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【情報セキュリティ監査研究会だより その６ － プライバシー・バイ・デザイン 第１回】 

会員番号 0056 藤野明夫(情報セキュリティ監査研究会） 

 

はじめに 

  情報セキュリティ監査研究会の活動状況の会報連載は、本号で第６回になります。今回から、新たなテーマ「プラ

イバシー・バイ・デザイン」に移ります。当面、アン・カブキアン著、「プライバシー・バイ・デザイン  プライバシー情報

を守るための世界的新潮流」(*1)をテキスト(以下、左記の書を「テキスト」と称します)として研究を進めてまいります。

単にテキストの輪読のみではなく、他の周辺情報も含め、「プライバシー・バイ・デザイン」の意義、影響、ＰＩＡやシス

テム監査との関係などを議論していきたいと思います。 

今回は、第１回として、テキスト第１章を参照しつつ、プライバシー・バイ・デザインとは何か、その意義と目的、また、

国際的にどの程度受け入れられているのか等を、研究会の見解、所感を交えながら、お伝えしたいと思います。  

以下の記事は、テキストの他に2009年9月に公開された「Privacy by Design Curriculum 2.0」(*2)も参考にしており

ます。また、新テーマの第１回ということもあり、できるだけ原典の資料（例、1980年ＯＥＣＤ勧告）に当たりました。そ

のため、文末の資料ＵＲＬ等の記述がやや長くなっておりますが、プライバシー・バイ・デザインに関する原典資料の

インデックスとして、ご活用いただければと思います。  

なお、本報告は、情報セキュリティ監査研究会内部の検討結果であり、日本システム監査人協会の公式の見解で

はないことをお断りしておきます。また、テーマが斬新かつ理念的なものであるため、誤りも多々あるかと存じます。

お気づきの点がございましたら適宜ご指摘いただきたいと存じます。また、ご興味のある方は、是非ご参加ください。 

(*)で示すテキスト、参考資料等の名称、ＵＲＬ等については、文末にまとめて記載します。 

 

【研究テーマ】「プライバシー・バイ・デザイン」のご紹介  

１． プライバシ・バイ・デザインとは何か、その定義と意義 

 「プライバシー・バイ・デザイン」とは、カナダ・オンタリオ州の情報・プライバシー・コミッショナー(*3)であるアン・カ

ブキアン博士が１９９０年代から提唱するコンセプトである。 

「プライバシー・バイ・デザイン」は、その名の通り、設計段階からプライバシー保護を検討・実装するという考え方

で、このような考慮をすれば事業者にとっても消費者にとってもポジティブサム(Win‐Win)の関係をもたらすというもの

である。この考え方は、従来のプライバシー保護に対するマイナスのイメージ、すなわちプライバシー保護プロセス

は単なるリスクに対する対応プロセスでしかなく、事業者にとっても個人情報を提供する消費者にとっても何ら付加

価値を生むものではないといった概念を覆すものであり、画期的なものだと思う。 

逆に言うと、従来型のプライバシーに対する考慮なしに作られたレガシーなシステムに対して、事後的に個人情報

保護のためのプログラムやプロセスを追加しても、容易には実効性のあるものにならないと主張しているようである。

ビッグデータやＳＮＳの進展、拡大に伴い、システム全体、あるいは、それが機能する社会経済プロセスそのものをプ

ライバシー保護の観点から、抜本的に、かつ、より生産的なプロセスになるように見直そうという運動とも思える。 

   参考のためにテキスト第１章の冒頭の部分を引用する。 

 「プライバシー情報を扱う＜あらゆる側面＞において、プライバシー情報が適切に取り扱われる環境を＜あらかじ

め＞作り込もうという＜コンセプト＞－－これが、提唱者であるアン・カブキアン博士による、プライバシー・バイ・デザ

インの基本的な定義である。」、テキスト、P10。 
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  プライバシー・バイ・デザインの目標とするものは、「公正な情報の取り扱い」である。 

ＮＳＡによる通信記録傍受事件は情報が公正な取り扱いをされていなかった典型例であるし、いくつかのネット事

業者が、提供者の許諾を得ずに個人情報を取得していた事実などもその例である。また、共通番号制度の最大の

焦点は、「公正な情報の取り扱い」を如何に担保するかにある。設計段階からプライバシー問題に適切に取り組んで

おけば、「公正な情報の取り扱い」が保証され、プライバシー侵害のリスクが低減するだけではなく、データ活用の面

でも事業者側、消費者側双方に有益な結果をもたらすことを主張する「プライバシー・バイ・デザイン」は、IT の社会

インフラ化が進展し、ビッグデータ活用とＳＮＳが普及しつつある現代の課題に適合した優れたコンセプトだと思う。 

 

