アクセス 2011 年 9 月 18 日） 
164 内閣府 消費者委員会『個人情報保護専門調査会ヒアリング項目に対する意見陳述の骨子』2011 年 5 月 20 日 

日本弁護士連合会 

http://www.cao.go.jPConsumer/history/01/kabusoshiki/kojin/doc/006_110520_shiryou2.pdf#search 

（アクセス 2011 年 9 月 18 日） 
165 内閣府 個人情報の保護に関する基本方針http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kakugi2009.pdf#search  
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縮効果の現れであると言える 166。 

いわゆる過剰反応に対して、各地方公共団体は、パンフレット等の作成やヒアリングを行う

などの啓発活動に取り組んでいる 167が、企業が独自で啓発活動を行っていることは詳細には確

認できない。個人情報保護方針を経営者が社内外へ公表することについては定着してきている

が、取り扱う個人情報は、各企業の業種・業態により相違があることから、各企業による個人

情報保護に関する詳細な啓発活動を行うことが、過剰反応への対処に貢献できるものと思われ

る。また、企業による詳細な啓発活動は、個人情報を収集される顧客等へ安心感を提供し、企

業の信頼をも確保することに繋がるであろう。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける問題点問題点問題点問題点    

中国における個人情報保護に関する問題点は、次の 2 点が考えられる。 

第一は、個人情報保護に関する意識の問題である。 

「中国では、法があっても従わない、法の執行が甘い、罰でもって刑に代える（筆者注・法

治社会ではなく人治社会であるということ）などの現象が非常によく見受けられる。特に、個

人情報保護は新分野のため、一般市民と個人情報処理者の個人情報保護に関する法律意識を強

化する必要がある。 168」と立法報告書の中で述べられている。このような背景のもと、もし個

人情報保護法の違反行為に刑事制裁措置がなければ、一般の民事救済メカニズムまたは行政処

罰措置に頼るしかなく、法律の実施効果の保障は大変難しくなる。そのため、専門家の草案で

は、第 5 章「法的責任」において刑事制裁に言及している 169。 

特に大きな問題は、個人情報保護法の執行機関問題で、政府に専門の情報資源主管部門がな

かったことが、必然的に個人情報保護法の制定と実施に影響を与えている 170。そのため、有効

的な法律執行メカニズムの形成を推進すると同時に、中国の政府機関の現状およびある程度の

再編または改革を想定して、総合的な政府の情報資源主管部門の構築をしなければならないと

している 171。 

第二は、個人情報保護法草案において、センシティブ情報の取得禁止について規定されてい

ないことである。「EU 指令」第 8 条においてセンシティブ情報の取り扱いを禁止している以上、

中国においても、無関心ではいられない。中国においては法律で規定することに難しい事情が

                                                                                             
  （アクセス 2011 年 9 月 18 日） 
166 内閣府 前掲注 164 
167 内閣府 前掲注 161 
168 周漢華 前掲注 24 90 頁～91 頁 
169 中国個人情報保護法草案 第 64 条～69 条 
170 周漢華 前掲注 24 82 頁 
171 周漢華 前掲注 24 82 頁 
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あるかも知れないが、日常的に個人情報を利用する企業活動においては、利用目的の達成範囲

が限定されていることから、企業活動とは無関係のセンシティブ情報の取得を禁止する定めを、

日本における「PMS‐要求事項」のような自主規制の取り組みにより規定することも可能である。 

今後、どのような措置を講ずるのか、この点については注目すべき課題である。  

 

 

第第第第３３３３節節節節    日中両国日中両国日中両国日中両国におけるにおけるにおけるにおける今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

    

1111．．．．日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

事業者の情報漏えいについては、委託先、再委託先に対する監督が不十分であるがゆえに事

故が発生しているという点が浮き彫りにされた事案も少なくない。他方で、いわゆる「過剰反

応」と言われる現象が見られるようになったという問題点も指摘されている。このように、個

人情報の取り扱いについては、(1)第三者に漏洩されてはならない個人情報が漏洩されてしまう

という問題点と(2)本来提供されるべき個人情報が提供されないという 2 つの問題点を提示し

た。 

(1)の問題点については、情報漏えいを起こさない、情報漏えいが起こらない企業の体質に

改善しなければならず、体質改善を行うためには、「PMS‐要求事項」に基づいた個人情報保護

システムを構築し運用することが有効であることは前述したとおりである。また、合わせて、

今後も更なるプライバシーマークの普及拡大により、企業の情報漏えい防止対策および従業者

の個人情報保護意識高揚に寄与することは間違いない。 

ところで、認識不足によるルール違反から起こる情報漏えいにしても、故意の情報漏えいに

しても、物理的・人的セキュリティ対策等により、ある程度の情報セキュリティ水準を確保で

きるが、この水準を確保しても情報漏えいを完全になくすことはできない。故意に漏えいを行

おうと思えば様々な角度からルール違反が可能である。 

国民生活審議会が答申し、閣議決定された個人情報の保護に関する基本方針 172では、事業者

において個人情報の漏えい防止等、その取り扱う個人情報の適切な保護が確保されるためには、

教育研修の実施等を通じて、個人情報を実際に取り扱う従業者の啓発を図ることにより、従業

者の個人情報保護意識を徹底することが重要であるとしている。 

情報漏えい防止対策に最も必要なことは、「問題を起こさない従業者」を育てることである 173

が、それが容易にできないために情報漏えいが起こるという意見が大半であろう。人は、正し

いことも押し付ければ反発するなど、ルールや教育を一方的に押しつけるとかえって逆効果に

                             
172 内閣府 前掲注 165 10 頁 
173 酒巻久『最新 情報漏えい防止マニュアル』株式会社アスキー 2006 年 3 月 158 頁  
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なることもありうる。また、企業内において、情報漏えいが起きはしないかと過敏になり、常

