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個人情報の保護をめぐる法制度 
・ガイドラインの概要 

 

 
昨今、個人情報の流出によるプライバシーの侵害など、個人情報漏洩事例が相次ぎ発生

している。また、個人情報取扱事業者の義務を定めた個人情報保護法も、成立に向け最終

段階にある。こうした状況から、企業が個人情報の漏洩によって損害賠償責任を負担した

り、社会的非難を浴びたりするリスクが極めて高くなってきているといえる。そのため、

企業においては組織が保有する個人情報を適切に保護するとともに、適正かつ安全な個人

情報の収集・利用・提供を行う必要が生じてきている。組織がこのような個人情報の保護

を適切に行うためには、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムを構築する

ことが有効であり、その構築手法は JIS 規格においても規定されている。 
そこで、本稿では、個人情報の保護をめぐる法制度および各種ガイドラインの概要につ

いて示すことにより、組織が個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムを構築、

運用する際に参考にできる情報を提供することを目的としている。 
 
プライバシー保護の重要性の高まり 

IT 化の進展は私たちの生活に多くのメリットをもたらしている反面、同時に新たなリス

クを生み出している。その中でも代表的なものが、プライバシー・個人情報に関する問題

である。たとえば、電子商取引は、時間や場所を気にせず買い物ができるなど、利便性の

きわめて高いサービスであるが、反面、情報流通経路において、購入者の住所、氏名やク

レジットカード番号などの個人情報が漏洩するリスクも考えられる。このため、個人情報

を取り扱う組織、事業者は、個人情報について確実な保護を図る必要性が生じてきている。

以下、個人情報の保護をめぐる一連の対策について見ていく。 
 
OECD8 原則 

1970 年代、コンピュータにより大量の個人情報が処理されるようになると、プライバシ

ーに関する関心が高まり、いくつかの国において個人情報保護に関する法律が制定される

ようになった。 

しかし、個人情報保護に関して各国でまったく違った法律やガイドラインを持っている

と、国際的ビジネスなどで多くの問題が発生する。そこで 1980 年に OECD（経済協力開

発機構）では、各国が満たすべき個人情報保護のレベルを一定にするためのガイドライン

を策定し、各国がこのガイドラインに従って自国の制度を整えていくという合意を行った。

これが「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
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会勧告」である。この中では、「プライバシーの保護」と「情報の自由な流通の確保」とい

う競合する 2 つの価値を調和させることを目的として、いわゆる「OECD8 原則」を示し、

加盟各国に対し、国内法制に反映させることを求めている。OECD8 原則は、「目的明確化

の原則」「利用制限の原則」「収集制限の原則」「データ内容の原則」「安全確保の原則」「公

開の原則」「個人参加の原則」「責任の原則」の 8 つの原則から成っている。それぞれの原

則について下記に詳しく見ていく。 
 
(1) 収集制限の原則   (Collection Limitation Principle) 

個人データの収集には制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、適法かつ公

正な手段によって、かつ適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で、

収集されるべきである。 
(2) データ内容の原則 (Data Quality Principle) 

個人データは、その利用目的に沿ったものであるべきであり、かつ利用目的に必要な

範囲内で正確、安全であり最新なものに保たれなければならない。 
(3) 目的明確化の原則 (Purpose Specification Principle) 

個人データの収集目的は、収集時よりも遅くない時点において明確化されなければな

らず、その後のデータの利用は、当該収集目的の達成又は当該収集目的に矛盾しないで

かつ、目的の変更毎に明確化された他の目的の達成に限定されるべきである。 
(4) 利用制限の原則  (Use Limitation Principle) 

個人データは、第 3 原則（目的明確化の原則）により明確化された目的以外の目的の

ために開示・利用その他の使用に供されるべきではないが、次の場合はこの限りではな

い。 

(a) データ主体の同意がある場合、または 
(b) 法律の規定による場合。 

(5) 安全保護の原則 (Security Safeguards Principle) 
個人データは、その紛失又は不正なアクセス・破壊・使用・修正・開示などの危険に

対し、合理的な安全保護措置により保護されなければならない。 
(6) 公開の原則 (Openness Principle) 

個人データに係る開発、運用および政策については、一般的な公開の政策が取られな

ければならない。個人データの存在、性質およびその主要な利用目的とともにデータ管

理者の識別、通常の住所をはっきりさせるための手段が容易に利用できなければならな

い。 
(7) 個人参加の原則 (Individual Participation Principle) 

