
April 2014                                 日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報  27 

2014.03 

第１８９回 月例研究会 （２０１４年２月開催） 

会員番号 1795 藤澤 博 

 

【講演テーマ】 ：「個人情報保護法改正の方向性」 

           - パーソナルデータの活用をめぐる制度見直し方針について - 

【講師】：新保 史生（シンポ フミオ） 氏  慶應義塾大学 総合政策学部 教授 

専門は、憲法、情報法。 

経済協力開発機構（OECD）情報セキュリティ・プライバシー部会（WPISP)副議長、憲法学会理事、情報

通信学会監事、法とコンピュータ学会理事、（社）日本マーケティング・リサーチ協会理事、総務省情

報通信政策研究所特別上級研究員。 

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）「パーソナルデータに関する検討会」、

総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」等の委員、スマートフォンの利用者情報等に

関する連絡協議会議長をはじめとして、各府省庁、地方公共団体、公益法人、業界団体等の個人情報・

情報セキュリティ関連の委員を歴任。 

【日時】：2014年 2月 10日 (月曜日） 18時 30分～20時 30分 

【場所】：機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】：講演者より 

内閣官房ＩＴ総合戦略本部のパーソナルデータに関する検討会において、「パーソナルデータの利活用に関する

制度見直し方針」が示された。平成 25年 6月に決定された「世界最先端 IT国家創造宣言」において、 IT・データ

の利活用がグローバル競争を勝ち抜く鍵であり、その戦略的な利活用により、新たな付加価値を創造するサービス

や革新的な新産業・サービスの創出と全産業の成長を促進する社会を実現するものとされ、個人情報及びプライバ

シーの保護を前提としつつ、パーソナルデータの利活用に必要な制度の見直しを実施することに基づくものである。 

  平成 26年 6月までに、法改正の内容を大綱として取りまとめ、平成 27年通常国会への個人情報保護法の改正案

提出を目指すことが示された。見直し案において示された検討事項として、第三者機関（プライバシー・コミッショナ

ー）の設置、個人が特定される可能性を低減した個人データの個人情報及びプライバシー保護への影響に留意し

た取扱い、国際的な調和を図るために必要な事項、プライバシー保護等に配慮した情報の利用・流通のために実

現すべき事項について解説する。 

【講演概要】：  

個人情報保護法制定後、国民生活審議会個人情報保護部会、 消費者委員会個人情報保護専門調査会、経済

産業省、総務省、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）等で、個人情報保護制度に関

する検討がなされて来た。このような状況下で、本日の講演テーマである 「パーソナルデータの利活用に関する制

度見直し方針」が、平成 25年 12月 20日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部で決定された。 以下に、

その概要について説明する。 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dec131220-1.pdf 
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 Ⅰ パーソナルデータの利活用に関する制度見直しの背景及び趣旨  

・ 我が国の個人情報保護制度については、様々な課題が指摘され、議論されてきたところであるが、具体的な解決

に至っていないものもある。これまで行ってきた検討で蓄積された知見を活かし、時代の変化に合った制度の見

直し、改善が求められている。  

・ 今年で個人情報保護法の制定から 10年を迎えたが、情報通信技術の進展は、多種多様かつ膨大なデータ、い

わゆるビッグデータを収集・分析することを可能とし、これにより新事業・サービスの創出や我が国を取り巻く諸課

題の解決に大きく貢献する等、我が国発のイノベーション創出に寄与するものと期待されている。特に利用価値

が高いとされているパーソナルデータについては、個人情報保護法制定当時には想定されていなかった利活用

が行われるようになってきており、個人情報及びプライバシーに関する社会的な状況は大きく変化している。その

中で、個人情報及びプライバシーという概念が広く認識され、消費者のプライバシー意識が高まってきている一方

で、事業者が個人情報保護法上の義務を遵守していたとしても、プライバシーに係る社会的な批判を受けるケー

スも見受けられるところである。また、パーソナルデータの利活用ルールの曖昧さから、事業者がその利活用に躊

躇するケースも多いとの意見もある。  

・ さらに、企業活動がグローバル化する中、情報通信技術の普及により、クラウド・サービス等国境を越えた情報の

流通が極めて容易になってきている。国内に世界中のデータが集積し得る事業環境の整備を進めるためにも、海

外における情報の利用・流通とプライバシー保護の双方を確保するための取組に配慮し、制度の国際的な調和

を図る必要がある（ＥＵ：「データ保護規則」提案、米国：「消費者プライバシー権利章典」公表、ＯＥＣＤ：「ＯＥＣＤ

プライバシーガイドライン」改正等）。  

・ このような状況の変化を踏まえ、平成 25年６月に決定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、 IT・デー

