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第 15 期通常総会特別講演録【現代日本の個人情報・個人番号保護制度の考え方と概要】 

会員番号 2581斉藤茂雄 （個人情報保護監査研究会） 

 

【講師】一橋大学名誉教授・個人情報保護委員会委員長 堀部 政男 氏 

【日時・場所】2016年2月22日（月） 15：30 – 17：00、機械振興会館 地下3階 第一研修室 

【テーマ】 「現代日本の個人情報・個人番号保護制度の考え方と概要」 

【要旨】 

マイナンバー法・個人情報保護法については、多数

の文献などが出ており、具体的にどのように対応すれ

ばよいかなどは既に比較的よく知られていることか

ら、本日は、個人情報・個人番号（マイナンバー）を

保護するための法制度の考え方を中心に据え、何故こ

のような法制度となったかをお話しする。そのために

は歴史的・国際的状況にも言及する。また、マイナン

バー法成立の経緯、個人情報保護委員会の今後の計画

などもお話しする。 

 

【講演録】 

Ⅰ．プライバシー・個人情報論議の世界的展開の時期区分 

50年以上に亘ってプライバシー・個人情報問題について研究に携わってきて、歴史は大きく７つの時

期に分けられると考えている。今日の制度があるのは歴史の上に成り立っているわけで、それがどういう

ものだったかということを見ておく必要がある。 

 

「プライバシー・個人情報論議の世界的展開の時期区分」 （ご講演資料から抜粋） 

第 1 期 プライバシー権の歴史的展開期（19 世紀末以降）： 

Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4HARV.L.REV.193 (1890) 

第 2 期 歴史的展開期・個人情報保護法議論期(1960 年代)： 

日本 1961年「宴のあと」プライバシー侵害訴訟提起、1964年プライバシー権承認の東京地裁判決 

第 3 期 個人情報保護法制定萌芽期(1970 年代)： 

 欧州、米でデータ保護法、プライバシー法制定 

第 4 期 国際機関基準確立・個人情報保護法制定発展期(1980 年代)： 

1980年 OECDプライバシー・ガイドライン採択、1981年欧州評議会データ保護条約各国批准。欧州・

カナダ・豪州等で立法化、1988年日本の行政機関電子計算機処理個人情報保護法制定 

第 5 期 国際機関基準確立・個人情報保護法制定： 

展開期(1990年代):1990年欧州委員会データ保護指令案、1995年欧州連合データ保護法指令採択、

世界的にデータ保護法制定 

第 6 期 個人情報保護法制定拡大期(2000 年代)： 

世界的データ保護法制定、日本 2003年個人情報保護関係 5法制定、技術の影響への対応論議 

第 7 期 現行制度の再検討議論期（2010 年代）： 

世界的に技術の影響への対応論議・制度見直し論、日本 2013年番号法制定、2014年特定個人情報保

護委員会設置、2015年個人情報保護法・番号法改正、2016年 1月 1日個人情報保護委員会設置 
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第１期には、主として米国にて具体的プライバシー問題の訴訟が起き、多くの判例によってプライバシ

ー問題を語ることができる時期である。 

第２期には、日本で三島由紀夫の「宴のあと」のプライバシー訴訟が起きた。この時期新聞にも「耳慣

れないプライバシー」という記事が出るほど、プライバシーという言葉は一般に馴染みがなかった。おそ

らくこの訴訟がなければ、日本ではプライバシーについての議論はもっと遅れたことであろう。 

第３期は１９７０年代で、欧米における個人情報保護法制定萌芽期と位置づけられる。 

第４期は、日本においても「OECD1980年プライバシー・ガイドライン採択」を受けて、当時の行政

管理庁の中にプライバシー研究会が設置され、1982年には、日本でも法律を作ったらどうかと提言した。

当時、欧米各国は次々に法律を制定し、経済大国日本は何故法律を作らないのかという批判があった。実

際は、この時点から日本における個人情報保護法の制定は２０年以上遅れることになる。しかし、限定は

されるが「行政機関電子計算機処理個人情報保護法」として1988年に法律が制定された。この法律で特

徴的なのは、対象を「生存する個人に関する情報であって～」としたことで、これは1984年にイギリス

が制定したデータ保護法を参考にしている。イギリスでは、どういう個人データを処理しているかという

ことを独立性の高いデータ保護機関に登録をしなければならないが、この中で死者の個人情報まで含めて

しまうと膨大なものになってしまうという事情があった。また、自分の情報を自分が見る権利という考え

方から、「生存する個人」とする意味があるとされた。この「生存する個人」という考え方は現行法にも

引き継がれている。 

第５期においては、1995年に欧州連合データ保護法指令が採択され、1998年に発効した。第25条に

「十分なレベルの保護措置を講じていない第三国に情報を送ってはならない。」という規定があり、日本

はこの第三国に該当し、色々な場面で問題提起をしてきたが、当時はなかなか理解を得られなかった。よ

うやく昨年の個人情報保護法の改正などで、理解が進んできたところである。 

第６期は2003年の個人情報保護法の制定であるが、この時期には既にOECDなどで、情報通信技術の

影響への対応など議論されていた。 

第７期の2010年代になり情報通信技術の影響が顕著に現れており、議論に多くのエネルギーが費やさ

れている。 

こういった背景も踏まえ、日本では2013年番号法の制定、2014年に特定個人情報保護委員会が設置さ

れ、2016年9月3日に番号法と個人情報保護法の改正が成立し9月9日公布された。そして、改正法に基づ

き2016年1月１日に個人情報保護委員会が設置された。 

 

