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個人情報保護法への 

現実的対応はどうか 
 

 

 

ご承知のように、個人情報保護法が施行さ

れて９か月が経過しました。施行以前から大

きな漏えい事件が多発しました。マスコミの

取り上げ方がセンセーショナルで経営者の責

任が追及される風潮が蔓延したこともあり、

企業では、疑心暗鬼も含め過剰反応・過剰防

衛の傾向が見られます。 

その点について、当誌前号で上野が「個人

情報保護法への過剰反応を憂える」という問

題提起をさせていただきました。同じ思いは

世上一般的なようで、読売新聞もこのテーマ

のキャンペーンを行っています（そのまとめ

的な記事が１１月１９日の「私はこう考える」

です）。日経新聞にも１１月８日に「法施行

半年、相談・苦情相次ぐ 個人情報保護線引

きどこに 病院や学校『過剰反応』も」とい

う記事が掲載されました。 

そこで、毎年恒例の座談会をこのテーマで
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行うことにいたしました。個人情報保護法を

的確に理解していただき、過剰反応気味の対

応に歯止めをかけ（過剰反応は余計な労力・

コストを要し、有効な個人情報の活用を阻害

します）、適切な運用を実現していただくこ

とに貢献できれば、ということでございます。 

そこで、情報サービス関係の同法運用の元

締めである経済産業省殿に無理をお願いして

ご出席いただきました。法律の運用ですから、

同法にご関心の深い弁護士殿と司法書士殿に

もお願いいたしました。ご協力に深く感謝す

る次第です。 

なお、より詳細を具体的に研究なさりたい

方は、以下のホームページをご参照ください。 

 

 

個人情報保護に関する法律（条文そのもの、首相官邸のホームページ） 

→ http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 

「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/kojin_gadelane.htm 

「『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』等に 

関するＱ＆Ａ」 

→ http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm 

 

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.htm
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm
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実際に座談会を実施した結果の個別のテ

ーマの結論は、「結論まとめ」のとおりです

が、主催側として新たなる発見がございまし

た。何が過剰反応であるかを確認できたこと

は当然でしたが（Ｑ６、７、１４、１６、１

７、１８）、想定したよりも厳しいことを要

求している面があること（Ｑ１、５、８、９、

１０）、法解釈上はそういう判断にならざる

を得ないが、実際上は問題のないグレーゾー

ンがあること（Ｑ１、１０、２２）、個人情

報利用の有効性を評価してなど甘い面がある

こと（Ｑ２、３、４、１２、１３）、逆に、

個人が個人情報の利用を第三者に対して拒否

できないこと（Ｑ２３）等が判明いたしまし

た。やはり的確な理解・適切な運用が重要で

あると再認識した次第です。 

以上のＱ＆Ａの過程で、この法律の規定内

容に関して得られた理解を整理すると図「個

人情報保護法の要約」のようになります。こ

の図は大筋を示しているだけですので、詳細

は座談会の本文または法律本文・ガイドライ

ン等をご研究ください。 

個人情報保護に関して長い歴史のある欧

州・米国と違い、日本の個人情報保護はまだ

黎明期です。この座談会でも取り上げられた

ような問題提起に対応しながら、法やガイド

ラインが改正されていくことを期待したいと

思います。ご関心のある部分をご一読いただ

ければ幸甚でございます。 
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個人に関する情報で、

特定の個人を識別 

できるもの 

• 公知かどうかは不問 

• 対象外（個人を識別できないデータ） 

• 記号等で構成されているメールアドレス 

• クレジットカード番号と有効期限 

• ＩＤとパスワード 

個人情報 

[対象範囲] 

• データベース内の個人情報に関するデータ 

• そこから出力したデータのすべて 

• データベース内のデータと容易に結びつけることができる

入力前（未入力）のデータ 

• 5,000 件を超える個人データを事業の用に供する者 

• 個人データには市販の職員録等の個人件数も含む。 

• 〔個人情報〕入手に当たっての利用目的の通知又は公表 

（目的外利用には本人の同意が必要） 

• 〔個人データ〕安全管理措置（漏えい・減失・き損の防止等）の実施 

• 〔個人データ〕第三者提供には本人の同意が必要 

（オプトアウトにより、同意のない第三者提供も可能） 等 

体系的に構成 

（電子計算機によらなくても対象） 

規制の内容 

＝個人情報取扱事業者の 

義務を定めている。 

（個人の権利を定めているのではない） 

 
 

個人データ 

個人情報データベース等 

法の規制対象 

＝個人情報取扱事業者 

個人情報保護法の要約 

（ただし、他の情報と容易に照合

することにより個人を特定で

きる場合は個人情報） 
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Q13 ：第三者提供のオプトアウト規制条件 

Q14 ：入館者受付名簿への記入 

Q15 ：個人の住所問い合わせ 

Q16 ：下駄箱の名前、運動会の写真 

Q17 ：小中学校の連絡網の名簿廃止 

Q18 ：卒業生名簿や会員名簿の作成中止 

Q19 ：長者番付の発表中止 

Q20 ：個人情報保護法の規制対象 

Q21 ：個人情報保護にかかわるその他の法律 

Q22 ：漏えい等の届出の範囲 

Q23 ：個人の権限 

座談会個別テーマ 

  
Q1 ：本人の氏名のみのリスト 

Q2 ：単なる番号・記号だけのメールアドレス 

Q3 ：個人名の入っていないメールアドレス帳 

Q4 ：整理されていない名刺やアンケート戻り葉書 

Q5 ：個人情報ＤＢから宛名を印刷した葉書 

Q6 ：葉書に印刷した個人データ 

Q7 ：利用目的を明示し、 
本人が了解したときの利用範囲 

Q8 ：研修時の成績の公表 

Q9 ：研修受講者名簿の配付 

Q10 ：市販の職員録の取り扱い 

Q11 ：個人情報ＤＢを正確かつ最新の状態に保つ責任

Q12 ：同一事業者内の他部門での利用 
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 Ａ.何が個人情報保護法の対象の個人情報か 

本人の氏名のみのリストでも保護対象になるか。 Q1 
本人の氏名のみであっても、他の情報と組み合わされて解釈される可能性があるから個人情報に該当す
る。 

メールアドレスが単なる番号・記号だけで、特定の個人が識別できなければ保護対象ではない？ Q2 
個人を識別できない情報は、同法の保護対象である「個人情報」ではない。同法は「個人の識別性」で線
引きしている。しかし、漏えい等により個人に迷惑がかかるという点では、記号的メールアドレスでも何ら
かの法的対応が必要ではないか。 