個人は次の権利を有する。 
(a) データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かについて、データ管理者

又はその他の者から確認を得ること 
(b) 自己に関するデータを下記の形で知らされること 

(i) 合理的な期間に、 
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(ii) もし必要なら、過度にならない費用で、 
(iii) 合理的な方法で、かつ、 
(iv) 自己にわかりやすい形で 

(c) 上記(a)および(b)の要求が拒否された場合には、その理由が与えられることおよび

そのような拒否に対して異議を申立てることができること 
(d) 自己に関するデータに対して異議を申立てること、およびその異議が認められた

場合には、そのデータを消去、修正、完全化、補正させること 
(8) 責任の原則  (Accountability Principle) 

データ管理者は、上記の諸原則を実施するための措置に従う責任を有する。 
 

欧州における個人情報保護法制 
欧州では、EU 統合の進展に伴い、EU 域内での情報の自由な移動を確保する必要性など

から、1995 年に「個人データ処理に係る個人の保護および当該データの自由な移動に関す

る EU 指令」（EU 指令）を採択した。その後、EU 加盟各国では、この指令に沿って国内

法制を順次整備してきた。しかし、裁判制度など基盤となる制度が異なっていたり、事前

規制（届出、登録制度）を行っている国もあるなど、各国によりその対応は異なっている。

表 1 に、EU 指令に基づく各国の個人情報保護法立法化の動向を示す。 
 
表 1 ＥＵ指令に基づく各国の個人情報保護立法化の動向 

 国名  動向  
イギリス  1998 年 データ保護法を全面改正し制定  
フランス  データ処理、データファイルおよび個人の諸自由に関する法律改正予定  
ドイツ  連邦データ保護法を改正予定  
ベルギー  2001 年 9 月 施行  
デンマーク  1998 年 4 月 法案提出  
スペイン  1999 年 12 月 個人データ保護に関する法 採択  
ギリシャ  1997 年 10 月 データ保護法 交付  
イタリア  1997 年 5 月 個人データ保護法 発行  
ルクセンブルク  2000 年 10 月 法草案が議会に提出。2001 年投票  
オランダ  2001 年 個人データ保護法 施行  
オーストリア  2000 年 1 月 個人データ保護法 施行  
ポルトガル  1997 年 9 月 EU 指令に沿った憲法改正  
フィンランド  1998 年 7 月 法案提出  
スウェーデン  1998 年 4 月 議会により採択  

（出典：電子商取引推進協議会 個人情報保護 WG、「ＥＣで取り扱われる個人情報に関する調査報告書（Ver.4.0）」） 

 
アメリカにおける個人情報保護体系 
 アメリカにおける個人情報保護に関する制度は、公的部門と民間部門で異なっている。

公的部門については、プライバシー法（1974 年）により規制されているが、民間部門につ

いては、自主規制を基本とし、包括的な法律を持たずに、特定分野のみを対象とした個別

法により規制する方法をとっている。個別法としては、「公正信用取引法」、「ケーブル通信

政策法」、「ビデオプライバシー法」、「子どもオンラインプライバシー法」などがある。 
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しかし、前述の EU 指令中に、十分な個人情報保護のレベルを実現していない第三国へ

EU 各国からの個人情報の移転を禁止する条文を各国法に求める、いわゆる「第三国条項」

が含まれていたため、自主規制に任せるだけでは、問題が生じる可能性が出てきた。この

ため 1999 年、商務省が EU 指令と同レベルの「セーフハーバー原則」を作成し、「セーフ

ハーバー原則」の遵守を自ら宣言した米国企業においては EU と同水準の個人情報の保護

がなされているとみなすこととした。この「セーフハーバー原則」に基づき、EU とアメ

リカは 2000 年にセーフハーバー協定を締結、EU からの個人情報の移転を認めることとな

った。 
 
我が国における個人情報保護に関する取組み 

我が国においても情報化社会の発展にともない、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てきた。1980 年には前述のとおり「OECD8 原則」が発表され、こ