に上司が部下の行動を監視することも不可能である 174。 

最終的には、従業者の意識改革であり「情報セキュリティを徹底しなくては、会社も自分も

明日はない。175」という、従業者一人ひとりの自覚が必要である。自らの自覚によってこそが、

漏えい防止対策に繋がると考えられる。上司の命令や、上司の監視がなくとも、部下が情報管

理の意識を持ち続けるには、上司と日常的にコミュニケーションを高めることが有効的であり、

上司と部下とのコミュニケーションが十分にとられていれば、相互の信頼関係が向上し、業務

推進上の可否についての意識統一が図れ、ひいては愛社精神を高め、情報漏えいの防止へ繋が

るものと思われる。個人情報保護に関するルールの徹底はさることながら、一歩踏み込んで職

場のコミュニケーションの改善という扉の中には「個人情報保護管理・徹底の意識を高めるツ

ール」が必ず存在すると考えている。 

外部からのアクセスによる漏えい防止については、多くの企業でセキュリティ対策が実施さ

れてきた。また、従業者による犯行や過失に対しての対策も、アクセス権限を有する従業者の

限定や、教育やルールの強化、定期的な監査等を実施している。しかし、アクセス権限を有す

る従業者が 1 人になっても漏えい事件が発生する可能性を否定できない。根本の問題は「人」

の心にある。 

 現在は、IT 化の進展により、業務指示、周知、報告等、全て社内メールで完了し、上司と部

下が一日中会話をしない 176ということも珍しくなく、隣席の従業者とさえ一日中会話のないこ

とがある。職場の IT 化とともに職場内のコミュニケーションが低下し、職場の IT 化の副産物

としての漏えい事案が後を立たない。筆者の体験から、ここ数年の漏えい状況を企業内の体制

に照らしてみると、本法第 21 条に規定する「従業者の監督」義務が十分になされていないと感

じている。部下のログの監視や、個人情報を規定どおりに取り扱っているか等を監視するだけ

が「従業者の監督」ではない。管理監督者が従業者の業務内容を正確に把握し、実績をきちん

と評価し、次期ステップへ繋げる能力を引き出すことも「従業者の監督」である。従業者の自

主性を引き出し、意識改革に繋げるのが従業者の監督であり、情報漏えいを防ぐことに繋がっ

ていくと考えられる。「従業者の監督」および情報漏えいに関し「人」の心、すなわち従業者の

意識に関する点が本論文における中心的な課題であり、企業における永遠の課題でもある。 

次に(2)の本来提供されるべき個人情報が提供されないという、いわゆる「過剰反応」につ

いて、政府は 2008 年 4 月 25 日「個人情報の保護に関する基本方針」において過剰反応が生じ

ていることを認め、国は積極的な広報活動に取り組むとしている。一方「過剰反応が広報活動

                             
174 酒巻久 前掲注 173 163 頁 
175 酒巻久 前掲注 173 162 頁 
176 酒巻久 前掲注 173 163 頁 
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のみによって改善されるとは言い難く、法律そのものを改正する必要がある。 177」との意見も

ある。しかし、現行法が十分に周知・理解されていないことが原因による「過剰反応」であれ

ば、引き続き広報・啓発活動を行い、現行法の正しい理解を浸透させることが先決であると思

われる。国民に、個人情報保護に対する正しい知識および理解が浸透すれば、いわゆる「過剰

反応」は落ち着き、企業活動における情報収集に対する萎縮効果も低減していくのではないか

と考えられる。引き続き注目し、状況把握を行いたい。 

 

２２２２．．．．中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

 

中国企業においても、個人情報保護管理体制を確立し、企業内の規定を整備、充実すること

は情報社会における企業の社会的責任として重大である。 

また、日本のプライバシーマークと相互認証を行った中国 PIPA マークの更なる普及拡大を

推進し、個人情報の明確かつ適正な取り扱いの実施可能なシステムづくりを行うことは「中国

の個人情報保護」に、必ずや寄与できるものと思われる。 

2009 年 3 月 9 日の「中国青年報」の報道 178によると、「2009 年法治発展報告」において、次

のように発表している。「情報処理技術と保存技術の発展に伴い、中国の個人情報流出問題は日

を追うごとに深刻な状況に陥っており、個人情報保護法の強化を求める声が大きくなっている。

2007 年 9 月から 2008 年 12 月まで、中国社会科学院法学研究所が北京・成都・青島・西安の 4

都市で個人情報保護状況を調査した結果、(1)個人情報の過度の収集、(2)個人情報の流出、(3)

個人情報の無断提供、(4)個人情報の売買が大きな問題になっていることが明らかとなった。ま

た、この調査において、多くの人が自身の個人情報の保有状況について知る権利があり、個人

情報の流出が原因で何らかの損害が発生した場合には賠償請求できることを知っていたが、個

人情報の提供を拒否する権利については『知らない』と答えた人が多かった。さらに 42.5％が

『過去に関係機関で個人情報が不当に処理された経験を持つ』と答えた。 

その他、不動産売買や賃貸、自動車購入、入院手続き等で個人が提出した情報を不動産仲介

業者や自動車ディーラー、保険会社などに売り渡す公的機関や職員などが存在し、深刻な被害

をもたらしていることも明らかになった。本件調査では、調査対象者の 99％以上が個人情報保

護法の制定をもって個人情報保護の管理・徹底を図るべきであると考えていることも判明し

た。」 

中国の人々の個人情報保護における緊迫した状況から、個人情報保護法の早期立法を図り、

                             
177 内閣府 前掲注 165  
178 http://www.excite.co.jp/News/china/20090310/Recordchina_20090310021.html （アクセス 2011 年 9 月 19 日）  
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中国の情報化の推進と同時に、個人の権利利益の保護を確立することが求められる。 

企業活動における「個人情報保護に関するコンプライアンス体制の確立」の推進は、個人の

権利利益の保護と同時に、社会経済における日中企業活動の交流において、適正な情報の流通

を促し、今後、両国の友好関係をも促進する効果も期待できるものと思われる。 

一刻も早い「中国個人情報保護法の施行」を願うものである。 

 

 

小括小括小括小括    

 日本においては、個人情報保護法への過剰反応が現代的課題となり、中国においては、個人

情報の不適切な取り扱いによる個人情報取扱事業者の権利利益の侵害が問題となっている。 

 両国とも、個人情報の正しい認識不足によるものであり、今後きめ細かな啓発活動が必要で

あると考えられ、特に中国においては、個人情報保護法施行前から啓発活動を行うことにより、

必ずや、個人情報漏えい事件および過剰反応の減少に貢献できるものと考えている。 

 

    

おわりにおわりにおわりにおわりに    

日本においては、本法全面施行から 7 年目を迎えた現在、個人情報取扱事業者が公表した漏

えい件数は着実に減少してはいるものの、未公表である事案を含めると、現在もなお膨大な件

数の情報漏えいが発生していると推測される。 

個人情報取扱事業者は更なる情報の管理、徹底の意識を強化し、情報漏えいを起こさない企

業の体質改善には何が重要であるかを今一度見直す時期であると思われる。情報漏えいが起こ

るたびに、システムに複雑な制限を加えるなど、膨大な費用を必要とする個々の対策を行って

いくのではきりがない。 

個人情報保護の管理・徹底について、従業者に厳しく強いることにより、個人情報の管理は

強化されるが、厳格化しすぎると担当者に負荷がかかり、厳しすぎるがゆえに業務の効率性や

営業活動へのデメリットが発生する可能性も大きい。 

コンプライアンスに必要とされる要件のすべてを満たすことは必須であり、個人情報保護の

継続性を考慮し、個人の権利利益の保護と同時に個人情報を事業の用に供するため、有効的な

「PMS‐要求事項」に基づいた個人情報保護のシステムを構築・運用することが望ましい。 

企業の使用者は、従業者を管理監督する権限を有する。一方、従業者は労働契約の付随的義

務として職務専念義務や企業秩序遵守義務を有する。この権利義務関係のもと、使用者は従前

から従業者の監督を行ってきたが、本法において、従業者の監督義務（第 21 条）が規定された
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ことから、企業は、以前にも増して従業者の監督を強く求められるようになった 179ことを繰り