タの利活用は、グローバルな競争を勝ち抜く鍵であり、その戦略的な利活用により、新たな付加価値を創造する

サービスや革新的な新産業・サービスの創出と全産業の成長を促進する社会を実現するものとされていることから、

個人情報及びプライバシーの保護を前提としつつ、パーソナルデータの利活用により民間の力を最大限引き出し、

新ビジネスや新サービスの創出、既存産業の活性化を促進するとともに公益利用にも資する環境を整備する。さ

らに、事業者の負担に配慮しつつ、国際的に見て遜色のないパーソナルデータの利活用ルールの明確化と制度

の見直しを早急に進めることが必要である。   

Ⅱ パーソナルデータの利活用に関する制度見直しの方向性  

 このような背景・趣旨を踏まえ、個人情報及びプライバシーを保護しつつ、パーソナルデータの利活用を躊躇す

る要因となっているルールの曖昧さの解消等を目指して行うべき 制度見直しに関する主な方向性については、次

の通り考えるものとする。 

１．ビッグデータ時代におけるパーソナルデータ利活用に向けた見直し  

・ 個人情報及びプライバシーの保護に配慮したパーソナルデータの利用・流通を促進するため、個人データを加工

して個人が特定される可能性を低減したデータに関し、個人情報及びプライバシーの保護への影響並びに本人同

意原則に留意しつつ、第三者提供における本人の同意を要しない類型、当該類型に属するデータを取り扱う事業

者（提供者及び受領者）が負うべき義務等について、所要の法的措置を講ずる。  

・ 共同利用やオプトアウト等第三者提供の例外措置要件の明確化、利用目的拡大に当たって事業者が取るべき手

続きの整備、わかりやすいプライバシーポリシーの明示等パーソナルデータの取扱いの透明化等を検討する。  

２．プライバシー保護に対する個人の期待に応える見直し  

・ 適切なプライバシー保護を実現するため、保護すべきパーソナルデータの範囲、個人情報の開示及び訂正（追加 
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又は削除を含む。）等における本人関与の在り方、取り扱う個人情報の規模が小さい事業者の取扱い、プライバシ