の内容を反映させた国内法制の整備が急務となってきたため、国の行政機関を対象とした

「行政機関の保有する電子計算機にかかわる個人情報の保護に関する法律」（通称：個人情

報保護法、以下「行政機関個人情報保護法」と呼ぶ）が制定された。 
しかしその後、個人情報の流出や漏洩などの事例が次々と明らかになり、社会問題化す

るケースが出てきたことから、民間部門をも対象とした個人情報の保護の必要性が強く認

識されるようになった。そして、1999 年 6 月の「住民基本台帳法改正法案」の審議過程

で「個人情報保護に関する法律について 3 年以内に法制化を図る」旨の与党合意が成立し

た。 
 このような経緯から、1999 年 7 月、当時の高度情報通信社会推進本部の下に個人情報

保護検討部会が設置され、各省庁によるそれぞれの取組みの整合性を確保する必要もある

点などを踏まえ、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

を速やかに整えるとの観点から、政府全体として、個人情報の保護・在り方を総合的に検

討することとされた。同年 11 月には、個人情報保護検討部会が「わが国における個人情

報システムの在り方について（中間報告）」を発表、2000 年１月には、高度情報通信社会

推進本部の傘下に、個人情報保護法制化専門委員会が設置された。2000 年 6 月に、個人

情報保護法制化専門委員会は、「個人情報保護基本法制に関する大綱（中間整理）」を、11
月には「個人情報保護基本法制に関する大綱」を公表した。この流れを受け、2001 年 3
月、第 151 回国会に「個人情報の保護に関する法律案」が提出された。しかし、その後継

続審議となり、政府与党は 2002 年の第 154 回通常国会での成立を目指したが、メディア

規制に関するマスコミなどの反対が根強く、再び継続審議となった。ただし、個人情報保

護法は 2002 年 8 月 1 日にスタートした住民基本台帳ネットワーク制度の安全面での裏づ

けにもなっているため、与党 3 党は、法案の改訂を行った上で 2002 年 10 月～12 月頃開

催予定の臨時国会における成立を目指している。 
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地方公共団体における個人情報保護に関する取組み 

行政機関を対象とした行政機関個人情報保護法は、国の行政機関のみを対象としている

が、地方公共団体に対しては、必要な施策や措置をとることを努力義務としており、この

努力義務を受ける形で、各地方公共団体において、個人情報保護に関するさまざまな条例

が相次いで制定されている。2002 年 4 月 1 日現在、全国の都道府県および市区町村、全

3,288 団体中、2,161 団体が個人情報に関する条例を制定している。また、条例ではなく、

規則や規程などにより個人情報保護対策を講じている団体が、都道府県および市町村で

472 団体あり、条例を制定している 2,161 団体と併せて、全団体数の 80.1％にあたる 2､633
団体が何らかの形で個人情報保護対策を講じている（「個人情報の保護に関する条例の制定

状況（平成 14 年 4 月 1 日現在）、総務省」）。個人情報保護対策を講じている団体数は特に

ここ数年で急激な伸びを示しており、地方公共団体レベルでの個人情報保護に対する取組

みが盛んに行われていることがわかる。 
 

民間部門における個人情報保護に関する取組み 
民間部門における個人情報保護に関しては、特定の分野において刑法その他の法律によ

り守秘義務が設けられているほか、一部の法律において個人情報の取扱いに関する規定が

設けられているが、民間部門全体を対象にしたものは「個人情報保護法」の成立待ちの状

況にある。 
自主規制に関しては、1980 年代後半から各種ガイドラインなどが策定されるようになっ

た。代表的なものとしては、旧通産省の「民間部門における電子計算機処理に係わる個人

情報保護に関するガイドライン（1997 年）」、旧郵政省の「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（1998 年）」および JIS 規格（日本工業規格）JIS Q 15001:1999
「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」がある。また、いく

つかの分野・業界において事業者団体などが自主的に定めたガイドラインもある。2000
年 8 月現在、業界ガイドラインを制定しているのは、以下の 17 の団体である（（財）日本

情報処理開発協会プライバシーマーク事務局ホームページより）。 
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表２ 業界ガイドラインの名称および情報源 