個人名の入っていないメールアドレス帳は個人情報ＤＢではない？ Q3 
Ｑ２と同じ。 

整理されていない名刺やアンケート戻り葉書と個人情報ＤＢとの線引きは？ Q4 
すべての個人情報を規制の対象にするのは厳しいので、体系的に整理されていない散在情報は個人デ
ータではなく、義務も限定されるとしている。その結果、現実面で違和感が生じるケースが起きている。 

個人情報ＤＢから宛名を印刷した葉書は？ 郵便局で紛失した場合は？ Q5 
個人情報データベースに収録された個人情報は、それを書面等に出力した１枚１枚も個人データとして規
制対象となる。郵便局等でその個人データを紛失したりした場合、通常は、委託先の監督義務違反を問
われることはない。 

研修時に各人の成績を公表することは規制される？ その対応は？ 

 

Q8 
本人から事前に了解をとらずに研修やテストの成績を発表することは、研修やテストを実施している事業
者が個人情報取扱事業者であって、その対象者の個人情報をすでに個人情報データベースとして持って
いる場合は、そのテストの情報も「個人データ」に該当すると考えるべきである。したがって、「第三者提
供」や「目的外利用」とならないように本人から公表することについての了解をとりつける必要がある。 

結 論 ま と め
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市販の職員録は個人情報データベース？ 安全確保の責任も負う？ Q10 
市販の職員録等を購入して事業の用に供すれば、その件数は個人情報データベース等を構成する個人
情報に加算され、5,000 件を超えれば個人情報取扱事業者になる。その職員録についても安全管理の責
任を負う。 

 Ｂ.個人データの取り扱い 

個人データを葉書に印刷して本人に内容確認する場合は？ Q6 
会社の中で公知の内容を会社宛に確認のために送る場合は漏えい（法第２０条）にも第三者提供（法第 
２３条）にも該当しない。そうでない場合は、家庭に送る場合も含め、その内容によって個別に判断すべき
である。 

利用目的を明示し、本人が了解すれば何に利用してもよい？ Q7 
利用目的を本人に明示し、本人が了解していれば、どんな目的にでも利用でき、公開もできる。 
なお、一般への公開ではなく社内で発表する場合は、利用目的を本人に知らせておけばよく、本人の了
解をとる必要はない。 

事前の了解なしに作成し、受講者に配付する研修受講者名簿は？ Q9 
お互いが名刺交換をして本人の属性が明らかになったとしても、必ずしも、それを基に名簿を作ることに
同意しているとはいえない。したがって名簿を作ることに関しては、その了解が必要である。 

個人情報データベースを正確かつ最新の状態に保つ責任はどこまで？ Q11 
利用しない項目を個人情報データベースに保有することは矛盾があるし、リスクが高まるので避けるべき
である（個人情報データベースとして保有しているからには、その全項目について「正確かつ最新の状態
に保つ」責任を負わなければならない）。 

同一事業者内で他部門が利用する場合の配慮は？ Q12 
同一事業者内の他部門で利用する場合は、包括的表現であっても、利用目的として了解を得られていれ
ば問題はない。 

第三者提供のオプトアウト規制条件は甘くないか。 

 

Q13 
オプトアウト（個人データの第三者提供に対する本人の事後承諾・拒否）を認めているのは、個人情報の
利用が「社会経済の発展」に貢献する面を認めてのことである（実際の運用上は問題もある）。 
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 Ｃ.個人情報保護法の規制対象範囲 

入館者受付名簿も規制対象になる？ Q14 
入館者名簿の記入の際、他の入館者情報が見える状態であっても、個人情報保護法違反とはならない。
当然ながら入館者管理以外に利用することは「目的外利用」となる。 

お中元・お歳暮を贈るための住所問い合わせは拒否できる？ Q15 
目的によらず、個人情報の第三者提供には本人の了解が必要である（本人自身が了解するかどうかが
ポイントである）。 

生徒の下駄箱の名前が見えないようにする必要性は？ 運動会の写真の配布中止は？ Q16 
個人情報保護法の観点からは別の対応法が考えられる。 

小中学校の連絡網の名簿廃止はなぜ？ Q17 
対象者が名簿掲載に同意すれば問題はない。 

卒業生名簿や会員名簿の作成中止は不適切な対応の結果 Q18 
Ｑ１７と同じで、本人の同意があれば名簿の作成をしてよい。 

長者番付の発表は規制対象外 Q19 
法律に基づいて公開する場合は規制対象外である。 

個人情報保護法の規制対象はどこまで及ぶ？ Q20 
個人情報保護法の義務規定が及ぶのは、個人情報取扱事業者だけである。 

個人の権限 

 

Q23 
本人の同意が必要なのは、目的外利用と第三者提供だけである。個人情報を本人に対して利用する 
（ＤＭ等）には同意を必要としない。ＤＭに使うという利用目的については「通知又は公表」を行えばよい。
したがって本人は、事業者が法律上の義務違反をしていないかぎり、ＤＭの拒否や個人情報データベー
スからの削除を要求できない。「拒否」を企業が受け入れているのは、ＤＭ継続による悪影響を避けるた
めの自主規制である。 
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 Ｄ.その他 

個人情報やプライバシーの保護にかかわる法律としてほかに何がある？ Q21 
個人情報保護に関連する法律としては、民法７０９条（不法行為の損害賠償）、民法４１５条（債務不履行

の損害賠償）がある。 

漏えいがあった場合、１件でも届け出るのか。 

 

Q22 
個人情報の漏えいがあった場合は、１件でも主務官庁に報告する必要がある場合もある。 

 

【個人情報保護法の目的】 

第一条 

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにか

んがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及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、国及び地方公共団体の責務等を明ら

かにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個

人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

上野注：この趣旨は以下のとおりです。これが同法の基本姿勢です。 

①個人情報取扱事業者の義務を定めるもの（他の権利・義務を定めていない） 

②個人情報活用の有効性を認める（これを認めつつ①を規定する） 

③個人の権利利益を保護する（①の結果としてこうなる） 
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上野 今年４月に「個人情報の保護に関する法律」（以下「法」という。）が施行されて以来、

どうも現場では過剰な反応が見られるようなので、個人情報保護の目的を踏まえて、何がよくて

何が駄目なのかを整理したいと思い、お集まりいただきました。お忙しい中ご参加いただき、あ

りがとうございます。 

本題に入る前に、自己紹介を兼ねて、齊藤様から順に個人情報保護との関係を中心にお話しく

ださい。 

 
齊藤 私は経済産業省商務情報政策局情報経済課で、電子商取引に関連するルール整備（電子商

取引等に関する準則等）と経済産業分野における個人情報保護の促進を担当しております。 

個人情報保護に関しては、まず、当課で「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「経産省ガイドライン」という。）を策定しております。