ー影響評価の導入、データ取得時等における手続きの標準化等について検討する。  

・ 専門的知見の集中化、機動的な法執行の確保、及び諸外国の制度との整合を取りつつパーソナルデータの保護

と利活用の促進を図るため、独立した執行機関（第三者機関）に行政処分等の権限を付与するとともに、プライバ

シーに配慮したデータ利活用の促進を図る観点から、罰則の在り方、法解釈・運用の事前相談の在り方等を検討

する。 さらに、これらの対応と併せて、個人情報及びプライバシーの保護を有効に機能させるため、事業者が自主

的に行っているパーソナルデータの保護の取組を評価し、十分な規律に服することが担保される、マルチステーク

ホルダープロセス※の考え方を活かした民間主導の枠組みの構築を検討することにより、パーソナルデータ利活

用のルールが遵守される仕組みを整備する。  

※マルチステークホルダープロセス：国、事業者、消費者、有識者等の関係者が参画するオープンなプロセスでルー

ル策定等を行う方法のこと。  

３．グローバル化に対応する見直し  

・ プライバシーに配慮したパーソナルデータの利活用は、グローバルに対処すべき課題であり、我が国の事業者が

グローバルに適切なパーソナルデータの共有、移転等を行えるようにするため、諸外国の制度や国際社会の現状

を踏まえた国際的に調和の取れた制度を検討するとともに、他国へのデータ移転の際の確実な保護対策等につ

いて検討する。  

・ 国境を越えた情報流通の実態を踏まえた海外事業者に対する国内法の適用等について検討する。  

以上の方向性に基づき、パーソナルデータの利活用に関する制度の見直しを進める。  

Ⅲ パーソナルデータの利活用に関する制度見直し事項  

１．第三者機関（プライバシー・コミッショナー）の体制整備  

・ パーソナルデータの保護と利活用をバランスよく推進する観点から、独立した第三者機関による、分野横断的な統

一見解の提示、事前相談、苦情処理、立入検査、行政処分の実施等の対応を迅速かつ適切にできる体制を整備

する。  

・ その際、実効的な執行かつ効率的な運用が確保されるよう、社会保障・税番号制度における「特定個人情報保護

委員会」の機能・権限の拡張や現行の主務大臣制の機能を踏まえ、既存の組織、権限等との関係を整理する。  

２．個人データを加工して個人が特定される可能性を低減したデータの個人情報及びプライバシー保護への影響に

留意した取扱い  

・ 個人情報及びプライバシーの保護に配慮したパーソナルデータの利用・流通を促進するため、個人データを加工

して個人が特定される可能性を低減したデータに関し、個人情報及びプライバシーの保護への影響並びに本人同

意原則に留意しつつ、第三者提供における本人の同意を要しない類型、当該類型に属するデータを取り扱う事業

者（提供者及び受領者）が負うべき義務等について、所要の法的措置を講ずる。  

３．国際的な調和を図るために必要な事項  

・ 諸外国の制度との調和  

諸外国の制度や国際社会の現状を踏まえ、国際的なルール作りに積極的に参加しつつ国際的に調和の取れた

制度を構築し、日本企業が円滑かつグローバルに事業が展開できる環境を整備するとともに、海外事業者に対す

る国内法の適用や第三者機関による国際的な執行協力等の実現について検討する。  

・ 他国への越境移転の制限  
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グローバルな情報の利用・流通を阻害しないことと、プライバシー保護とのバランスを考慮し、パーソナルデータの

保護水準が十分でない他国への情報移転を制限することについて検討する。  

・ 開示、削除等の在り方  

本人の自身の情報への適正かつ適時の関与の機会を確保することが、本人の不安感を払しょくするとともに、事業

の透明性を確保することにもつながることから、取得した個人情報の本人による開示、訂正（追加又は削除を含

む。）、利用停止（消去又は提供の停止を含む。）等の請求を確実に履行できる手段について検討する。  

・パーソナルデータ利活用のルール遵守の仕組みの構築 

第三者機関への行政処分等の権限の付与・一元化について検討するとともに、プライバシーに配慮したデータ利

活用の促進を図る観点から、罰則の在り方等を検討し、パーソナルデータ利活用のルールを遵守する仕組を整備

する。  

・ 取り扱う個人情報の規模が小さい事業者の取扱い 

本人のプライバシーへの影響については、取り扱うデータの量ではなくデータの質によるものであることから、現行

制度で適用除外となっている取り扱う個人情報の規模が小さい事業者の要件とされる個人情報データベースを構

成する個人情報の数が 5,000件以下とする要件の見直しを検討する。その際、取り扱う個人情報の規模が小さい

事業者の負担軽減についても併せて検討する。  

・ 行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体が保有する個人情報の取扱い 

行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体における個人情報の定義や取扱いがそれぞれ異なっていることを

踏まえ、それらの機関が保有する個人情報の取扱いについて、第三者機関の機能・権限等に関する国際的な整

合性、我が国の個人情報保護法制の趣旨等にも配慮しながら、必要な分野について優先順位を付けつつその対

応の方向性について検討する。  

４．プライバシー保護等に配慮した情報の利用・流通のために実現すべき事項  

・ パーソナルデータの保護の目的の明確化  

パーソナルデータの保護は、その利活用の公益性という観点も考慮しつつ、プライバシーの保護と同時に利活用

を促進するために行うものであるという基本理念を明確にすることを検討する。  

・ 保護されるパーソナルデータの範囲の明確化  

保護されるパーソナルデータの範囲については、実質的に個人が識別される可能性を有するものとし、プライバシ

ー保護という基本理念を踏まえて判断するものとする。  

また、プライバシー性が極めて高い「センシティブデータ」については、新たな類型を設け、その特性に応じた取扱

いを行うこととする。  

なお、高度に専門的な知見が必要とされる分野（センシティブデータが多く含まれると考えられる情報種別を含

む。）におけるパーソナルデータの取扱いについては、関係機関が専門的知見をもって対応すること等について検

討する。  

・ プライバシーに配慮したパーソナルデータの適正利用・流通のための手続き等の在り方  

透明性の確保を原則として、利用目的の拡大に当たって事業者が取るべき手続きや第三者提供における本人同

意原則の例外規定（オプトアウト、共同利用等）の在り方について検討するとともに、パーソナルデータ取得時等に

おけるルールの充実（同意取得手続きの標準化等）について検討する。  

また、個人情報取扱事業者における個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の漏えい、その他のプラ