 
個人情報保護法案の概要 

前述の通り、2001 年 3 月 27 日に国会に提出された「個人情報の保護に関する法律案」

は、次期臨時国会での成立に向け、修正される可能性が高い。しかし、メディアを除く一

般の個人情報取扱事業者の義務に関しては、本法案の内容に沿った形で定義される可能性

が高い。よって法案の内容について、以下に見ていく。 
(1) 法案の目的 

 この法案は、 
① 個人情報の誤った取扱いにより、企業の顧客名簿などの個人情報が大量に流出したり、

個人情報が売買の対象とされているようなケースが生じ、個人情報の取扱いに対する

社会的な不安が広がっていること 
② 国際的にも、個人情報保護に関する取組みが求められる状況となっており、たとえば、

EU においては、個人情報保護のレベルが十分でない第三国への個人情報の移転を制

限する方針が打ち出されていること 

業界名  ガイドライン名称  情報源  

結婚情報サービス協議会  倫理綱領  http://www.misc.gr.jp/2-4.html 

サイバービジネス協議会  ― ― 

(社)情報サービス産業協会  情報サービス産業 個人情報

保護ガイドライン  
http://www.jisa.or.jp/activity/guideline/pdp_body.h
tml 

(社)全国学習塾協会  学習塾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  

http://www.jja.or.jp/guide_c.html 

 

(社)全国信販協会  ― ― 

電気事業連合会  ― ― 

電子商取引実証推進協議会  電子商取引における個人情報

保護に関する調査研究報告書  
http://www.ecom.jp/protection/kojin.html 

電子ネットワーク協議会  電子ネットワーク運営におけ

る「個人情報保護に関するガ

イドライン(改訂版) 

http://www.iajapan.org/privacy/ 

(社 )日本クレジット産業協

会  
― ― 

日本クレジットカード協会  ― ― 

日本コンパクトディスクレ

ンタル商業組合  
― ― 

(社 )日本ダイレクト・メー

ル協会  
ＤＭに関する個人情報保護ガ

イドライン  
http://www.jdma.or.jp/guide/guide00.htm 

日本チェーンストア協会  ― ― 

(社)日本通信販売協会  通信販売における個人情報保

護のガイドライン  
http://www.jadma.org/guid_mai/guidelin.html#3 

(社)日本熱供給事業協会  ― ― 

日本百貨店協会  ― ― 

(社 )日本マーケティング・

リサーチ協会  
マーケティング・リサーチ産

業個人情報保護ガイドライン  
http://www.jmra-net.or.jp/guideline/kojin/kaisetu/*
kaisetu.html 
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を背景として、コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が取り扱われる現

状において、国民が安心してＩＴ社会の便益を受けられるように、個人情報の適正な取り

扱いのルールを定め、国民の権利利益の侵害を未然に防止することを目的としている。 
この法案では、まず公的部門・民間部門を通じて、個人情報を取り扱うすべての者が、

個人情報の取り扱いにあたって、個人情報の保護のために努力すべきルールを「基本原則」

（第 2 章）として定めている。しかし、単なる基本法としての枠組みにとどまらず、特に、

個人情報をコンピュータ・データベースに入れて事業に用いている事業者（「個人情報取扱

事業者」）については、「個人情報取扱事業者の義務等（第 5 章）」の規定を設け、より具

体的なルールを定めている（図 1 参照）。 
 

図１ 個人情報の保護に関する法律案の概要 

 
(2) 個人情報取扱事業者の義務 
 本法案第 5 章「個人情報取扱事業者の義務等」では、個人情報取扱事業者の義務とし

て、 
① 利用目的の特定、利用目的による制限 
② 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等 
③ データ内容の正確性の確保 
④ 安全管理措置、従業者・委託先の監督 
⑤ 第三者提供の制限 
⑥ 公表など、開示、訂正など、利用廃止等 
⑦ 苦情の処理 