経産省ガイドラインにつきましては「毎年見直しを行うよう努めるものとする」とされており、

本年夏ごろから見直し作業を開始したのですが、個人情報保護法の改正の動き（従業員による個

人情報漏えいの直罰化）があるため、その動きを踏まえてガイドラインの見直しを行うこととし、

見直し作業はいったん中断しているところです。 

 はじめに 座談会実施日：2005 年 11 月 25 日
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また、経産省ガイドラインを補強するものとして「『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』等に関するＱ＆Ａ」（以下「Ｑ＆Ａ」

という。）を作成し、ホームページに掲載しております。

Ｑ＆Ａは、現在は７８項目ですが、今年度中には倍程度に

するべく検討しているところです。 

またプライバシーマークの認定基準になっているＪＩＳ

Ｑ１５００１について、個人情報保護法の概念および用語

との整合性や、他のマネジメントシステムとの整合性等の

観点から改正を検討しており、来年度早期の改正を目指し

ております。 

プライバシーマークの認定数は２千を超え、認定申請数

もますます増加する傾向にありますが、審査期間が長期化

しているため、審査実施機関の審査体制をさらに強化して、

より多くの方々の申請に迅速に対応できるようにしてい

きたいと考えております。 

 

齊藤
さいとう

雄一
ゆういち

 氏 

1969 年 6 月生／中央大学大学院法
学研究科博士前期課程修了 修士
（法学） 
‘95 法務省入省／同省民事局、人
権擁護局、環境省総合環境政策局環
境計画課などを経て‘05 年 4 月か
ら現職 
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また、法に認定個人情報保護団体という制度があり、団体構成員等を対象とした情報提供や苦情

処理を行うこととされ、経済産業省においても既に６つの団体が認定されております。このよう

な認定個人情報保護団体の取り組みを通じて各事業者の個人情報の取り組みが一層充実していく

ように、同団体のさらなる増加と充実をしていきたいと考えております。 

経済産業省に対する事業者からの個人情報漏えい等の報告は、法が全面施行された４月から９

月までの半年間で５００件ほどになりますが、これらはすべて事業者による任意の報告で、これ

まで経済産業省が法に基づいて報告の徴収、勧告、命令を実施したことはありません。 

法は、事業者自らの取り組みによって、個人の権利利益の保護を図ることを基本とし、それではう

まくいかない場合に国が関与する仕組みとなっていることから、漏えい問題にしても、まずは事業者

が任意的に取り組み、それでは個人の権利利益の保護ができない場合には、法に基づき、報告の徴収、

勧告、命令、罰則を実施する必要があると思いますが、まだそこまで至った事例はないということで

す。 

上野 報告の徴収などを行ったことは経済産業省関連ではゼロということですが、他の省庁でも

ないのですか。 

齊藤 他の省庁では、金融庁が㈱みちのく銀行に対して報告の徴収及び勧告を実施した件と、金

融庁及び厚労省が労働金庫連合会に対して報告の徴収を実施した件があります。 
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上野 ありがとうございました。次に成田先生、お願いしま

す。 

成田 私は、この法律の施行前に、企業向けに個人情報保護

の取り扱いに関する講演を行っておりましたし、本日ご出席

の佐藤先生ともご一緒に講演したこともあります。また、施

行に伴い、顧問先企業や講演受講者らから、さまざまな相談

を受けております。 

経済産業省から個人情報保護法のガイドラインとＱ＆Ａ

が出されており、ホームページにも掲載されていますから、

私もよく利用しておりますし、企業の方にも勧めております。

特にＱ＆Ａは、法律の専門家でない企業担当者にも分りやす

いと好評のようです。しかも齊藤さんのお話では、Ｑ＆Ａの

項目数が増えるとのことなので、大変ありがたいという感想

を持ちました。 

上野 Ｑ＆Ａもそうですが、経産省ガイドラインも丁寧です

ね。ただ具体的なので、現場では逆にいろいろと疑問が出て

くるのだと思います。では佐藤先生、お願いします。 

成田
な り た

 慎治
し ん じ

 氏 

1965 年 8 月生／中央大学法学部卒 
中央総合法律事務所所属 弁護士 
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佐藤 個人情報保護法という新しい法律が施行されるに伴

って、企業向けに分かりやすく説明してほしいという依頼を

受け、企業の社員向けにテキストを作りました。それがきっ

かけとなって、成田先生とご一緒に講演したり、あるいは個

人情報保護法のセミナーを開いたり、雑誌に連載したりして

まいりました。 

私は司法書士として登記業務が本業ですので、個人情報

保護法に関するトラブル事例を直接扱うことはあまりあ

りません。しかし、お客様から具体的にどのような対策を

とったらよいのかといった相談はよく受けます。中小企業

の経営者は個人情報保護法にどう対処すべきか困ってい

るというのが実態ではないでしょうか。 

上野 ありがとうございました。おっしゃるように、現場

は混乱しているというのが実態だと思います。それでは本

題に入らせていただきます。 

佐藤
さ と う

典文
のりふみ

 氏 

1957 年 5 月生／東京都立大学法学部卒
‘81 横浜銀行入行／‘02 12 月に横浜
銀行退職、司法書士登録をし、佐藤典
文司法書士事務所開設。現在に至る。
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上野 法第２条第１項では、「個人情報」と

は、生存する個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができ

るもの、とされています。 

つまり、もともと当該情報があって、それ

が誰のものかが分かるというのが個人情報だ

と思うのですが、経産省ガイドラインＰ．２

の【個人情報に該当する事例】の事例１）は

「本人の氏名」となっています。本人の氏名

のみというのは実際には考えられませんし、

個人情報ではないと思うのですが、やはり個

人情報保護法の対象になるのでしょうか。 

齊藤 経産省ガイドラインでは、本人の氏名

だけでも個人情報に該当するとしています。

氏名は、もともと個人を識別するものとして

用いられており、また、実際に最も個人を特

定しやすい情報であるからです。 

氏名だけでは、不正利用等による被害のお

それがないため、保護の対象とする必要はな

いのではないかとの指摘を受けることがあり

ますが、氏名だけであっても、その使われ方、

漏えいの仕方によっては問題も生じ得ます。 

たとえば、ある事業者から氏名だけのリス

トが漏えいした場合、特定の事業者の事業に

関係するリストということで不正利用される

おそれのある情報となることがありますし、

病院で○○さんと呼ばれたとき、それが特定

の診療科であればプライバシーの問題も生じ

得ます。 

Q1 本人の氏名のみのリストでも保護対象になるか。 
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上野 しかし、どこかの病院の何科とかどこ