２． プライバシー・バイ・デザインの７つの基本原則とＰＩＡとの関係 

 プライバシー・バイ・デザインは、以下の７つの基本原則によって「公正な情報の取り扱い（FIPs：Fair Information 

Practices）」を実現する。 

① リアクティブではなくプロアクティブ；事後的救済ではなく予防 

プライバシー侵害が発生してから事後的に対応するのではなく、それらが発生することを事前に予防する。 

② デフォルト設定としてのプライバシー保護 

個人が何もしなくても最高レベルのプライバシー保護がなされるよう、システムはデフォルトとして最高レベル

のプライバシー保護の設定がなされていなければならない。 

③ 設計に埋め込まれたプライバシー対策 

ITシステムやビジネスプロセスにおいて、プライバシー対策は、設計段階から、あるいは、アーキテクチャーと

して埋め込まれていなくてはならない。 

④ すべての機能が対象 － ゼロサムではなくポジティブサム 

プライバシー対策は、すべての機能に渡り、かつ、他の利害関係とゼロサム、すなわち、トレードオフの関係

にあってはならず、ポジティブサム、すなわち、WIN－WINの関係になることを目指す。 

⑤ エンド ツー エンドのセキュリティ － ライフサイクル全体に渡っての保護 

システムあるいはビジネスのライフサイクル全体に、始めから終わりまでのエンド ツー エンドのセキュリティ

対策が埋め込まれていなければならない。 

⑥ 可視化と透明性 － オープンな状態に 

事業者は、ステークホルダーに対して、ビジネスや技術に関して、可視化と透明性を維持し、言明した約束

や目標の遂行状況を、第三者検証によって保証するように努めなければならない。 

⑦ 事業者からみたユーザ（個人）のプライバシーの尊重 － ユーザー主体 

守るべきは個人のプライバシーである。プライバシー尊重の念を忘れてはならない。 

 

   この７つの基本原則は、プライバシー・バイ・デザインの根幹をなすものである。とくに、設計段階から、あるいは、

アーキテクチャーとしてプライバシー対策を埋め込むことにより、「ゼロサムではなくポジティブサム」を目指すという主

張は、プライバシー・バイ・デザインの核心であり、かつ、革命的な主張であり、欧米の各機関やいくつかの先進的な

企業で受け入れられた要因であろう。 

   ＰＩＡとの関係について若干、触れる。 

   ＰＩＡ（Ｐｒｉｖａｃｙ Ｉｍｐａｃｔ Ａｓsessment）は、新システムや新プロセスの導入に際し、事前に設計段階で、プライバ

シー保護に関する評価を行う手法である。プライバシー・バイ・デザインでは、このＰＩＡをツールとして用いることに

よって、まさに、設計段階でプライバシーリスクを洗い出すことができ、これに基づいて再設計を行ったり、開発プロ

セス途上におけるシステムやプロセスの適切な変更を促すことができる。 
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３． プライバシー・バイ・デザインに関する国際機関、ＥＵ、米国の対応状況 

ここはテキスト第１章第３節の事例を基礎としているが、可能な限り原典に当たり、我々なりの検討を加えてみた。 

（１）  データ保護・プライバシー・コミッショナー会議(*4)(*4-2) 

2010年10月の第３２回データ保護・プライバシー・コミッショナー会議で、カブキアン博士提案の「プライバ

シー・バイ・デザインを基本的なプライバシー保護の構成要素であると認識する決議」(*5)が採択された。 

（２）  EU 

法令レベルで個人データ保護を規定し、その第三国条項により世界中に大きなインパクトを与えた、1995年の

ＥＵ９５指令（directive）(*6)を強化する目的で、2012年1月25日にＥＵ一般データ保護規則提案が公表された

(*7)。今回は規則(regulation)である。「指令」は、これにもとづく国内法の制定によって実施されるが、「規則」は、

ＥＵ構成国すべてに直接適用される。したがって「指令」と異なり、国内法制定過程における国ごとの相違が入り

込む余地がない。この新提案にプライバシー・バイ・デザインが取り入れられている。 

なお、当規則案に関しては、2012年3月にＪＩＰＤＥＣから公表された「個人情報の安心安全な管理に向けた社

会制度・基盤の研究会報告書」(*8)に、仮日本語訳が掲載されている。 

（３）  OECD 

今日のプライバシー保護の原点になった1980年のOECD勧告(*9)が、2010年に勧告後30年を迎えるに当たり、

この30年を振り返る“Thirty Years After the OECD Privacy Guidelines” (*10)という文書がまとめられた。この文書の

複数個所でプライバシー・バイ・デザインに言及しており、その画期的なコンセンプトを高く評価している。 

（４）  米国 

2012年3月26日に、連邦取引委員会（FTC：Federal Trade Commission）が、“Protecting Consumer privacy in 

an Era of Rapid Change”(*11)という報告書を公表した。その第Ⅳ章Privacy Frameworkに「プライバシー・バイ・デ

ザイン」と題する一節を設け(P22-P32)、詳述している。 

 

各地域、国、国際機関がプライバシー保護に関して、プライバシー・バイ・デザインを積極的に取り入れる方向で

検討している。とくに注目すべきは、ＦＴＣが今回、プライバシー・バイ・デザインを積極的に取り入れ、ＥＵに合わせ

ようとしていることである。かつてＥＵ９５指令に対して、個人情報はそれを取得した事業者のものという原則を貫いて

いた米国が、ＦＴＣの報告とはいえ、ＥＵと同等の概念に近づけようとしているのは画期的である。 

このままだとプライバシー保護の観点で、日本が国際的に孤立してしまうおそれがある(参考資料(*4-2)参照)。 

 