返し述べておきたい。 

個人情報取扱事業者にとって、個人情報保護法の核心は、法第 21 条に定める「従業者の監督」

であると考える。一定の物理的セキュリティ対策を講じると同時に、管理者が部下の心を掴み、

いわば「人」の心をコントロールするということに目を向けなければならない。 

 上司と部下の良好なコミュニケーションの活性化において、個々の従業者の愛社精神の向上

こそが個人情報漏えい防止対策に繋がるとともに、企業の信頼性の維持・向上に寄与できる。 

本論文のねらいである「企業の信頼性」の持続については、「企業の体質改善＝従業者の意識

改革」といっても過言ではなかろう。 

将来、中国においても日本と同様に、情報管理に関する従業者の意識改革が必要であろう。 

日中の両企業とも「従業者の監督」に重点を置き、個人情報漏えいを起こさない企業の体質

に改善しなければならない。個人情報漏えいを起こさないことは、企業が守るべきモラルであ

り、企業の社会的責任であると同時に企業の信頼性を維持することに繋がるものである。 

私事であるが、平成 24 年 3 月をもって 40 年間勤務した会社を後にすることとした。 

長年、企業内の個人情報保護業務を担わせていただき、本研究を行うきっかけを与えていた

だいたことに感謝の意を表したい。 

今後、企業においては、筆者が提案した企業活動における「個人情報漏えい防止対策」を参

考いただくとともに、個人情報の適正な取り扱いにおける「企業の信頼性」の維持・向上を願

うものである。また、筆者は今後も残された課題として、引き続き、個人情報漏えい防止対策

およびプライバシーマークの普及拡大、過剰反応に対する啓発活動等に関わるなど、本研究を

継続し、「企業活動に係る個人情報保護」に貢献したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
179 堀部政男 編著 前掲注 1 163 頁 
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参考参考参考参考        

中華人民共和国個人情報保護法中華人民共和国個人情報保護法中華人民共和国個人情報保護法中華人民共和国個人情報保護法180180180180        

((((専門家専門家専門家専門家のののの建議稿建議稿建議稿建議稿））））    

    

第一章第一章第一章第一章        総則総則総則総則    

［立法の目的と根拠］ 

第一条 政府機関又はその他個人情報処理者の

個人情報の取り扱いを規律し、個人の権利を保

護し、個人情報に対しての秩序ある流通を促進

するために、憲法に基づき、本法を制定する。 

［合法の原則］ 

第二条 政府機関又はその他個人情報処理者が

個人情報を処理する場合は、本法の規定に適合

しなければならない。他の法令により、別途規

定がある場合を除く。 

［権利保護の原則］ 

第三条 情報主体は、政府機関又はその他個人

情報処理者が取得した本人の個人情報を公開さ

せる権利を持つ。 

情報主体は、個人情報に関する内容に対し、

誤り又は不正確なところを発見した場合は、政

府機関又はその他個人情報処理者に訂正又は利

用停止させることができる。 

［利益平衡の原則］ 

第四条 個人情報の保護に当たり、他人の権利

と自由を妨げてはならず、国家の利益と社会の

公共利益を損害してはならない。 

［情報品質の原則］ 

第五条 政府機関又はその他個人情報処理者は、

個人情報の収集目的と利用範囲を明確にし、個

人情報の正確性、完全性、及び適時性を確保す

るための措置を講じなければならない。 

［情報安全の原則］ 

第六条 政府機関又はその他個人情報処理者は、

個人情報の漏えい、滅失、毀損又はその他の事

故を防止するために必要な安全措置を講じなけ

ればならない。 

［職業義務の原則］ 

                             
180 周漢華 前掲注 2  1頁～27頁 

第七条 政府機関又はその他個人情報処理者の

従事者は、在職期間に知り得た内容に守秘義務

を負い、みだりに他人に提供し、又は他の方法

で公開もしくは利用してはならない。 

［救済の原則］ 

第八条 情報主体は、政府機関又はその他個人

情報処理者の行為が本法に違反し、その権利利

益を犯した場合は、法律に基づき、行政救済又

は訴訟を提起する権利を持つ。 

政府機関又はその他個人情報処理者が、本法

に違反し情報主体の権利利益を侵害した場合は、

法律に基づき、賠償責任を負わなければならな

い。 

公民、法人その他の組織は、政府情報資源主

管部門の具体的な行政行為が個人の権利利益を

犯すことがあれば、法律に基づき、行政不服申

立をし、又は行政訴訟を提起する権利を持つ。 

［適用の範囲］ 

第九条 本法は、政府機関又はその他個人情報

処理者が個人情報を処理する場合に適用する。

ただし、本法に別途定めがある場合を除く。 

“政府機関”とは、行政機関及び、法律、法規

により行政管理機能の権限を授権され、又は公

共サービスを提供するその他の組織をいう。 

“その他個人情報処理者”とは、政府機関以外

で、本法の規定により、個人情報を処理する法

人、組織及び個人をいう。 

“個人情報”とは、個人の氏名、住所、生年月

日、身分証明書の番号、医療の記録、写真など

の単独又は他の情報と照合し、特定の個人を識

別できる情報をいう。 

“個人情報文書”とは、コンピュータ又は他の

媒体に保存でき、一定の標準的な方法により、

個人情報を検索することができる文書をいう。 

“処理”とは、政府機関又はその他個人情報処

理者が、一定の基準又は検索方法により、自動

又は非自動の方法で、個人情報に関しての収集、

保存、使用、交換、公開、訂正、削除、消却な

どの行為をいう。 
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“情報主体”とは、個人情報によって識別され

る特定の個人をいう。 

［適用除外］ 

第十条 本法の規定は、国家安全機関が国家の

安全を保障するために、個人情報を処理する場

合には適用しない。 

本法の規定は、公民が個人又は家庭の活動で、

個人情報を処理する場合には適用しない。 

法人又は他の組織の取り扱う情報が少量で、取

り扱う行為が個人の権利を侵害するおそれがな

い場合には、本法を適用しない。 

第一項の範囲は国務院が確定する。 

第三項の範囲は国務院情報資源主管部門が、

規定を制定することにより確定する。 

 