そこの会社ということと結びついているから

個人情報になるのであって、純粋に氏名だけ

となればあまり意味がないのではないでしょ

うか。 

成田 個人情報保護法は個人情報取扱事業

者を規制するものですから、法律上の保護や

規制の対象となる個人情報というのは、当然、

個人情報取扱事業者が保有している情報とい

うことになります。 

ですから、この法律のシステムからすれば、

氏名だけであっても、その事業者が持ってい

る情報であるというところにつながるという

ことが大きいのではないでしょうか。取扱事

業者と個人情報の結びつきというセットで理

解すべきではないでしょうか。 

上野 なるほどそうですね。ただ、法の定義

の順番が、個人情報、個人情報データベース、

個人データ、個人情報取扱事業者の順で定義

されていますので、単純に「個人情報自体」

がどのように定義されているかと思ったわけ

です。 

氏名を保有している個人情報取扱事業者

と結びついていて、それと組み合わされて保

護すべき個人情報となることは理解できます

が、純粋に氏名だけで保護対象にするという

ことは腑に落ちません。 

佐藤 個人情報とはそれにより特定の個人

を識別できるかどうかが基準となると考えま

す。その意味では、氏名だけでも個人情報に

なるとは思います。 

ただし、定義の中にそれを含めるかという

こととは別ですが、あるセミナーで、個人情

報を細分化し、それを別々のデータベースの

中で管理することが安全対策上有効ですと説

明したことがあります。 
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たとえば一つのデータベースは通し番号

と氏名だけを登録し、別のデータベースに同

じ通し番号で生年月日、性別、住所などを登

録して別々に管理するというようにすると安

全管理対策になると考えています。通し番号

と氏名だけの情報ならば他の事項が結合して

いる情報よりも、漏えいした場合の影響が少

ないと思います。 

上野 漏えい防止の対策としてはおっしゃ

るとおりですね。 

 

 

 

 

 

本人の氏名のみであっても、他の情報と組

み合わされて解釈される可能性があるから個

人情報に該当する。 

結 論 
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上野 次はメールアドレスについてですが、

経産省ガイドラインＰ．３の事例４）では、

ドメイン名から特定の個人を識別できるメー

ルアドレス情報はいけないとされています。

しかし、個人アドレスが番号や記号で、ドメ

インもｏｃｎ．であったりすれば、どこの誰

ということは全く分かりません。それにもか

かわらず実際は迷惑メールが来ます。つまり、

メールアドレスだけでも使えるわけです。 

個人の迷惑防止という観点からすれば、特

定の個人が識別できなくても個人情報保護法

の対象になるのではないかと思うのですが。 

齊藤 おっしゃるように、経産省ガイドライ

ンでは、メールアドレスについて、特定の個

人が識別できるメールアドレスは個人情報に

該当するが、数字や記号等だけで個人が識別

できないメールアドレスは個人情報に該当し

ないとしています。法第２条第１項の「特定

の個人を識別することができるもの」の解釈

から、このような区別をしています。 

しかし、個人を識別できるアドレスと識別

できないアドレスを別々に管理することは現

実的ではありませんし、迷惑メール防止とい

う観点からも、区別して取り扱うべきではな

いと考えております。 

このように、必ずしも個人情報に該当する

かということと、その情報に対する対策を講

じる必要があるかということは一致しない場

Q2 
メールアドレスが単なる番号・記号だけで、 

特定の個人が識別できなければ保護対象ではない？
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合があります。 

数字や記号等の組み合わせだけで個人が

識別できないメールアドレスであっても、迷

惑メール等で個人に迷惑がかかるなら、それ

も個人情報に含めるべきではないかというご

指摘でしたが、漏えい等によって二次被害の

生じる可能性が高いクレジットカードと有効

期限であっても、それだけでは個人情報に該

当しない場合もあると考えられるものの、個

人情報でないからといって漏えい等に対する

対策が不要ということにはなりません。 

また、ある種のサービスを提供するための

ＩＤとパスワードも、それだけでは個人の識

別性がない場合もあるものの、個人情報に該

当しないからといって、漏えい等の対策をと

らなくてもいいわけではありません。もっと

も、クレジットカードの場合であっても、ク

レジットカード会社にとっては、他の個人情

報と容易に照合できるので、クレジットカー

ド番号及び有効期限も含めて個人情報に該当

することになります。 

上野 クレジットカードの番号や有効期限

などは、それだけでは個人情報ではないが、

法の目的からすると保護対象にすべきではな

いか、という意味ですか。 

齊藤 保護法の対象とはならなくとも、企業

の情報管理の観点など保護法とは別の観点か

らの対策が必要な問題だということです。 

上野 厳密に言えばこの法の対象ではな

いということですね。単に記号や数字だけの

メールアドレスも（経産省ガイドラインＰ．

３【個人情報に該当しない事例】事例２）、

現実的ではないが、解釈からすれば該当しな

いことになるのだと思います。 

齊藤 法の解釈からすると、メールアドレス

についても、記号や数字等の文字列だけのも
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ので個人が識別できないものは個人情報では

ありませんし、クレジットカードの番号と有

効期限、ＩＤとパスワードなども、当該情報

や他の情報と容易に照合することによって個

人を識別できない場合は、個人情報に該当し

ないと考えております。 

成田 これは、単なる記号や数字だけのメー

ルアドレスも保護すべきという結論を導くた

めの解釈になりますが、メールアドレスはメ

ールの世界でのまさに住所であり、しかもそ

の住所にはその人一人しかいないわけですか

ら、メールの世界ではメールアドレスこそが

特定の個人を特定していると考えられないで

しょうか。 

つまり、郵便でも住所と苗字が分かればダ

イレクトメールを郵送できるのと同じで、メ

ールというのを、通常の住所(郵便や宅配便が

届く住所)とは別の、コンピュータ社会におけ

るもう一つの住所と考えることもできないで

しょうか。たしかにメールアドレスだけでは、

具体的に生身の人間、どこの誰々さんという

特定ができるわけではありませんが。 

普通に自宅に連絡する方法と、メールで連

絡する方法とがそれぞれ住所、氏名を持って

いると考えると個人を特定する情報と言えな

くもない。メールアドレスを保護対象にしよ

うとするなら、そういう解釈もあるかなと思

いました。 

上野 メールアドレスはメール社会の中で

住所と氏名を兼ねているということですね。 

成田 コンピュータ必須の社会であれば、普

通の住所、氏名と、コンピュータのメールの

世界での住所、氏名とは、保護という意味で

は同レベルのものになりつつあるのではない

かと思います。まだ、現時点では普通の住所

氏名と同レベルとまではいえないのかもしれ
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ませんので、先ほどの解釈は突拍子も無い解