４． プライバシー・バイ・デザイン第１回報告の結論 

コンセプトの革新性と納得性、現代の課題を先取りしていること、さらには、情報プライバシーコミッショナー会議、

EU、FTC 等のプライバシー保護の主導権をとる組織がこぞって賛意を表明していることから、プライバシー・バイ・デ

ザインは、今後のプライバシー保護政策の基本理念になると思われる。また、「設計段階からの、あるいは、アーキテ

クチャーとしてのプライバシー保護」という主張から、当然、IT システムの開発と運用に根本的変革を促すことになろ

う。開発段階にせよ運用段階にせよシステム監査にあたっては、プライバシー・バイ・デザインの観点での監査が必

要になるはずで、システム監査人として、そのコンセプトと内容をきちんと押さえておく必要があると思う。 

 

【情報セキュリティ監査研究会へのお誘い】 

当研究会にご興味をもたれましたら、是非、ご参加いただきたいと存じます。毎月 20 日前後に、SAAJ 事務局で定

例研究会を開催しております。参加ご希望の方、会報をご覧になってご意見やご質問のある方は、下記アドレスまで

メールでご連絡ください。 

security ☆ saaj.jp （発信の際には “ ☆ ” を “@” に変換してください） 
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【テキスト、参考資料等】 

 (*1) 堀部政男／一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC、以下、同じ)編、アン・カブキアン著、JIPDEC 訳、 

「プライバシー・バイ・デザイン プライバシー情報を守るための世界的新潮流」、2012 年 10 月、日経ＢＰ社 

(*2) “Privacy by Design Curriculum 2.0”、2009 年 9 月、カナダ オンタリオ州・情報・プライバシー・コミッショナー事務局 

http://www.ipc.on.ca/site_documents/1b-Privacy%20by%20Design%20An%20Introduction-Instructor%20Resources.pdf 

 (*3) 情報・プライバシー・コミッショナー：情報・プライバシー保護に関する責任と権限を有する、政府等と独立した「第三

者機関」。共通番号の導入に伴い日本でもいよいよ検討開始。なお、日本以外の多くの先進国では、EU、カナダ、

英国、ドイツ、オーストラリア、韓国などがプライバシーコミッショナーに該当する組織、人を用意している。 

  (*4) データ保護・プライバシー・コミッショナー会議：前述の情報・プライバシー・コミッショナーの国際会議(The 

International Data Protection and Privacy Commissioners Conference）。同会議は、1979 年から毎年一回開催され

ている。下記 URL は 2013 年 9 月 23 日から 26 日にかけて開催される第 35 回ワルシャワ大会のトップページ。  

URL  https://privacyconference2013.org/ 

(*4-2) 「個人情報保護法は世界に通用するか？」、2012 年、慶應義塾大学 総合政策学部 准教授 新保史生 

日本は、国際的に認められる「独立した第三者機関」が設置されていないため、上記会議への正式参加は不可、

オブザーバー参加のみ。新保准教授は、日本のプライバシー保護対策の遅れに警鐘を鳴らしている。 

URL  http://www.horibemasao.org/horibe_07/5.Prof.Sinpo_07.pdf 

(*5) 第３２回データ保護・プライバシー・コミッショナー会議における、プライバシー・バイ・デザインを基本的なプライバ

シー保護の構成要素であると認識する決議、2010 年 10 月、イスラエル エルサレムにおいて 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F8A79347-170C-4EEF-A0AD-155554558A5F/26502/ResolutiononPrivacybyDesign.pdf 

(*6) ＥＵ９５指令 “DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 1995 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data” 

URL  http://www.icm2006.org/imgs/congresos/Directive%2095%2046%20EC.pdf 

この 25 条と 26 条が、当指令と同等の法的保護がない国への個人情報の移転を禁止する「第三国条項」である。 

(*7) ＥＵ一般データ保護規則提案 “Proposal for a 

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 

data (General Data Protection Regulation)”、2012年1月25日、ＥＵ EUROPEAN COMMISSION 

URL  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf 

(*8) 個人情報の安心安全な管理に向けた社会制度・基盤の研究会報告書、2012 年 3 月、JIPDEC 

URL  http://www.jipdec.or.jp/project/anshinkan/doc/2011/01.pdf 

(*7)の EU 個人データ保護規則案の仮日本語訳は、この P82～P186 に各項ごとに原文を付して記載されている。 

 (*9) OECD80 年勧告(HTML) “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”、 

1980 年 9 月 23 日、ＯＥＣD ---- PDF 版は OECD ｵﾝﾗｲﾝﾌﾞｯｸｼｮｯﾌﾟ(http://www.oecdbookshop.org/)で入手可(有償) 

    URL http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm 

(*10) “Thirty Years After the OECD Privacy Guidelines”、2011 年、OECD 

URL  http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49710223.pdf 

(*11) “Protecting Consumer privacy in an Era of Rapid Change”、2012 年 3 月、米国 ＦＴＣ 

URL  http://ftc.gov/os/2012/03/120326privacyreport.pdf 
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