第二章第二章第二章第二章        政府機関政府機関政府機関政府機関のののの個人情報処理個人情報処理個人情報処理個人情報処理    

第一節  個人情報の収集と使用 

［明確な使用目的］ 

第十一条 政府機関は、自らの法定権限の範囲

内においてのみ、その職務を遂行するために個

人情報を収集することができる。 

政府機関の個人情報の収集は、明確、適法か

つ特定された使用目的がなければならない。 

政府機関の個人情報の収集は、第二項による使

用目的の範囲を超えてはならない。 

政府機関が個人情報を収集する場合、繰り返

し個人情報を収集することを避け、社会負担を

できるだけ軽減し、かつ、処理目的に関わらな

い情報は適時に削除しなければならない。 

［登録の手続］ 

第十二条 政府機関は、個人情報の収集前に、

各級人民政府情報資源主管部門に下記の事項を

登録しなければならない。 

（一）個人情報文書の名称 

（二）個人情報に関する利用目的 

（三）収集する機関の名称 

（四）個人情報に関する主要な内容 

（五）個人情報に関する収集方法 

（六）個人情報に関する保存期間 

（七）個人情報文書の主要な使用者 

（八）個人情報文書の公開方式と場所 

（九）その他の事項 

個人情報が以下のいずれかに該当するときは、

第一項の規定を適用しない。 

（一）国家の安全、国家秘密及びその他の重大

な国家利益に関連する事項 

（二）犯罪の予防、刑事捜査、公訴、裁判と刑

罰の執行に関連する事項 

（三）行政処罰と行政強制執行に関連する事項 

（四）出入国管理に関連する事項 

（五）税の徴収に関連する事項 

（六）政府機関内部の人事管理に関連する事項 

（七）政府機関が内部業務処理のために、個人

情報文書を使用する場合 

（八）政府機関がコンピュータに関する試験的

な操作を行うために個人情報文書を利用する場

合 

（九）法律、法規が規定するその他の事項 

［登録事項に関する公表］ 

第十三条 政府情報資源主管部門は、第十二条

第一項に基づき、登録手続が終わる日から３０

日以内に、政府公報又は他の方法で登録した情

報を公表しなければならない。 

［個人情報文書登記簿の作成］ 

第十四条 政府機関は、保有するそれぞれの個

人情報文書の内容に応じ、第十二条第一項に定

める個人情報文書登録簿をそれぞれ作成し、公

衆の閲覧に供しなければならない。 

［利用の制限］ 

第十五条 政府機関は、個人情報を収集する際、

明確にした利用目的の範囲内でのみ個人情報を

利用することができる。 

下記のいずれかの条件を満たすときは、政府

機関は、利用目的の範囲を超えて個人情報を利

用することができる。 

（一）情報主体が提供に同意した場合もしくは

情報主体に提供する場合 

（二）政府機関が法定の職務を遂行するために、
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その個人情報を利用しなければならない場合 

（三）国家の安全又は他の公共利益を保護する

場合 

（四）国際法の義務を履行するために、外国政

府又は国際組織に提供する場合 

（五）情報主体の合法的な利益に有利である場

合 

（六）他人の重大な利益の損害を防止すること

に有利である場合 

（七）個人を特定できない形式で、学術の研究

又は統計のために利用する場合 

（八）正当な理由があり、かつ政府機関の内部

でのみ利用する場合 

（九）法律、法規によるその他の状況。 

政府機関は、第二項の規定に基づき個人情報

を情報主体以外の第三者に提供する場合は、利

用目的、利用方法、再交換の条件及びその他の

重要な事項を明確に制限しなければならない。

個人情報を受け取る第三者は、これらの制限を

守らなければならない。 

政府機関は、個人の権利と利益の保護のため

に必要と認める場合、利用目的以外で個人情報

を処理する主体を当該機関内の特定部門に限定

することができる。 

 

第二節  情報主体の個人情報の開示を求める

権利 

［個人情報の開示を求める権利］ 

第十六条 情報主体は、政府機関に対しその保

有する本人の個人情報の開示を要求する権利を

持つ。 

［申請の手続］ 

第十七条 申請人は、個人情報の開示申請を行

う場合は、申請書を提出しなければならない。 

 申請書には、以下の事項を明確に記述しなけ

ればならない。 

（一）申請人の名前、身分証明書の番号、住所 

（二）申請人の連絡方法 

(三）開示申請する個人情報の記載は、政府機

関が申請に係る個人情報を十分に識別できる

ものでなければならない。 

（四）申請提出日時 

申請人は申請書提出時に、申請する個人情報

について、本人であることを証明できる書類を

提出しなければならない。 

申請書は、政府機関の事務所へ提出し、もし

くは書留、ファクス、E メールの方法で提出し

てもよい。 

申請書が受理機関の事務所に提出された場合

は、受理機関が登記し、申請人に受領書を発行

しなければならない。 

申請書が書留、ファクス、E メールの方法で

提出された場合は、受理機関は到着日に登記し

なければならない。 

［政府機関の支援］ 

第十八条 政府機関は、公衆が個人情報の開示

を求めた場合には、適切な支援をしなければな

らない。 

本法の第十七条に基づき提出された申請書に

ついて、記載事項に不備があれば、政府機関は、

訂正又は修正する機会を与えなければならない。 

［政府機関に関する開示義務と例外］ 

第十九条 申請人が開示請求を求めた場合、政

府機関は申請人にその個人情報を開示する義務

を負う。 

下記のいずれかの条件に適合する場合は、例

外として開示しない。 

（一）本法の第十二条第二項による情報 

（二）申請人の生命、健康、生活又は財産に対

し、被害を与えるおそれがある情報 

（三）第三者の利益に対し、被害を与えるおそ

れがある情報 

（四）政府機関が、違法行為の調査において、

法の執行に対し影響を与えるおそれがある情報 

［利益均衡又は損害判断原則］ 

第二十条 政府機関は、開示することができな

い個人情報について、明確な公共利益があり開

示する必要がある場合、開示しても実質的な損
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害を与えるおそれがない場合、又は個人の権利