釈に過ぎないと思いますけれど。 

上野 門外漢で言うのもおこがましいので

すが、それは今の条文の解釈でいけるのでは

ないでしょうか。識別できるのは保護対象で、

識別できなければよいというのは矛盾がある

し、現実的でもないですから、そのほうがよ

いのかもしれません。 

成田 コンピュータを全員が使っているわ

けではないので、コンピュータを普通の住所

などと同レベルで扱うという時代になってい

ないのかもしれませんが、これからの時代は

そういったことも視野に置かないと、逆にこ

ういう分野が保護対象から漏れてしまうリス

クもあるのではないかと思います。全くの私

見ですが。 

上野 皆さんの迷惑というのは、プライバシ

ーの保護という点は別にして、個人情報保護

で言うと、ＤＭやメールが来ることです。で

すから、メールが来ることに対して何らかの

プロテクションが必要な気がします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人を識別できない情報は、同法の保護対

象である「個人情報」ではない。同法は「個

人の識別性」で線引きしている。しかし、漏

えい等により個人に迷惑がかかるという点で

は、記号的メールアドレスでも何らかの法的

対応が必要ではないか。 

結 論 
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上野 個人名の入っていないメールアドレ

ス帳が個人情報データベースかどうかという

点はいかがでしょう。 

齊藤 Ｑ２でお答えしましたように、単に記

号や数字の文字列だけで個人の識別性がない

メールアドレスは個人情報には該当しません

から、それをデータベース化しても個人情報

データベースには該当しない、というのが経

産省ガイドラインの考え方です。 

 

 

 

 

Ｑ２と同じ。 

Q3 個人名の入っていないメールアドレス帳は個人情報ＤＢではない？ 

結 論 
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上野 経産省ガイドラインのＰ．４の【個人

情報データベース等に該当しない事例】では、

整理されていない名刺やアンケート戻り葉書

は個人情報には該当しないとなっていますが、

整理というのはその気になればすぐできます。

なぜ「整理されていない」というところで線

引きされるのですか。 

齊藤 経産省ガイドラインは法律等の解釈

を示しているものですので、法第２条第２項

及び同法施行令第１条の「（容易に）検索す

ることができるように体系的に構成した」情

報という定義の解釈を、具体的に事例を挙げ

て示しているものです。 

上野 名刺やアンケート戻り葉書は、物理的

にはすぐ整理できるものですから、ガイドラ

インであえて言う必要があるのかと思ったの

ですが。 

齊藤 たしかに、自分なりの方法で整理した

名刺は個人情報ではなくて、５０音順に整理

した途端に個人情報になるのはおかしい、と

いう指摘はあります。 

上野 多賀谷一照先生が「要説 個人情報保

護法」（弘文堂刊）で、個人情報データベー

スに含まれるものは個人データで、この個人

データが保護対象であり、個人情報データベ

ースに対応しない散在情報は、個人データに

要求される安全性・正確性の担保も必要ない、

と整理されています。 

名刺もアンケート戻り葉書もバラバラで

すから散在情報であって、整理されているか

Q4 整理されていない名刺やアンケート戻り葉書と個人情報ＤＢとの線引きは？
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否かにかかわらず、個人情報データベースで

はないとしたほうがよいと思うのですが。 

齊藤 法律の考え方では、名刺やアンケートの

戻り葉書も整理されていなければ、個人情報デ

ータベース等を構成する個人情報ではなく、法

第２０条の安全管理措置の義務も課されませ

んが、それらの個人情報を氏名の５０音順など

一定の規則により整理・分類することによって

一般的に容易に検索可能な状態に置いている

ものは、個人情報保護の観点からは実質的にコ

ンピュータを用いたデータベースと変わらな

いことから、「個人情報データベース等」に含

めて取り扱うこととされています。 

上野 法第２条第２項第２号に「前号に掲げ

るもののほか……政令で定めるもの」とあり

ます。政令で定めたものに紙が含まれ、「目

次、索引その他検索を容易にするためのもの

を有するもの」となっていますから、有しな

ければ個人情報データベースに該当せず、散

在情報ということになります。 

散在情報は利用目的制限と取得制限はあ

るとされていますが、これは個人情報取扱事

業者でなくても対象になるのですか。 

齊藤 法第１６条等、義務規定の主語は「個

人情報取扱事業者」ですから、義務が課され

るのは個人情報取扱事業者だけです。 

上野 すると、散在情報というのも個人情報

取扱事業者が扱っている散在情報であって、

個人情報取扱事業者でなければこの法律を無

視してよいということですか。 

齊藤 個人情報取扱事業者でなければ義務

規定の適用はありません。しかし、義務規定

の対象ではなくても、法第３条の「基本理念」

の対象となりますし、情報が漏えい等した場

合は損害賠償を求められる場合もあります。

また、保護法ができたことにより、個人情報
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に対する国民の意識も高まっていますから、

何もしなくてよいとは考えておりません。 

成田 たとえ散在情報であっても、盗んだ人

がちょっと工夫すれば立派なデータベースに

なるのですから、価値としてはほぼイコール

になるということからすると、この段階から

保護や規制の対象とすべきという考えもある

と思います。 

しかし、法は、散在情報の段階では保護や

規制の対象としませんでした。それは、個人

情報取扱事業者が自社のメリットになるよう

な形、すなわち検索しやすく体系的に整理し

た形に情報を変えた場合は、企業はそのメリ

ットを享受できる反面、きちっと義務も果た

せというのが法の趣旨ではないかと思います。 

つまり、企業に対して義務を課すかどうか

という観点では、散在情報のままでは企業と

しては利用できず、整理して一つの体系的な

ファイルにした瞬間に企業としてのメリット

が出るのですから、その分、義務も重くなる

ということで、法の趣旨としては「体系的」

というところで線を引いたと考えればよいの

ではないでしょうか。 

上野 法の趣旨としてはそれでよいのでしょ

うが、現実的に考えて、整理すれば価値が出る

ものは、整理する前でも保護の対象にすべきで

はないかと思います。分類整理されているか否

かで保護対象になる・ならないというのは、実

際面では無理があるような気がします。 

 

 

すべての個人情報を規制の対象にするの

は厳しいので、体系的に整理されていない散

在情報は個人データではなく、義務も限定さ

れるとしている。その結果、現実面で違和感

が生じるケースが起きている。 

結 論 
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上野 それに関連してＱ５に入らせていた

だきます。個人情報データベースから宛名を

印刷した葉書は、束のままなら個人情報デー

タベースと同等なのか、バラバラな状態では

どうなのか、ということです。 

また、その葉書を投函した後、郵便局側で

紛失等があった場合にも安全性の担保の責任

は追及されるのですか。 

齊藤 経産省ガイドラインの考え方から説明

させていただきますと、経産省ガイドライン

Ｐ．７の【個人データに該当する事例】とし

て、事例２）で「コンピュータ処理による個

人情報データベース等から出力された帳票等

に印字された個人情報」は個人データに該当

するとされています。個人情報データベース

等に入ったものは、それを紙面に印刷した１

枚１枚も、個人データとしての取り扱いとな

るため、個人情報データベース等から宛名を

印刷した葉書、そこに書かれた住所などは、

束のままでも１枚１枚のバラバラな状態でも

個人データである、と考えられます。 

郵便局側で個人情報を紛失した場合の責

任については、郵便局を使って郵送すること

も委託に該当し、法第２２条の委託先の監督

義務が課せられることになります。宅配の場

合も同様です。ただし、適正な委託先の選定

によって、通常は、委託先の監督義務を果た

しているとみなされると考えられますので、

個人情報の管理にルーズな委託先を選定して

事故が起きたような場合以外は、委託先の監

Q5 個人情報ＤＢから宛名を印刷した葉書は？ 郵便局で紛失した場合は？
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督義務違反の責任を問われることはないと考