Ⅱ．個人情報保護の基礎となるプライバシー権の理解 

冒頭の表の第１期の欄に「Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy」とある

が、これは1980年に発表された非常に優れた論文である。この著者の一人である、ブランダイス氏の名

前を冠した「ルイス・D・ブランダイス・プライバシー賞」というのがあり、2012年に第１回の表彰が

あった（堀部氏も2015年の受賞者である）。この第１回受賞者の一人である故アラン・Ｆ・ウェスティ

ン博士は1967年、プライバシー研究の金字塔である「プライバシーと自由」を著し注目され、各国のプ

ライバシー思想に大きな影響を与えた。ブランダイス氏が論文で提起したプライバシーの考え方とウェス

ティン博士の本でのプライバシーの考え方はかなり違う側面があり、これがその後世界で議論になってい

く。この両者の考えを紹介するだけで、プライバシーの権利の発展の一端を見ることができる。 

1980年のブランダイス氏らの論文における、プライバシーとは「知られたくない権利」であり、伝統

的プライバシー権と呼ぶことができる。日本でも先の1964年の判決の中で「私生活をみだりに公開しな

い権利」として理解されてきた。かたや、ウェスティン博士の著書では、「プライバシーというのは自ら

いつどのようにどの程度に自分に関する情報を他に伝えるか決定する権利」、即ち「自己情報コントロー



April 2016                             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 17 

ル権」であると提起された。この考え方は現代的なプライバシー権として普及しているが、発表当時はな

かなか理解されない考え方であった。 

その後、プライバシー保護はインターネ

ット時代を迎え非常に難しくなっている。

ＯＥＣＤなどでも議論を進めているが、イ

ンターネットの世界では「自己情報のコン

トロールできる」という状況が無くなって

きている。従って、例えば各国の保護機関

が連携して対処するなど、世界的な規模で

保護の仕組みを作っていく時代に入って

いる。 

 

 

Ⅲ．OECDプライバシー8原則 

1980年にＯＥＣＤのプライバシー・ガイドラインが採択されたのち、2013年には改正ガイドラインが

採択されている。ガイドラインの目的は「情報の自由な流れの確保」と「プライバシーの保護」の両面の

「競合する価値の調和」を図ることにある。ガイドラインに「OECDプライバシー8原則」が掲げられて

いるが、個人情報保護法、番号法の立法の色々な局面でこの考え方が反映されている。 

 

■原則１：収集制限の原則（Collection Limitation Principle） 

本人の情報を集める場合、本人にコントロール権があるという考え方であり、番号法などにも

盛り込まれている。 

■原則２：データ内容の原則（Data Quality Principle） 

原文のQualityについては適切な日本語が見つからないが、データの正確性や完全性が求めら

れるということである。 

■原則３：目的明確化の原則（Purpose Specification Principle） 

個人情報保護法、番号法にデータを集める目的を明確にするとあるが、この考え方の適用であ

る。 

■原則４：利用制限の原則（Use Limitation Principle） 

情報を、目的明確化した範囲内で利用するということである。改正個人情報保護法の検討過程

で本人の同意をどこまで得るかということが大きな問題となった。ビッグデータの活用も進め

るために、匿名加工情報という概念を入れて、匿名化して復元できない形で、データの活用が

できるという考え方を取り入れた。 

■原則５：安全保護の原則（Security Safeguards Principle） 

データの安全管理のことである。 

■原則６：公開の原則（Openness Principle） 

政府機関、地方公共団体、企業なりがどういう個人情報をどういう目的で集めるのかを公開す

るということ。個々の内容（住所、氏名・・・）を公開するということではない。個人情報保

護法、番号法にも入っている考え方である。 

■原則７：個人参加の原則（Individual Participation Principle） 

本人が自分の情報を確認できるという考え方。アメリカではAccess Principleと呼んでいる。

個人情報保護法では開示や訂正の請求に応じなければ異議申し立てができるとしている。番号

「ひとりにしておかれる権利」（right to be let alone) 

～伝統的プライバシー権～ 「知られたくない権利」 

 

 

「自己に関する情報の流れをコントロールする個人の権利」 

（individual’s right to control the circulation of 

information relating to oneself)  