保障に対して開示することが極めて必要な場合

は、開示の決定を下すことができる。 

［情報の分割可能性］ 

第二十一条 申請された個人情報の中に、開示

できない内容があっても、開示できない内容と

開示できる内容を区別することができれば、政

府機関は、申請人に開示できる個人情報の部分

を提供しなければならない。 

［個人情報存否の回答拒絶］ 

第二十二条 政府機関は、開示できない個人情

報に関して、その存在を回答した場合、当該情

報を開示する結果を招く場合は、当該個人情報

存在の有無について明確に回答をしなくてもよ

い。 

［書面での決定通知］ 

第二十三条 下記の状況の場合、政府機関は、

受け付けた日から 10 日以内に、書面で申請人に

告げなければならない。 

（一）申請する個人情報が存在しない場合 

（二）政府機関がすべての措置を行ったにも関

わらず、申請した個人情報を見つけることがで

きなかった場合。 

（三）政府機関は、申請した個人情報を保有し

ないが他の政府機関が当該情報を所持すること

が判明した場合は、申請人にその他の政府機関

に申請書を提出するよう通知する。 

（四）本法第二十二条に規定する状況がある場

合、申請した個人情報の存在を確認しない。 

［正式決定］ 

第二十四条 政府機関は、受付日から 15日以内

に、状況により、下記の決定を下す。 

（一）申請が本法の規定に適合し、開示しなけ

ればならない場合は、個人情報を開示する決定

を下す。 

（二）本法第二十一条の規定する状況の場合は、

部分的に個人情報を開示する決定を下す。 

（三）本法第十九条第二項による状況の場合は、

個人情報非開示の決定を下す。 

第一項の期限を越えて、政府機関が正式な決

定を下さなかった場合は、非開示を決定したも

のとみなす。 

［正式決定の内容］ 

第二十五条 政府機関は、本法第二十四条第一

項（一）号に基づき、個人情報の開示決定を下

す場合は、申請人が個人情報を受け取る日時、

場所、方法、支払うべき費用を書面で通知しな

ければならない。 

政府機関は、本法第二十四条第一項第（二）

号又は第（三）号に基づき、個人情報を部分的

に開示し、又は非開示の決定を下す場合は、決

定書を作成し、法律に基づき、申請人に送付し

なければならない。決定書には、拒絶の理由、

法律の根拠及び救済の手続と期限を明記しなけ

ればならない。 

［個人情報を取得する方法］ 

第二十六条 政府機関は、以下の方法で申請人

に対して個人情報を開示することができる。 

（一）個人情報が、文書、図、写真などの形式

で存在する場合は、申請人に対して写しを提供

し、或いは申請人の閲覧に供する。 

（二）個人情報が、フィルム、テープ、フロッ

ピーディスク、視聴資料等、複写可能な方法で

存在する場合は、申請人の閲覧に供し、又は申

請人に対して当該情報の当該情報の内容に関す

る書面記録を提供することができる。 

政府機関は、自己の設備で当該内容の複写が

可能であれば、申請人の申請により、申請人に

写しを提供しなければならない。 

（三）個人情報が、コンピュータのメモリー形

式で存在する場合は、申請人にそのメモリーの

コピーを提供し、又は印刷記録を提供すること

ができる。 

視力、聴力又は言語の障害者は、自分の能力

に合う特別な方法で個人情報を取得できるよう

申請する権利を持つ。 

［費用に関する基準］ 

第二十七条 申請人は、個人情報を取得する手
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続を行う時は、検索費、コピー費、郵送費を支

払わなければならない。政府機関が徴収する費

用は、個人情報を提供する実費を超えてはなら

ない。徴収費用の基準については、省級の価格・

財政主管部門が統一的に決定する。申請人は、

費用を先払いし、領収証を提出し、個人情報を

受け取る。 

申請人は、真に経済的に困難の場合があれば、

政府機関の責任者の許可により、本条第一項に

定める費用の減額、又は免除を受けることがで

きる。 

 

第三節  個人情報の訂正及び利用停止 

［訂正及び利用停止に関する権利］ 

第二十八条 本法第十六条の規定により、個人

情報の開示を受けた情報主体は、個人情報の記

録内容に誤り又は不正確な部分を発見した場合

は、政府機関に訂正又は利用停止を請求するこ

とができる。 

［政府機関に関する訂正及び利用停止義務］ 

第二十九条： 第二十九条 政府機関は、申請

内容を調査し、申請人の申請が正しければ、関

連する個人情報を訂正又は利用停止する義務を

負う。 

［申請人の調査協力］ 

第三十条 申請人は、個人情報に関する訂正又

は利用停止の申請と同時又はその後に、政府機

関に関連する証明資料を提出し、政府機関の調

査に対し協力することができる。 

政府機関は、調査時に、申請人又は第三者に

対し、関連する証明資料を提供し、調査への協

力要請を行うことができる。 

［正式決定］ 

第三十一条 政府機関は、申請人の申請を受理

した日から 15日以内に、それぞれの状況に応じ

て下記の決定を下す。 

（一）申請を認めた場合は、個人情報の訂正又

は利用停止の決定 

（二）申請を認めない場合は、個人情報の訂正

又は利用停止をしない決定 

（三）申請事項が複雑で、正当な理由があり、

規定の期限内に完了できない場合は、政府機関

責任者の許可により、15 日間の延長ができる。 

申請事項が極めて複雑であって、第一項第

（三）号の規定により、期限を延長しても決定

を下すことができない場合は、政府機関責任者

の許可により、再度決定を下す期限を延長する

ことができるが、長くても 30日を越えてはなら

ない。 

［正式決定の内容］ 

第三十二条 政府機関は、本法第三十一条第一

項第（一）号により、個人情報の訂正又は利用

停止決定を下す場合は、書面で申請人に決定し

た具体的な内容を通知しなければならない。 

政府機関は、本法第三十一条第一項第（二）

号により、個人情報の非訂正又は利用非停止決

定を下す場合は、決定書を作成しなければなら

ない。決定書には、拒絶の理由、法律の根拠及

び救済の手続と期限に関する説明をしなければ

ならない。 

政府機関は、本法第三十一条第一項第（三）

号又は第二項により、期限延長の決定を下す場

合は、書面で申請人に延長期限及び理由を通知

しなければならない。 

［訂正又は利用停止の決定に関する通知］ 

第三十三条 政府機関は、本法第三十一条第一

項第（一）号により、個人情報の訂正又は利用

停止決定を下した後、職権で又は情報主体の申

請により、書面をもって、既に当該個人情報を

受領した第三者に対し、その決定内容を通知す

ることができる。 

［手続の準用］ 

第三十四条 本節に別の規定がある場合を除き、

申請人が個人情報を訂正又は利用停止する申請

については、本章の第二節に規定する手続を適

用する。 
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第三章第三章第三章第三章    そのそのそのその他個人情報処他個人情報処他個人情報処他個人情報処理者理者理者理者にににに関関関関するするするする個人個人個人個人