えます。  

なお、宛名だけでなく送付物に個人データ

が含まれる場合には、その個人データが漏え

い等をした場合に本人が被る権利利益の侵害

の大きさを考慮し、事業の性質及び個人デー

タの取り扱い状況等に起因するリスクに応じ、

必要かつ適切な措置を講じる必要があります。 

 

 

 

 

個人情報データベースに収録された個人

情報は、それを書面等に出力した１枚１枚も

個人データとして規制対象となる。郵便局等

でその個人データを紛失したりした場合、通

常は、委託先の監督義務違反を問われること

はない。 

 

結 論 
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上野 私どもでは、データの正確性を維持す

るため、暑中見舞い出状時に、個人情報デー

タベースから所属法人・部署・役職、電話番

号、メールアドレスを往復葉書に出力して内

容確認をお願いし、違っている場合は訂正し

て送り返していただくようにしています。 

個人情報データベースから出力していま

すから個人データになるわけですが、中には

他人の目に触れるから問題だというご意見も

あります。やはり他人の目に触れないように

すべきなのでしょうか。 

齊藤 おっしゃるようにその場合は個人デ

ータにあたります。他人の目に触れるかどう

かという点については、郵便局の職員は個人

情報を取り扱う委託先であって第三者ではあ

りませんので、主として問題となるのは家族

をどう考えるかだと思います。 

Ｑ＆Ａでは、この点について、「葉書に記

載されている個人情報は、配達時に本人が直

接受け取らないような場合には、家族など第

三者がその内容を知り得ることもある」とし、

お知らせする情報の内容によっては他人に知

られたくない情報が記載されていることもあ

り得るため、葉書の文面を見ることができな

いようにするなどの配慮が必要としています。 

ただし、葉書で出したからといって、それ

が直ちに漏えいにあたるとは言えないと思い

ます。 

上野 漏えいが他人の目に触れることであ

るなら、会社に出している暑中見舞い時の内

Q6 個人データを葉書に印刷して本人に内容確認する場合は？ 
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容確認依頼は、他人である会社の人の目に触

れることもあり、その意味では漏えいしてい

ることになるのかもしれません。 

しかし、プライバシーにかかわる事項に関

しては別途配慮が必要なことは分かりますが、

本件の場合、それには該当しません。個人デ

ータであることはたしかですが、何に対する

義務違反になるのですか。 

齊藤 本人以外の第三者が受け取る場合に

は、法第２３条（第三者への提供）の義務違

反とも考えられますが、本人に宛てた郵便物

を他人が見てしまうということで、法第２０

条（安全管理措置）の義務違反と考えるほう

がしっくりくる感じがします。 

ただし、保護シール等をつけるかどうかは、

個人情報保護法の問題というよりプライバシ

ーが重視される問題だと思います。 

成田 私も、社会通念上の意味からして、た

またま目に触れるというのは、第三者に示し

ているわけではないので第三者提供にはあた

らないと思います。だからといって無制限と

いうことではなく、プライバシー保護という

観点から保護シールを貼ることになるのでは

ないでしょうか。もしくは、全く関係の無い

第三者に情報が見られることが、情報漏えい

になるかという問題は残ると思います。 

上野 内容確認依頼の葉書は、会社名、氏名、

役職とメールアドレスだけしか書いていない

ので、会社に送るかぎりにおいては、プライ

バシー保護には該当しないと思います。 

成田 会社宛てであれば周りの人も同じ会

社の人で、それらの情報は周知のことです。

周りの人に知られていない情報を知らせるこ

とにならないのですから、プライバシー侵害

にも情報漏えいにもあたらないと思います。

他人の目に触れるから問題だと指摘された方
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は、まさに個人情報保護法とプライバシーを

過度に意識されているのでしょう。 

保護シールを貼るのはより親切ではあります

が、違法かどうかという点ではシールを貼

る・貼らないは違う問題で、より親切か、よ

り適切かというレベルの議論だと思います。 

 

 

 

 

 

 

会社の中で公知の内容を会社宛に確認の

ために送る場合は漏えい（法第２０条）にも

第三者提供（法第２０条２３条）にも該当し

ない。そうでない場合は、家庭に送る場合も

含め、その内容によって個別に判断すべきで

ある。 

結 論 
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上野 利用目的があいまいであれば明示し

たことにはならないのでしょうが、利用目的

がはっきりしていて本人が同意していれば、

何に利用してもよいという解釈になりますか。 

齊藤 利用目的を特定し、その利用目的を通

知又は公表（ただし、本人から直接書面によ

り取得する場合は明示）し、その特 

定した利用目的の範囲内で利用するので

あれば、公序良俗に反しないかぎり、どんな

目的にでも利用することができます。特定す

る利用目的の範囲に制限はありません。ただ

し、公表等、第三者に提供する場合には本人

の同意が必要です。 

上野 社内の場合、論功行賞やイベントなど

に入賞したことを社内に発表するときも本人

に同意を求める必要があるのですか。 

齊藤 事業者内で当該事業者の事業のため

に発表するのであれば、第三者提供には該当

しないので、本人の同意は必要ありません。

ただし、利用目的の通知又は公表（ただし、

本人から直接書面により取得する場合は明

示）は必要です。 

 

 