イバシー侵害につながるような事態発生の危険性、影響に関する評価（プライバシー影響評価）の実施、公表等に
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ついては、事業者の過度な負担とならないように配慮しつつ、評価事項・基準、評価対象、実施方法、評価方法等

の具体化を「特定個人情報保護委員会」が行う特定個人情報保護評価の仕組みを参考に検討する。  

Ⅳ 今後の進め方  

・ 本方針に基づき、詳細な制度設計を含めた検討を加速させる  

・ 検討結果に応じて、平成 26年（2014年）年６月までに、法改正の内容を大綱として取りまとめ  

・ 平成 27年（2015年）通常国会への法案提出を目指す。  

 

 

「個人情報保護法改正の方向性」に関連して、以下の内容の説明があった。 

Ⅰ．「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書の公表 （総務省平成 25年 6月 12日） 

Ⅱ．ビックデータの取扱いと責任 

Ⅲ．個人情報保護制度に関する国際的な最新動向 

Ⅳ．プライバシー保護をめぐる環境の変化 

Ⅴ．PIA とは 

 

 上記の概要は、以下のとおり。 

 

Ⅰ．「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書の公表 （総務省平成 25年 6月 12日） 

 ◎研究会報告書のポイント 

・ 保護されるパーソナルデータの範囲  

「実質的個人識別性」（プライバシーの保護というパーソナルデータの利活用の基本理念を踏まえて実質的に判

断される個人識別性）  

・パーソナルデータの利活用のルールの内容の在り方  

取得の際の経緯（コンテキスト）に沿った取扱いである場合と沿わない取扱いである場合の区分に応じた適正な

取扱い  

・ パーソナルデータの利活用のルール策定の在り方  

「マルチステークホルダープロセス」（国、企業、消費者、有識者等多種多様な関係者が参画するオープンなプロ

セス）  

・ パーソナルデータの利活用のルールの遵守確保の在り方  

パーソナルデータの利活用のルールに関する判断の提示や、消費者と企業間の紛争解決を行うこと  

・ パーソナルデータの保護のための関連技術の活用  

プライバシー強化技術： Privacy EnhancingTechnologies（PETs））を最大限に有効活用すること  

・ 国際的なパーソナルデータの適正な利用・流通の確保  

国際的なパーソナルデータ保護の執行協力など  

 

Ⅱ．ビックデータの取扱いと責任 

・ 取扱いの対象となる情報の「内容」とその取扱「手続」との関係における問題の両面に分けて検討することが必

要。 
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・ 前者については、ビックデータの取り扱いにおいて、情報の内容によってその取扱いが問題となる可能性がある

場面としては、以下のような場合が考えられる 。 

①統計情報として個人情報には該当しないと考えていた情報が、特定の個人を識別可能な情報にあたる場合 

②単なる個人情報ではなく個人のプライバシー（他人に知られたくない情報）に該当する情報を取り扱う場合 

③センシティブな情報など、その取扱いによって個人の権利利益を侵害する可能性が高い情報を取り扱う場合 

④国家機密や企業の営業秘密にあたる情報を取り扱う場合 

⑤法令において取扱いが制限されている情報を取り扱う場合（守秘義務による制限やブラックリストの保有禁止な

ど） 

ビッグデータの取扱いにあたっては、法令遵守や個人の権利利益保護への取り組みが軽視される傾向があることは

否めない。 

 

Ⅲ．個人情報保護制度に関する国際的な最新動向 

 国際的な最新動向は次の図で全体の関係を表すことが出来る。 

個人情報保護制度の国際関係

OECD

APEC

ＥＵ

プライバシー・ガイドライン(2013年改正）

プライバシー・フレームワーク

個人データ保護指令

越境プライバシー・ルール(CBPR)

越境協力勧告 /セキュリティ勧告等

プライバシーコミッショナー会議
（世界の個人情報保護機関の集まり）

GPEN（Global Privacy 

Enforcement Network)