→ 自己情報コントロール権的権利 ～現代的プライバシー権～ 

“消極的な権利から積極的な権利を含むものへ発展” 

 

 

「忘れられる権利」  （right to be forgotten） 
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法の関係では、来年から「マイナポータル」の運用が始まり、この中で自分の情報が確認でき

る仕組みが提供される。 

■原則８：責任の原則（Accountability Principle） 

情報管理者はこれらの原則をきちんと守っていく必要があるという原則。 

 

Ⅳ．番号時代の個人情報保護の考え方 

（１）社会保障・税に関わる番号制度に関する個人情報保護WGの活動 

2010年頃から社会保障・税に関わる番号制度を導入することが議論になり、導入するにあたり個人情

報をいかにして保護するかということで、内閣官房参与が主宰する「個人情報保護ＷＧ（座長：堀部）」

ができ、第一回の会合を2011年2月7日に開催した。その直後東日本大震災もあったが、検討を急ぐとい

うことで同年6月までに要綱及び大綱に盛り込むべき内容と、その他の意見は報告書としてまとめた。な

お、情報連携基盤については、別に「情報連携基盤技術ＷＧ」があり、途中合同会議も持ちながら検討を

進めた。 

報告書には注目すべき点が多いが、以下は重要である。 

１．番号法は、現行の個人情報保護法制の言わば特別法に位置付けられるものである。 

→法の分野では特別法は一般法に優先するということで、番号法で定めたことは個人情報関係法

に優先されることになる。 

２．当初の利用範囲は、社会保障及び税分野に限定されるものの、今後の利用範囲の拡大も想定される

ことから、EUデータ保護指令やプライバシー・バイ・デザイン、PETs 等といった国際的な考え

方にも対応した措置を講ずることとする。 

→プライバシー・バイ・デザインの考え方は「特定個人情報保護評価」（ＰＩＡ：Privacy Impact 

Assessment）に取り入れられた。PETs（Privacy Enhancing Technology）は、プライバシ

ーを保護するための技術をきちんと導入していこうという考え方である。EUデータ保護指令の

考え方から、独立した第三者機関として個人情報保護委員会の設置が実現した。 

（２）国民の懸念の分析 

国民の番号の採用については、日本では1960年代後半から議論があり、一方では根強い反対運動があ

った。1999年には住民票コードという形で実現したが、様々な議論のあったうちの一つは「国家管理へ

の懸念」というものであった。そうならないためには色々な仕組みを用いなければならないということで、

番号法制定に当たっては、以下の対応が取られている。 

１．国家管理への懸念 

→制度上の保護措置：第三者機関の監視、自己情報へのアクセス記録の確認 

→システム上の安全措置：個人情報の分散管理（一箇所に情報を集めない）、「番号」を直接用

いない情報連携（情報提供システムを使う場合には、番号をそれぞれの機関が符号にしてやり

とりする方法） 

２．個人情報の追跡・突合に対する懸念（部分的情報が追跡・突合され誤った情報に再編される等） 

→制度上の保護措置：法令上の規制等措置、第三者機関の監視、罰則強化 

→システム上の安全措置：「番号」を直接用いない情報連携、アクセス制御、個人情報及び通信

の暗号化 

３．財産その他の被害への懸念（他国でのなりすましなどによる財産被害の発生状況を受けて） 

→制度上の保護措置：法令上の規制等措置、罰則強化 

→システム上の安全措置：アクセス制御、公的個人認証等 
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Ⅴ．今後のスケジュールなど 

個人情報保護委員会は、2016年1月1日に設置されたが、国会の事情もあり、9名の委員が決定したの

は１月の後半であった。2017年上半期までには「委員会規則・ガイドライン等の策定」を行う予定であ

る。主務大臣が持っている権限を委員会に一本化する時期については、法律の公布の時期から起算して２

年を超えない範囲でもって政令で定める日となっている。また、委員会の規模については、現在事務局定

員が52名であるが、来年度中には定員78名規模になる予定である。これ以外にも調査員という形で、民

間の協力をいただいたり、電話相談対応の補完業務職員も採用している。今後陣容を固め、委員会活動の

充実に努めていく考えである。 

図：（ご講演資料から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．ご講演を聴講して 

わが国社会にとって大変重要な制度である、個人情報保護法・番号法について、長く研究や制度構築、

政府関係機関の要職を歴任された堀部先生のお話を、身近にうかがえたことは筆者のみならず、多くの方

に大変貴重な体験であったと考える。しかも、枝葉ではなく、半世紀以上の歴史に裏打ちされた、骨太の

「プライバシー論」をうかがえ、企業の個人情報保護やマイナンバー制度の運営に係わる者として、「考

え方の道しるべ」を得た思いであり、今後の仕事に活かしていきたいと思う。 

以上 

 

※この報告は、個人情報保護監査研究会が作成し、事務局が最終的にとりまとめたものです。 
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