利用目的を本人に明示し、本人が了解して

いれば、どんな目的にでも利用でき、公開も

できる。 

なお、一般への公開ではなく社内で発表す

る場合は、利用目的を本人に知らせておけば

よく、本人の了解をとる必要はない。 

Q7 利用目的を明示し、本人が了解すれば何に利用してもよい？ 

結 論 
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上野 関連した質問になるのですが、私ども

では、研修時にテストを行い、その成績を受

講者の前で発表しています。これは何かに該

当するのですか。 

齊藤 研修に社外の人も参加しているので

あれば第三者提供に該当しますので、法第２

３条により、本人の同意が必要になります。 

上野 １０人前後の受講者の前だけなので

すが、いろいろな会社から参加されています。

成績をホームページや情報誌に掲載するのは

いけないことですが、その場で、これからテ

ストの結果を発表しますと言って発表してい

るわけです。 

齊藤 研修の申し込みやテストを実施する

ときに結果を発表することを知らせたうえで、

同意する場合は、研修の申し込みやテストを

受けることにすればよいのではないでしょう

か。 

上野 結果は発表することを言ってテスト

をしているのですが、発表すること自体にク

レームをつける人がいたとしたらどうなるの

ですか。 

齊藤 それは同意したことになりません。 

成田 その人の分は発表できないことにな

るのでしょう。 

上野 しかし、私どもで実施している研修の

成績発表は、その場だけで、全く個人データ

になっていないのですが。 

齊藤 先ほどは研修の申し込みの際に事業

者が受講者の個人情報をデータベース化して

Q8 研修時に各人の成績を公表することは規制される？ その対応は？ 



新春放談 

19 
 

いるという前提でお話ししていたのですが、

何もデータベース化していないなら別です。 

上野 受講者名簿とは関係なく、だれが何点

というのをその場で発表しているだけで、何

かに収録しているわけでもありませんから、

この成績発表は、散在情報ということになり

ませんか。発表されたくないという問題は別

ですが。 

齊藤 事業者が受講者の個人情報を、紙での

体系的整理も含め、データベース化していな

いなら、散在情報という解釈もあり得ます。 

しかし、受講者名簿はデータベース化して

持っているが、成績の発表は答案を見て発表

するだけだから個人データに該当しない、と

いう解釈は無理があるのではないでしょうか。

また、テストの際に公表することを伝えなか

った場合は、目的外利用の問題も生じます。 

上野 そういうことであれば、これからは事

前に公表することを言ってからテストするこ

とにします。 

齊藤 できたら「いいですね！」と言って同

意を得たほうがよいと思います。 

成田 塾や予備校などの模擬試験では成績

上位者の氏名等を発表していますが、保護法

施行後は、あらかじめ成績上位者を発表する

ことを明言して募集しているはずです。 

上野 国家試験も、この法律の施行前から、

番号だけで個人名を出さなくなりましたね。 

齊藤 個人情報に対する意識の高まりを配

慮した対応だと思います。 

 

 

 

本人から事前に了解をとらずに研修やテ

ストの成績を発表することは、研修やテスト

を実施している事業者が個人情報取扱事業者

結 論 
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であって、その対象者の個人情報をすでに個

人情報データベースとして持っている場合は、

そのテストの情報も「個人データ」に該当す

ると考えるべきである。したがって、「第三

者提供」や「目的外利用」とならないように

本人から公表することについての了解をとり

つける必要がある。 
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上野 本人の事前の了解なしに作成し、受講者

に配付する研修受講者名簿というのは、これま

での話からすると、当然、保護法の規定に触れ

ることになりますね。会社によっては受講者名

簿を作成しない企業もありますが、それは主催

者の事業上の機密のためであって、保護法の観

点から作っていないわけではありません。 

実は私どもも、受講者名簿を作成し、配付

しております。受講者同士は名刺交換し、そ

の情報よりは少ない内容なのですが、それで

も保護法の規定に触れるのですか。 

齊藤 企業内研修でなければ第三者提供に

該当しますので、同意が必要です。 

上野 全員がお互いに名刺交換することが

同意したことになりませんか。 

成田 一般的には他社の人と知り合えるチ

ャンスととらえるでしょうが、中にこっそり

受講する人がいたとしたら、そういう人も載

るところが問題なのかもしれませんし、もっ

とよく知り合ってから名刺交換したいという

人がいるかもしれません。 

上野 名刺交換したからといって研修に参

加した証拠にはなりませんから、名刺は交換

するけれども名簿は困るという人がいるかも

しれないということですね。 

齊藤 名刺は後で連絡をとるために交換す

るもので、名刺を交換したことで名簿の作成

にも同意したと考えるのは無理ではないでし

ょうか。 

名刺交換も直接書面等による取得に該当

Q9 事前の了解なしに作成し、受講者に配付する研修受講者名簿は？ 
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しますので、法第１８条第２項（直接書面等

による取得）の問題になり、名刺交換すると

きも、原則は本人に利用目的を明示しなけれ

ばならないことになります。ただし、法第１

８条第４項第４号で、取得の状況からみて利

用目的が明らかである場合は明示しなくても

よいことになっています。 

このため、その名刺を使って相手先と連絡

をとるために利用するだけなら「取得の状況

からみて明らか」と言えるのですが、名刺交

換という取得の状況から名簿を作成すること

が明らかと言えるかとなると、無理なのでは

ないかと思います。 

したがって、この場合には、名刺をもらう

ときに名簿を作成するという利用目的を明示

しなければなりません。名簿を作成して第三

者に提供する場合は、さらに同意まで必要で

す。実際に、担当者だけと名刺交換したはず

なのに、その会社の他の部署からＤＭが送ら

れてきたという苦情は結構あります。 

このように、名刺をもらった人が本人と連

絡をとる目的以外に使うのであれば、あらか

じめ利用目的を明示しておかないと、保護法

違反の可能性が強くなりますし、トラブルの

もとにもなるということです。 

上野 ちなみに私どもの研修は企業からの

派遣ですから、こっそりということはないの

ですが、名簿を作ることは本人の了解を得る

必要があると理解しました。 

 

 

お互いが名刺交換をしてその本人の属性

が明らかになったとしても、必ずしも、それ

を基に名簿を作ることに同意しているとはい

えない。したがって名簿を作ることに関して

は、その了解が必要である。 

結 論 
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上野 経産省ガイドラインＰ．４の【個人情

報データベース等に該当する事例】の事例５）

に、氏名、住所、企業別に分類整理されてい

る市販の職員録が個人情報データベース等に

該当するとありますが、これは紙そのもので

はなく、職員録のデータを指していると考え

てよいのですか。 

齊藤 紙の職員録自体も個人情報データベ

ース等に該当します。 

上野 すると、市販されている職員録を買っ

てきたら、その安全確保等の責任を負うので

すか。 

齊藤 事業の用に供するために購入したも

のであれば、個人情報データベース等に該当

し、法第２０条（安全管理措置）等の義務も

課せられます。 

なお、個人データに該当しない事例として

経産省ガイドラインＰ．７に電話帳、カーナ

ビをあげていますが、個人データに該当しな

いのは、氏名、住所又は電話番号のみを含ん

でいる場合で、それ以外のものを含む場合は

個人情報データベース等に該当することにな

ります。 

職員録であれば、Ａ会社の職員であるとい

う属性情報など、氏名、住所、電話番号以外

の情報も記載されていますから、個人情報デ

ータベース等に該当すると考えられます。 

上野 誰もが入手できる市販の職員録を買

ってきて置いているだけなのに、安全確保の

責任を負わなければならないのはなぜですか。 

Q10 市販の職員録は個人情報データベース？ 安全確保の責任も負う？
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齊藤 個人情報保護法は公知情報と非公知情