第１章　総則

１．　目的（1条）

２．　定義（2条）
　・個人情報

　・個人情報データベース等

　・個人情報取扱事業者

　・個人データ

　・保有個人データ

第２章　基本原則（3条～8条）

１．利用目的による制限

２．適正な取得

３．正確性の確保

４．安全性の確保

５．透明性の確保

第３章　国及び地方公共団体の責務等

１．国及び地方公共団体の責務（9条、10条）

２．法制上の措置等（11条）

第４章　個人情報の保護に関する施策等

１．個人情報の保護に関する基本方針（第12条）

２．国の施策（第13～15条）

３．地方公共団体の施策（16条～18条）

４．国及び地方公共団体の協力（第19条）

第５章　個人情報取扱事業者の義務等

１．個人情報取扱事業者の義務

２．民間団体による個人情報の保護の推進

第６章　雑則 第7章　罰則

第１章　総則

１．　目的（1条）

２．　定義（2条）
　・個人情報

　・個人情報データベース等

　・個人情報取扱事業者

　・個人データ

　・保有個人データ

第２章　基本原則（3条～8条）

１．利用目的による制限

２．適正な取得

３．正確性の確保

４．安全性の確保

５．透明性の確保

第３章　国及び地方公共団体の責務等

１．国及び地方公共団体の責務（9条、10条）

２．法制上の措置等（11条）

第４章　個人情報の保護に関する施策等

１．個人情報の保護に関する基本方針（第12条）

２．国の施策（第13～15条）

３．地方公共団体の施策（16条～18条）

４．国及び地方公共団体の協力（第19条）

第５章　個人情報取扱事業者の義務等

１．個人情報取扱事業者の義務

２．民間団体による個人情報の保護の推進

第６章　雑則 第7章　罰則
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などが詳細に定められている。このため、個人情報を取扱っている大部分の企業において

は、個人情報を収集する際に、情報主体に収集目的を伝える必要が生じたり、収集目的か

ら逸脱して DM などで再利用することができなくなったり、子会社などの関係会社間で情

報共有ができなくなるなど、実際の企業活動に大きな影響を与えることとなるだろう。こ

れらの影響を回避したいという気持ちがあったとしても、上記の義務は果たすべきもので

あり、そのためには個人情報取扱事業者は、自らの個人情報保護体制を見直したり、JIS Q 
15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」などに基づく

コンプライアンス体制の構築が必要となろう。 
なお、「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベースなどを事業の用に供してい

る者（一部除外あり。第二条第 3 号）」をいい、「個人情報データベース」とは、「個人情

報を含む情報の集合物（電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たもの、第三条第 2 号）」をいう。このため実質上ほとんどの事業者が「個人情報取扱事

業者」に該当するものと考えられる。個人情報取扱事業者の主な義務を図 2 にまとめた。 
 

図２ 個人情報取扱事業者の義務 

 
  

1.利用目的の特定、利用目的による制限　（20条、21条）

・個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定

・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止

2.適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等　（22条、23条）

・偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止

・個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表

・本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示

3. データ内容の正確性の確保　（24条）

・利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保

4. 安全管理措置、従業者・委託先の監督　（25条～27条）

・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する必要　
　　かつ適切な監督

5.第三者提供の制限　（28条）

・本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止

　　・ただし、本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定
　　　の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能

　　・委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合（共同利用する旨その他一
　　　定の事項を通知等している場合）は第三者提供とみなさない

6. 公表等、開示、訂正等、利用停止等　（29条～32条）

　　・保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続等についての公表等

　　・保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等

7. 苦情の処理　（36条）

・個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

8. 主務大臣の関与　（37条～40条）

　　・この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収、必要な助言

　　・個人情報取扱事業者が義務規定（努力義務を除く）に違反し、個人の権利利益保護の
　　　ため必要がある場合における勧告、勧告に従わない一定の場合の命令等

　　・主務大臣の関与に際しての配慮（表現、学問、信教、政治活動の自由）

9.主務大臣　（41条）

・個人情報取扱事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があ

　　　るときは、内閣総理大臣が指定
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(3) 罰則 
本法案は消費者保護法や環境基本法などのいわゆる基本法とは違い、個人情報取扱事

業者が主務大臣の命令に違反した場合などにおける罰則も設けているところに特徴が

ある（61 条～64 条）。 
主な罰則の内容は、下記の通りである。 
① 主務大臣による違反行為の中止命令や違反を是正するために必要な措置をとるべ

き旨の勧告に違反した者は、6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金。 
② 主務大臣による個人情報取扱いに関する報告命令があるにもかかわらず報告をし

ない、または虚偽の報告をした者は、30 万円以下の罰金。 
なお、これらの罰則は、違反行為者個人のみならず、法人に対しても適用される。 

 
JIS Q 15001：1999「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」 

1997 年に制定された旧通産省の「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」では、その第 9 章「組織および実施責任」において、「管理者の