情報処理情報処理情報処理情報処理    

第一節  政府管理制度 

［登記と行政許可］ 

第三十五条 その他個人情報処理者は、個人情

報を収集する前に、政府情報資源主管部門に登

記の手続をしなければならない。 

個人情報処理を主要な業務とし、又は個人情

報処理を営利で行う公民、法人又はその他の組

織は、個人情報を収集する前に、政府情報資源

主管部門の許可を受けなければならない。 

本法に別の規定がある場合を除き、本章の規定

する行政許可は、《中華人民共和国行政許可法》

を適用する。 

［登記と行政許可に関する申請事項］ 

第三十六条 登記又は行政許可を申請する場合

は、政府情報資源主管部門に申請書を出さなけ

ればならない。申請書には以下の事項を記載し

なければならない。 

（一）自然人の名前、個人にあっては、氏名、

身分証明書の番号及び住所、法人又は他の組織

にあっては、名称、住所及び法定代表人もしく

は主要な責任者の氏名 

(二) 個人情報文書の名称 

（三）個人情報文書に関する利用目的 

（四）個人情報文書に関する主要な内容 

（五）個人情報文書に関する収集方法 

（六）個人情報文書に関する保存期限 

（七）個人情報文書に関する主要な使用者 

（八）個人情報文書に関する公開方法と場所 

（九）個人情報文書に関する安全保護措置 

（十）個人情報文書に関する安全保護に関わる

主要な責任者の氏名、身分証明書の番号、住所

及び履歴 

（十一）国務院情報資源主管部門が要求するそ

の他の事項 

［審査基準］ 

第三十七条 政府情報資源主管部門による登記

事項に対する審査は、特別な場合を除き、原則

として書類審査である。政府情報資源主管部門

は、行政許可事項に対しては、書類審査のみで

なく、実質審査も行わなければならない。 

［正式な決定］ 

第三十八条 政府情報資源主管部門は、申請を

受け取った日から 15 日以内に、それぞれの状況

に応じて下記の決定を下す。 

（一）登記又は行政許可に関する申請が法定の

条件、基準に適合する場合は、登記又は行政許

可を認める決定 

（二）登記もしくは行政許可に関する申請が法

定の条件、基準に適合しない場合、又は個人情

報の処理が個人の権利に対し、実質的な危害を

与えるおそれが極めて強い場合は、登記又は行

政許可を認めない決定 

政府情報資源主管部門は、第一項第（二）号

により登記又は行政許可を認めない決定を下す

場合は、理由を説明し、申請人に、法律に基づ

き行政不服申立又は行政訴訟を提起する権利を

持つことを通知する。 

［決定に関する公表］ 

第三十九条 政府情報資源主管部門は、登記又

は行政許可を認める決定後 30日以内に、政府の

公報もしくは他の方法で決定した内容を公表し、

公衆の閲覧に供する。 

 その他個人情報処理者は、登記又は行政許可

を認めた後に、本法第三十六条による事項に従

って個人情報文書登記簿を作成し、公衆の閲覧

に供する。 

［変更手続］  

第四十条 本法第三十六条第一項による事項を

変更する場合は、その他個人情報処理者は、変

更した事由が発生した日から 10 日以内に、政府

情報資源主管部門に変更手続の申請を提出しな

ければならない。 

［取消の登記］  

第四十一条 その他個人情報処理者は、個人情

報処理活動を停止する場合、停止日から 10 日以

内に、政府情報資源主管部門に取消の登記手続
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を行わなければならない。 

その他個人情報処理者は、個人情報処理活動

を停止する場合は、保有している個人情報文書

を消却し、又は政府情報資源主管部門の同意に

より、その他の処置をしなければならない。 

［徴収不可］ 

第四十二条 政府情報資源主管部門は、登記又

は行政許可の手続を行う場合、いかなる費用も

徴収してはならない。 

 

第二節  個人情報の収集と利用 

［個人情報処理に関する適法性の基準］  

第四十三条 その他個人情報処理者は、下記の

条件のいずれかを満たす場合を除き個人情報の

処理をしてはならない。 

（一）情報主体が明確に同意する場合 

（二）情報主体と契約関係又は類似関係が存在

し、それら契約を履行するために個人情報を利

用しなければならない場合 

（三）情報主体の重要な利益を保護するために、

個人情報を利用する場合 

（四）第三者の合法的な利益を保護するために、

個人情報を利用する場合 

（五）公共の利益を保護するために、個人情報

を利用する場合 

（六）法律、法規の規定するその他の状況であ

る場合 

［利用目的の特定］ 

第四十四条： 第四十四条 その他個人情報処

理者が個人情報を収集又は利用する場合は、明

確な利用目的の特定をしなければならない。 

［利用目的の制限］  

第四十五条 その他個人情報処理者が本法の第

四十四条による利用目的を超えて個人情報を利

用する場合は、情報主体から事前に同意を得な

ければならない。 

その他個人情報処理者は、以下の条件に適合

する場合は、情報主体から事前に同意を得なく

ても、本法の第四十四条による利用目的を超え

て、個人情報を利用することができる。 

（一）明確的な法律、法規の規定に基づく場合 

（二）人の生命、身体又は、財産の保護のため

に極めて必要がある場合であって、情報主体の

同意を得るのが困難である場合 

（三）国家機関の法令の定める事務を遂行する

ことに極めて必要であって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恐れ

がある場合 

［正当な個人情報の収集］ 

第四十六条 その他個人情報処理者は、適法、

正当な手段で個人情報を収集しなければならな

い。 

［直接収集に関する情報主体への通知］ 

第四十七条 その他個人情報処理者は、情報主

体から直接に個人情報を取得する場合は、下記

の事項を情報主体に通知しなければならない。 

（一）その他個人情報処理者の身分 

（二）個人情報に関する利用目的 

（三）個人情報文書に関する主な利用者 

（四）個人情報文書に関する公開方法と場所 

（五）情報主体の権利に対して重大な影響を与

えるその他の事項 

［国境を越えて、情報が流通する特別な規定］  

第四十八条 下記の条件に適合するときは、政

府情報資源主管部門は、その他個人情報処理者

が国境を越えて、個人情報を流通させることに

対し、制限することができる。 

（一）国家の安全及びその他の重大な国家利益

に関連する場合 

（二）中国政府が負う国際的な義務の中に特別

な要求がある場合 

（三）個人情報を受け取る国家又は地域が、そ

の個人情報に対し、十分な法律保護を与えてい

ない場合 

（四）法律によるその他の状況がある場合 

   国務院情報資源主管部門は、第一項第

（三）号による国家又は地域を認定する責任を

持ち、認定する具体的な基準、方法及び手続を



105 

規定する。 

 

第三節  情報主体の権利 

［個人情報を取得する権利］  

第四十九条 その他個人情報処理者は、情報主

体から開示請求があれば遅滞なく提供しなけれ

ばならない。 

下記のいずれかの状況である場合、その他個

人情報処理者は個人情報の全部又は一部を開示

しなくてもよい。       

（一）情報主体の生命、健康、生活又は財産に

危害を及ぼす恐れがある情報 

（二）第三者の利益に対し、損害を及ぼす恐れ

がある情報 

（三）情報主体が同じ個人情報文書に対し、繰

り返して開示請求を提出し、その他個人情報処

理者の正常な個人情報処理の遂行に明確に支障

を及ぼす恐れがある場合 

（四）法律、法規によるその他の状況である場

合 

[訂正及び利用停止請求権] 