•データ保護機関としての認定基準
•法的基礎、自主性及び独立性、国際基準との整合性、
適正な機能
日本はオブザーバ参加

EUが定める「十分なレベルの保護基準」をクリアすることが課題

日本

OECD加盟国間で国境を越えて個人情報保護へ
の取り組みを行うネットワークへの参加が課題

個人情報の漏えいなどが国境を越えて発生した場合などに対応可能な
越境執行協力への対応が課題

個人データ保護指令による
第三国への個人データの移転制限

・独立個人情報保護機関の設置が必須要件
・データ主体の権利の拡大（消去権）
・セキュリティ（情報漏洩時の通報義務）
・管理責任（データ保護影響評価、データ保護のための
マーク（シール）制度）
・個人データの移転（統一的な手続）
・独立の個人情報保護機関の設置は必須要件

APPA(Asia Pacific 

Privacy Authorities)

米国

個人データ保護規則（案）
（2012年1月25日公表、2013年10月21日欧州議会市民的自由・

司法・内務委員会(LIBE)採択）

個人情報保護法 個 別 法

越境執行協力協定(CPEA)

プライバシー執行機関の整備が課題

欧州評議会条約第108号(1981)
及び同追加議定書 (2001)（個人データの自動
処理に係る個人の保護に関する条約）

19

 

  図に示された項目は次を参照。 

■OECD（経済協力開発機構）  

プライバシーガイドライン（2013年改正）  

＊ガイドライン本文は、堀部政男、新保史生、野村至「OECDプライバシーガイドライン日本語訳（仮訳）」

<http://www.jipdec.or.jp/publications/oecd/>を参照されたい。  

■EU（欧州連合）  

EU個人データ保護指令（1998年制定）  

EU個人データ保護規則案、法執行指令案（2013年 10月 21日欧州議会市民的自由・司法・内務委員会  
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■APEC（アジア太平洋経済協力）  

APECプライバシーフレームワーク（2004年 10月 29日採択）  

APEC越境プライバシー規則（APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR)）  

プライバシー・フレームワーク（越境執行協力協定(CPEA)）  

■欧州評議会（Council of Europe）  

個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約第 108号(1981年）改正案  

■米国  

消費者プライバシー権利章典（2012年）  

■日本 

「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定 

（平成 25年 12月 20日）  

 

＊ EU区域外への個人データの移転 

日本と EU、米国とは次の関係にある。 

EU域外への個人データの移転

©2014 SHIMPO Fumio

日 本

Ｅ Ｕ 米 国

セーフ・ハーバー
標準契約条項

ＢＣＲ

原則として規制なし
（個別法による限定的な規制）

規
制
な
し

標
準
契
約
条
項

Ｂ
Ｃ
Ｒ

第三国扱い

28

 

 

Ⅳ．プライバシー保護をめぐる環境の変化 

①個人のプライバシーに対する様々な脅威の増大  

・SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用者数の増加  

・スマートフォンの普及  

・クラウド・サービスの利用  

・新たなサービスの出現やネットワークの利用環境の変化  
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②プライバシー保護への新たな対策や取り組み  

・プライバシーへの脅威となりかねないサービスの増加に対抗  

③「プライバシー」という概念は、抽象的であるとともに個人の主観にも左右される  

・プライバシー保護のための「仕組み」そのものが、抽象的かつ曖昧な概念（イメージ）として受け止められる傾向

がある  

・プライバシーとは、主観的要素に影響される抽象的な概念       

・プライバシー侵害に対しては、事後的な救済によらざるを得ない  

・事後救済では手遅れ（原状回復は困難）  

 これらを解決するために考案されたのが  

 

④PbD とは  

・プライバシー保護を目的として利用される技術および対策を、システム設計およびその構築段階から検討・実装し、

個人情報の取扱いに関するライフサイクル全般において、体系的かつ継続的にプライバシー保護に取り組むた

めの仕組み 

⑤PbDの目的  

・公正な情報処理（FIPs：Fair Information Practices）の達成  

・プライバシー保護に向けた取り組みを事前に計画し、それを実施すること  

・七つの基本原則と六つのプロセスから構成 

【七つの基本原則】 

1. リアクティブ（事後）でなくプロアクティブ（事前）：事後の措置でなく事前に予防  

2. デフォルト設定でプライバシー保護  

3. 設計時に組み込むプライバシー対策  

4. すべての機能に対して－ゼロサムではなくポジティブサム  

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の保護  

6. 可視化と透明性：オープン化  

7. 個人のプライバシー尊重：個人を主体に考える  

 