責務」として、「このガイドラインに定められた事項を理解し、および遵守するとともに、

従事者にこれを理解させ、および遵守させるための教育訓練、内部規定の整備、安全対策

の実施並びに実践遵守計画（コンプライアンス・プログラム）の策定および周知徹底など

の措置」を挙げている。しかしここでいう「実践遵守計画（コンプライアンス・プログラ

ム）」については具体的な実現方法が明らかでなかった。 

このためガイドラインを基礎としてコンプライアンス・プログラムを策定する上での要

求事項を示すことにより、個人情報保護に関する問題意識を高め、社会一般への周知を促

すことを目的に JIS 規格が制定されることになった。これが、1999 年に制定された JIS Q 

15001:1999「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」である。

この規格において、「コンプライアンス・プログラム」とは、個人情報を保護するための体

系的かつ全経営活動に統合されたマネジメントシステムであるとされ、規格ではコンプラ

イアンス・プログラムを策定し、実施し、維持し、および継続的改善を図っていくための

要件が規定されている（図 3 参照）。 

また規格が適用されるのは、個人情報の全部もしくは一部を電子計算機などの自動処理

システムによって処理している、又は自動処理システムによる処理を行うことを目的とし

て書面などによって処理している、あらゆる種類、規模の事業者である。 

 規格の項目を表 3 に示すが、主な規格の要求事項は「第 4 章コンプライアンス・プログ

ラム要求事項」に記載されている。第 4 章は「1.一般要求事項」、「2.個人情報保護方針」、

「3.計画」、「4.実施および運用」、「5.監査」、「6.事業の代表者による見直し」、の 6 節に分

かれている。 

「3.計画」においては、個人情報の特定、法令およびその他の規範、内部規程、計画書な

どコンプライアンス・プログラムの文書体系について規定している。また、「4.実施および

運用」では、たとえば、収集の原則、収集方法の制限、特定の機微な個人情報の収集の禁

止、情報主体から直接収集する場合の措置、情報主体以外から間接的に収集する場合の措
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置、個人情報の利用および提供に関する措置、

個人情報の適正管理義務、個人情報に関する

情報主体の権利、教育、苦情および相談、コ

ンプライアンス・プログラム文書、文書管理

など、実際にコンプライアンス・プログラム

を構築・運用するためのルールについて具体

的に規定している。 

 

 

 

表 3 JIS Q 15001 規格の項目 

1． 適用範囲 

2． 引用規格 

3． 定義 

4． コンプライアンス・プログラム要求事項 

4.1 一般要求事項 

4.2       個人情報保護方針 

4.3 計画 

4.3.1 個人情報の特定 

4.3.2 法令およびその他の規範 

4.3.3 内部規程 

4.3.4 計画書 

4.4 実施および運用 

4.4.1 体制および責任 

4.4.2 個人情報の収集に関する措置 

4.4.2.1 収集の原則 

4.4.2.2 収集方法の制限 

4.4.2.3 特定の機微な個人情報の収集の禁止 

4.4.2.4 情報主体から直接収集する場合の措置 

4.4.2.5 情報主体以外から間接的に収集する場合の措置 

4.4.3 個人情報の利用および提供に関する措置 

4.4.3.1 利用および提供の原則 

4.4.3.2 収集目的の範囲外の利用および提供の場合の措置 

4.4.4 個人情報の適正管理義務 

4.4.4.1 個人情報の正確性の確保 

4.4.4.2 個人情報の利用の安全性の確保 

4.4.4.3 個人情報の委託処理に関する措置 

4.4.5 個人情報に関する情報主体の権利 

4.4.5.1 個人情報に関する権利 

4.4.5.2 個人情報の利用又は提供の拒否権 

4.4.6 教育 

4.4.7 苦情および相談 

4.4.8 コンプライアンス・プログラム文書 

4.4.9 文書管理 

4.5 監査 

4.6 事業者の代表者による見直し 

 

図 3 JIS Q 15001 の構造（出典：「個人情報保護に関

するｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの要求事項」、日本規格協会） 
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なお、財団法人日本情報処理協会(JIPDEC)は、この規格に適合して電子計算機処理に係

る個人情報（電子計算機処理の前後におけるマニュアル処理に係る個人情報を含む。）の適

切な保護のための体制を整備している事業者に対し、その旨の認定およびその旨を示す表

示であるプライバシーマークの付与を行うプライバシーマーク制度を設けている。プライ

バシーマークについては次項で説明する。 

  