第五十条 本法の第四十九条により、個人情報

を取得した情報主体は、個人情報の記録内容に

誤り又は不正確な部分があれば、その他個人情

報処理者に訂正又は利用停止を求めることがで

きる。 

 その他個人情報処理者の確認により、情報主

体の請求が成立すれば、遅滞なく、関連する個

人情報を訂正もしくは利用停止をしなければな

らない。 

その他個人情報処理者の確認により、情報主

体の請求が成立しなければ、当該個人情報の訂

正もしくは利用停止を拒絶することができる。 

［理由説明］ 

第五十一条 その他個人情報処理者は、本法の

第四十九条第二項、第五十条第三項の規定に基

づき、全部もしくは一部の個人情報を開示せず、

又は個人情報の訂正もしくは利用停止要求を拒

絶する書面により情報主体にその理由を説明し

なければならない。 

［費用基準］  

第五十二条 情報主体は、本法の第四十九条に

より、開示個人情報を取得する場合、その他個

人情報処理者に当該措置の手数料を支払わなけ

ればならない。 

第一項による手数料の基準は、各地方政府物価

管理部門が確定する。 

 

第四節  業界自律の仕組み 

［業界自主規制組織］ 

第五十三条 国家は、その他個人情報処理者の

自由意思による業界別の自主規制組織の創設を

奨励し、政府の管理機能を次第に業界の自主規

制組織に委譲するための条件を整備する。 

業界自主規制組織の条件と当該組織への要求

は、国務院情報資源主管部門が具体的に規定す

る。 

 業界自主規制組織の創設後、国務院情報資源

主管部門に登録し、国務院情報資源主管部門か

らの指導及び監督を受けなければならない。 

［業界自主規制組織の管理機能］ 

第五十四条 業界自主規制組織は、以下の管理

機能を履行する。 

（一）本業界の行為準則を制定する。 

（二）本業界の業務執行の信頼性認定証を拡大

する。 

（三）本業界と政府情報資源主管部門との関係

を調整する。 

（四）情報主体からの苦情を受け、情報主体と

成員の間の紛争を調整し、処理する。 

（五）業界自主規制組織の成員の間の関係を処

理する。 

（六）業界自主規制組織の定款に定めるその他

の職務を行う。 

（七）政府情報資源主管部門が委託したその他

の管理機能 

業界自律組織の定款を政府情報資源主管部門へ

報告する。 
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第四章第四章第四章第四章    法律法律法律法律のののの実施保障実施保障実施保障実施保障とととと救済救済救済救済    

［情報資源主管部門］ 

第五十五条 県級以上の人民政府情報資源主管

部門は、本法の実施を組織し、指導し、推進及

び監督する。 

［行政不服申立前置］ 

第五十六条 情報主体は、政府機関の下した個

人情報の開示、訂正、利用停止に関する決定が

本法に違反し、合法的な利益を犯すことがあれ

ば、最初に同級人民政府情報資源主管部門に行

政不服申立を申請しなければならない。 

［不服申立事件に関する決定制度と情報委員

会］ 

第五十七条 政府情報資源主管部門は、行政不

服審査法の規定に基づき、行政不服申立を受理

し、不服審査の決定を下す。 

 条件を有する地方の政府情報資源主管部門は、

当該部門以外の専門家を含めて、独立した情報

委員会を設立し、行政不服申立の申請を受理し、

不服審査の決定を下し、他の行政管理権を行使

することができる。 

情報委員会は、非常設機構とし、その日常連絡

機構は、各級人民政府の情報資源主管部門とす

る。 

 第二項の方法で不服審査の決定を下す場合は、

専門家委員の人数は、情報委員会の委員総数の

三分の一以上を占めなければならない。 

［行政訴訟］ 

第五十八条 情報主体は、不服審査の決定に不

服があれば、法律に基づき、人民法院に行政訴

訟を提起することができる。 

［苦情処理］ 

第五十九条 政府機関又はその他個人情報処理

者は、有効的な苦情処理の仕組みを設け、速や

かに情報主体が提出した各種の苦情を処理しな

ければならない。 

[業界自律の仕組み] 

第六十条 情報主体は、その他個人情報処理者

の個人処理行為が本法の規定に違反し、自己の

権利利益を犯すことがあれば、その他個人情報

処理者の所属する業界自主規制組織に苦情を申

し出ることができる。 

 業界自主規制組織は、情報主体の苦情を受理

したときは、公正かつ速やかに処理し、処理意

見もしくは勧告を提出しなければならない。  

 業界自主規制組織の処理意見又は勧告に従わ

ない成員に対し、業界自主規制組織はその定款

の規定に基づき、業務執行の信頼性認定証を取

り消し、成員の資格を取り消す等更なる措置を

決定することができる。 

［行政措置］ 

第六十一条 情報主体は、その他個人情報処理

者による個人情報の取り扱い行為が本法の規定

に違反し、自己の権利利益を犯すことがあれば、

政府情報資源主管部門に申告し、自己の権利利

益の保護を請求することができる。 

政府情報資源主管部門は、情報主体の申告又

たは自己の職権により、その他個人情報処理者

に立入検査を行い、情報処理状況報告の提出を

求め、差し押さえ、押収、処理の凍結等の行政

強制措置を取ることができる。 

 立入検査を行う場合は、政府情報資源主管部

門の責任者の許可が必要である。立入検査時に、

検査員は二名を下回ってはならず、また、身分

証明及び検査通知書を提示しなければならない。

検査員が二名を下回り、又は身分証明及び検査

通知書の提示がなければ、その他個人情報処理

者は検査を拒否する権利を持つ。 

［行政決定］ 

第六十二条 その他個人情報処理者が本法の規

定に違反して、個人情報を処理した場合、政府

情報資源主管部門は、期間を限定して改善命令

を出し、期限が過ぎても改善しないとき、又は

その行為が情報主体の権利利益を著しく侵害し

ているときは、その程度に応じて、政府情報資

源主管部門は以下の決定を下すことができる。 

（一）一時的に個人情報処理を停止する。 
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（二)違法な処理による影響を是正し、謝罪を命

じる。 

（三）個人情報の使用を停止する。 

（四）個人情報文書を消却する。 

（五）罰金を科す。 

（六）個人情報処理の登録証又は許可証を無効

にする。 

［司法救済］ 

第六十三条 情報主体は、その他個人情報処理

者による個人情報処理行為が本法の規定に違反

し、自己の権利利益を侵害している場合、法律

に基づき、人民法院に訴訟を提起することによ

り、侵害を停止し、その影響をなくすことを求

めることができる。 

［賠償責任と賠償訴訟］ 

第六十四条 政府機関又はその他個人情報処理

者の個人情報の取り扱い行為が、本法の規定に

違反し、情報主体の権利利益に損害を与えたと

きは、賠償責任を負う。 

情報主体は、政府機関又はその他個人情報処

理者に賠償を請求することもできる、また直接

に人民法院に訴訟を提起することもできる。 

 