Ⅴ．PIA とは 

①ＰＩＡ（プライバシー影響評価）とは 

・行政情報システムにおける個人情報の適正な取扱いを確保し、個人のプライバシーを保護するために最適な方策

を講ずるために実施する評価手法のこと 

・諸外国においては新たな行政システムの構築にあたって、事前に実施することを義務づける国がある 

②ＰＩＡの実施が求められる背景 

・行政事務や行政サービスなど行政の電子化+個人情報を電子的に取得し処理をする新たな情報システムの構築 

・個人情報を扱うシステムの構築等を行う場合に、事前に個人の権利利益の侵害を防ぐための対策が必要との考え 

・ＰＩＡを実施することで、新たな情報システムの導入によって個人のプライバシーが脅威にさらされることがないよう

にすることが可能 

「プライバシー・バイ・デザイン（PbD）」 
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質疑応答： 

【質問１】：OECD8原則に記載されているデータ管理者とは？  

【講演者コメント】：OECD8原則に記載されているデータ管理者とは、各原則を実施するための措置に従う責任を有す

る者で、個人情報保護法でいう個人情報取扱事業者に該当する。 

【質問 2】：日本の第三者機関（プライバシー・コミッショナー）の国際的位置づけについて？ 

【講演者コメント】：日本は、残念ながらプライバシーコミッショナー会議（世界の個人情報保護機関の集まり）の正式メン

バーではないが、この会議は意思決定機関でなく、各国の代表者やステークホルダーが集まって意見を交換する重

要な会議であります。このプライバシーコミッショナー会議に堀部先生は、永年、日本を代表しオブザーバとして参

加されており、事実上のコミッショナー的な役割を担っておられる。 

【質問 3】： EU と日本では、個人情報保護に関して根本的に何が異なるのか？ 

【講演者コメント】：EUの保護制度は枠組みがしっかりしていて理想的である。しかし、一例で言うと、英国ではデータ管

理者の登録制度があるが関連する企業すべてが登録されているか疑わしいところがある。一方、日本では、業法(電

気通信事業法等)で事業者の登録義務があるが、登録していない事業者はない。このように EU と日本では、法令遵

守のギャップが存在する。 

本件の内容については、雑誌「ジュリスト」（有斐閣）3月号に掲載しているので参考にして戴きたい。 

 上記以外の質問もあり、活発な質疑応答の時間を持つことが出来ましたが、紙面の都合で割愛させて戴きました。 

 

【講演終了】 

 

【記録者の感想】 

講師の新保史生氏からは、「個人情報保護法改正の方向性」と海外における個人情報保護の動向等について、

熱のこもった講義を戴き、参加者は終始注目し拝聴していた。 

新保史生氏が、平成 27年（2016年）通常国会への法案提出に向け、パーソナルデータの利用・流通の可能性と

その課題の整理等について精力的に活動されていることが、ひしひしと感じました。また、個人情報保護制度に関す

る国際的な最新動向として、OECDプライバシーガイドライン、EUの個人情報保護指令及び個人データ保護規則、

APECのプライバシー・フレームワーク及び米国のセーフ・ハーバーについても説明を戴き、世界の動きを感じること

ができました。今後の「個人情報保護法」改正の動きについて、注目したいと思います。 （藤澤 記） 

 

【本講演に関する参考文献】 

・「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dec131220-1.pdf 

・世界最先端 IT国家創造宣言 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20130614/siryou1.pdf 

・「OECDプライバシーガイドライン日本語訳（仮訳）」 http://www.jipdec.or.jp/publications/oecd/ 

・雑誌「ジュリスト」（有斐閣）3月号（2014年 2月 25日発売）P.38-44 

特集 ビッグデータの利活用に向けた法的課題 －パーソナルデータ保護法制の展望－ 

「EUの個人情報保護制度」 （新保史生氏 ） 

以上 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dec131220-1.pdf
http://www.jipdec.or.jp/publications/oecd/