プライバシーマークの概要 

 プライバシーマーク制度は、事業者が JIS Q 15001 に適合したマネジメントシステムを

構築し、運用していることを第三者機関であるプライバシーマーク付与機関または付与機

関によって指定されたプライバシーマーク付与指定機関が客観的に評価して、その証とし

てロゴマークの使用を許可する制度である。付与機関は JIPDEC で、付与指定機関としては、

現在、社団法人情報サービス産業協会、社団法人日本マーケティング・リサーチ協会、社

団法人全国学習塾協会の 3 機関が指定されている。この制度が作られた背景としては、1997

年の通産省「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」策定後においても、個人情報の漏洩などの事件が頻発したことが挙げられる。これは、

ガイドラインが策定された後であっても、このガイドラインに基づく事業者レベルでの取

組みが進展していないことが一因として考えられた。そこで、JIPDEC が「プライバシーマ

ーク制度」を 1998 年 4 月に発足させ運用を開始することとなった。この制度の目的は大き

く二つあり、一つには、事業者に対して、個人情報の保護に関する信頼獲得のインセンテ

ィブを提供することにより、個人情報保護システムの確立促進を行うことであり、二つ目

として、消費者に対して、事業者の個人情報の取扱いの適切性を容易に判断できる材料（マ

ーク）を提供することで、個人情報を自分で守るという意識を向上させることが挙げられ

る。1999 年に JIS Q 15001 が制定されると、プライバシーマークの審査基準は JIS に変更

された。 

 このマークの付与の対象としての必要事項は以下の通りである。 

① 国内に活動拠点を持つ民間の事業者で、 

② JIS 準拠のコンプライアンス・プログラム(CP)が策定され、それに基づき個人情報の

適切な管理が実施されていること、 

③ 申請の日前 2 年以内に下記の事項（欠格事項）に該当していないこと、 

③-1 認定を取消された事業者 

③-2 個人情報を漏洩した事業者 

③-3 その他情報主体からの権利を侵害した／恐れのある事業者 

また、電話帳データ、およびそれを含むソフトなどを販売している事業者で、実質的に

情報主体から同意を得ることができない事業者はこのマークの付与の対象外となる。 

 2002 年 9 月 18 日現在、プライバシーマーク使用許諾事業者数は 384 社となっている。

プライバシーマーク付与の有効期限は 2 年間であり、以降は 2 年ごとに更新することで継

続して使用することができる。また、コンプライアンス・プログラムに違反して個人情報

の取扱いにおいて不備のあった事業者については、プライバシーマーク指定機関および付
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与機関が調査を実施することがある。調査の結果、プライバシーマーク制度委員会におけ

る審議に基づいて、改善の勧告、要請およびプライバシーマークの取り消しを行うことが

ある。 

 2002 年 9 月 19 日には、付与機関の JIPDEC は、利用明細書に誤って他人の情報を印刷、

発送したプライバシーマーク認定事業者に対し、原因究明、再発防止策の策定および防止

策を反映したコンプライアンス・プログラムの提出を要請したことを公表している。 

 

まとめ 

顧客や従業員の個人情報に関し、適切に保護を図ることは企業にとって社会的責任とい

えるものであり、個人情報保護法の成立を待つまでもなく、今すぐ実施すべき重要な課題

であるといえる。特に、収集目的を明確にし、個人の同意を得た上で個人情報を収集する

ことや、収集目的以外への個人情報の流用を禁止するといったことは、従来大かたの企業

が行ってこなかった対策であり、事業のあり方そのものにも影響を与える可能性がある。 

本稿では、関連法規やガイドラインを参照することで、上記のような個人情報保護特有

の考え方や国際的にも認知された考え方を紹介することを目的としてきた。しかしながら、

昨今相次いでいる個人情報流出事件を見るとその原因は、管理者や担当者の業務プロセス

における単純なミスや認識不足によるものが圧倒的に多い。これは、単に法律を遵守する

ことを目的とした社内規定を整備したり、教育を実施するなど、部分部分の取組みだけで

は、個人情報の安全が確保できないことを物語っているともいえる。基本的な安全対策を

遵守し、常に個人情報の保護を図るためには、モニタリングや監査の仕組みを含む効果的

なコンプライアンス・プログラムの構築、維持が重要となるだろう。 
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