第五章第五章第五章第五章    法的責任法的責任法的責任法的責任    

［主管部門の職員の責任］ 

第六十五条 政府情報資源主管部門の職員は、

以下の行為があれば、法律に基づき、行政処分

を科す。犯罪が成立すれば、刑事責任を追及す

る。 

（一）法定条件に適合する個人情報処理登記又

は行政許可申請に対し、許可しない場合 

（二）法定条件に適合しない個人情報処理登録

又は行政許可申請に対し登録し、許可した場合 

（三）法定期限以内に個人情報処理登録又は行

政許可事項を公告しない場合 

（四）登録又は行政許可の手続を扱う際に、現

金又はその他の方法で料金を徴収した場合 

（五）規定に違反し、立入検査を行った場合 

（六）規定に違反し、その他個人情報処理者に

行政処分をし、又は処罰した場合       

（七）情報主体からの苦情申告に対し、故意に

制止し又は法定職責を履行しない場合 

（八）職権の濫用、職務怠慢に当たるその他の

行為 

政府情報資源主管部門の職員は、賄賂を受け、

国家秘密又は知り得た企業秘密の漏えいを犯し

たときは、犯罪が成立すれば、法律に基づき刑

事責任を追及する。犯罪が成立しない場合でも、

法律に基づき、行政処分を科す。 

［無登録又は無許可での個人情報処理に対する

法律責任］ 

第六十六条 公民、法人又はその他の組織は、

登録又は行政許可を受けず、個人情報を処理し

たときは、政府情報資源主管部門が取り締まり、

犯罪が成立すれば、法律に基づき刑事責任を追

及する。犯罪が成立しない場合でも、政府情報

資源主管部門は、違法な所得を没収し、もし五

万元以上の違法所得であれば、違法所得の二倍

以上五倍以下の罰金を科す。 

 違法所得がない場合、又は違法所得が五万元

未満であれば、一万元以上十万元以下の罰金を

科す。 

［政府機関の個人情報違法処理の責任］ 

第六十七条 政府機関に下記のいずれかの行為

があれば、政府情報資源主管部門により改善命

令が出される。状況が重大であるとき又は期間

内に改善しないときは、直接の責任者及び関係

する責任者に対し、法律に基づき、行政処分を

科す。犯罪が成立すれば、法律に基づき刑事責

任が追及する。 

（一）遅滞なく措置を講じず、個人情報の正確

性、完全性、適時性を保証することができない

場合 

（二）安全措置の不備により個人情報の漏えい、

滅失、毀損、その他の事故を起こした場合 

（三）規定に沿って、登記又は許可事項の手続

を行わない場合 

（四）個人情報文書の登記簿を作成せず、公衆
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の閲覧に供しない場合 

（五）利用目的の範囲を超えて情報を収集する

場合 

（六）法定条件に適合せず、利用目的を超えて、

個人情報を処理する場合 

（七）開示しなければならない情報を開示しな

い場合 

（八）訂正又は利用停止しなければならない個

人情報を訂正又は利用停止しない場合 

（九）手数料の基準を超えて、徴収する場合 

［その他個人情報処理者の個人情報違法処理責

任］ 

第六十八条 その他個人情報処理者に以下のい

ずれかの行為があれば、政府情報資源主管部門

は改善命令を出し、五千元以上五万元以下の罰

金を科し、また、違法所得があれば、違法所得

を没収する。状況が重大な場合であるとき、又

は期限内に改善しないときは、五万元以上十万

元以下の罰金を科すとともに、個人情報処理を

一時停止させ、又は個人情報登記証もしくは許

可証を無効にすることができる。犯罪が成立す

るときは法律に基づき刑事責任を追及する。 

（一）適時に措置を講じないことにより、個人

情報の正確性、完全性、適時性を保証すること

ができない場合 

（二）安全措置の不備により個人情報の漏えい、

滅失、毀損、その他の事故を起こした場合 

（三）規定に沿って、登録又は許可事項の手続

を扱わない場合 

（四）個人情報文書の登録簿を作成せず公衆の

閲覧に供しない場合 

（五）合法性基準に違反して、個人情報を処理

する場合 

（六）不正な方法で個人情報を収集する場合 

（七）情報主体から直接個人情報を収集すると

きに、告知すべき事項を告知しない場合 

（八）法定条件に適合しないにもかかわらず、

利用目的の範囲を超えて個人情報を処理する場

合 

（九）規定に違反し、国境を越えて情報を伝送

する場合 

（十）開示しなければならない情報を開示しな

い場合 

（十一）訂正又は利用停止しなければならない

個人情報を訂正又は利用停止しない場合 

（十二）手数料の基準を超えて、徴収する場合 

［業務上の義務に違反したときの責任］ 

第六十九条 政府機関の職員は、みだりに他人

に個人情報を提供し、又は他の方法で在職時に

個人情報を処理することによって知り得た情報

を公開すれば、法律に基づき、行政処分を科す。

また、犯罪が成立すれば、法律に基づき、刑事

責任を追求する。 

その他個人情報処理者の従業者が、みだりに

他人に個人情報を提供し、又は他の方法で在職

時に個人情報を利用することによって知り得た

情報を公開すれば、違法の所得を没収し、違法

の所得が五千元以上であれば、違法所得の二倍

以上五倍以下の罰金を併せて科す。違法所得が

ないとき又は違法所得が五千元に満たないとき

は、千元以上二万元以下の罰金を科す。また、

犯罪が成立すれば、法律に基づき、刑事責任を

追及する。 

政府の職員が、退職後、第一項の行為をした

ときは、第二項の規定に基づき、責任を追及す

る。 

［業界自主規制組織の責任］ 

第七十条 業界自主規制組織に、以下のいずれ

かの行為があれば、政府情報資源主管部門は、

改善命令を出し、千元以上五千元以下の罰金を

科す。 

 状況が深刻な場合又は期日が過ぎても改善し

ないときは、五千元以上五万元以下の罰金を科

す。 

（一）国務院情報資源主管部門の規定する条件

と要求に違反し業界自主規制組織を設立する場

合 

（二）業界自主規制組織の設立後、政府情報資
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源主管部門に登録しない場合 

（三）業界自律組織の定款を政府情報資源主管

部門へ報告しない場合 

 

第六章第六章第六章第六章    附則附則附則附則    

［実施細則］ 

第七十一条 国務院情報資源主管部門は、本法

に基づき、具体的な実施細則を制定することが

できる。 

［施行期日］ 

第七十二条 本法は、 年  月  日から施

行する。 

本法が施行する前に個人情報を処理した政府

機関またはその他個人情報処理者は、本法の規

定に基づき本法の施行日以後半年以内に規範を

定め、手続を行わなければならない。 