報を定義上区別しておりません。 

これは、公知となっている個人情報であっ

ても、データベース化されていると、他の情

報と結びつくことなどによって有用性が高ま

り、新たに本人の権利利益侵害をもたらすお

それが十分にあることから、公知、非公知を

区別することに実益がないと考えられたから

です。 

また、「公知」とは何かという問題もあり

ます。仮に、一般に広く販売されている職員

録は公知情報だとして、それと、ある名簿屋

で販売されている場合とどうやって区別する

のかという問題があります。 

上野 個人情報データベースにすればいろ

いろな使い方ができるので、たしかに問題は

あるでしょうが、物理的にそのままであるの

に、買ってきたほうに安全確保の責任を問わ

れるのは現実的に通らないような気がします。

それと、そういう名簿を使って何かしたら個

人情報取扱事業者になるというのも得心がい

きません。 

成田 そういうデータを使って事業をした

ら個人情報取扱事業者になるべきとは思いま

すが、市販のものと自分のデータベースに入

れたものとは、自ずと安全確保に対する義務

の程度が違うのではないでしょうか。 

ただ、市販だから義務は全くないとは一概

に言えず、ごく限られた業界の人しか買わな

い職員録のようなものもありますから、私は、

それに応じた安全確保の責任程度の差が出る

のではないかと理解しております。 

齊藤 安全管理措置というのも、事業の性質

や個人データの取り扱い状況等に起因するリ

スクに応じて必要な措置を講じなければなら

ないということですから、おっしゃるように、
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リスクに応じた対策をとっていけばよいのだ

と思います。 

佐藤 個人情報の定義としては大きく網を

かぶせる必要があるから、市販の職員録も個

人データになるとされているのだと思います

が、実際には漏えいした場合の影響が少ない

と思われますから、安全管理義務としてはそ

れほど大きなウエートをかけなくてもよいの

ではないかと思います。 

成田 市販の職員録で広く出回っており、誰

でも容易に入手できるようなものは、わざわ

ざシュレッダしなくても義務違反にはならな

いと思います。 

上野 解釈からすると、市販のものも該当す

るし、外してはまずい、ということでしょう。

ただ、物理的なもの（紙）とデータベース化

されたものが同じというのは、常識的にはや

はり納得しにくい気がします。 

齊藤 市販というところが定義できないの

で、市販されていれば該当しないとは言えま

せん。誰かが個人的に売っているものも市販

というのか、広く売っていれば市販というの

か、その定義は難しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市販の職員録等を購入して事業の用に供

すれば、その件数は個人情報データベース等

を構成する個人情報に加算され、5,000 件を

超えれば個人情報取扱事業者になる。その職

員録についても安全管理の責任を負う。 

結 論 
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上野 個人情報データベースをメール送付

にしか使わない場合、所属や役職が変わって

も、メールを送るという利用目的の部分、つ

まりメールアドレスが正確であればよいのだ

と思うのですが。 

齊藤 そうですね。特定した利用目的の範囲

内で個人情報を保有しているが、利用目的の

達成にそのうちの一部の情報しか利用しない

場合は、利用する情報だけ正確かつ最新の内

容に保てばいいということになります。 

ただし、特定した利用目的の範囲を超えて

個人情報を取得すべきではないし、また、実

際に利用しない情報であれば保有しないほう

がよいと思います。 

成田 私が相談している企業の方の意見と

しても、これからは不要な個人情報は持ち過

ぎないほうがよいという考えになっています。 

たしかに、メールしか送らないのに会社の

住所とか電話番号等々を持っていると、万一

漏えいしたときの被害はそれだけ大きくなる

わけですから、そういうケースはメールアド

レスと名前だけに絞っている現状があると思

います。 

上野 それも一つの方法ですね。ところで、

何のために正確かつ最新の状態に保たなけれ

ばならないかというと、法第１９条に「利用

目的の達成に必要な範囲内において」とあり

ますから、相手に関係なく、自分の利用目的

が達せられればよいということでしょうか。 

成田 正確かつ最新の状態といっても、相手

Q11 個人情報データベースを正確かつ最新の状態に保つ責任はどこまで？



新春放談 

27 
 

から更新内容が入ってこないかぎり企業側で

は変えられません。たとえば住所変更の通知

がないかぎり分からないわけです。それでも

正確かつ最新の状態と言っているのは、個人

情報を取り扱う以上、正確な情報でなければ

情報を取得している側にも不利益を与える、

という趣旨ではないかと思いますが。 

上野 法第１９条は、利用側の不利益になる

のは勝手で、個人に対して迷惑がかかるかど

うかという観点ではないでしょうか。 

利用する側は、使うからには正確かつ最新

の状態にしようとするわけですが、それは言

われてすることではなく、自分で努力するこ

とです。ですから、個人の観点から、正確か

つ最新の状態になっていないと個人の不利益

になる、ということだと思うのです。個人に

とってどういう不利益が起きるのでしょうか。 

齊藤 たとえば住所が違うと誤配達とか遅

配、あるいは不明のため返却というように、

最新の状態に保っていなければ、それだけ本

人に不測の権利利益侵害を及ぼすリスクは高

まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用しない項目を個人情報データベース

に保有することは矛盾があるし、リスクが高

まるので避けるべきである（個人情報データ

ベースとして保有しているからには、その全

項目について「正確かつ最新の状態に保つ」

責任を負わなければならない）。 

結 論 
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上野 経産省ガイドラインＰ．３７に、利用

目的の制限はあるけれども、同一事業者内で

他部門へ個人データを提供することは第三者

提供に該当しないとあります。 

これは、当社から当社のサービスに関する

案内を御社に送らせていただくということを

言っていれば、他部門から送ってもよい、と

いうことになるのですか。 

齊藤 ＤＭの送付という利用目的を明示し

たうえで受け取った情報であれば、他部門か

らＤＭ等を送付しても問題ないです。 

上野 そのとき、どの部門からと特定せずに、

当社から各種事業案内を送らせていただくと

いうことでよいのですか。 

齊藤 利用目的の特定の程度の問題ですが、

どの部門からということまで必要ということ

にはならないと思います。「当社からＤＭを

送らせていただくことがあります」でよいで

しょう。 

成田 「当社の製品の案内」と言えば、利用

目的以外は問題ですが、どの部門かというこ

とまでは必要ないと思います。 

先ほどの名刺交換の話にしても、名刺の情

報を他部門が使うとなると、利用目的の範囲

外ですから目的外利用になります。 

しかし入手方法がたとえばアンケートで、

そのアンケートに「当社から」と書いてあれ

ば、アンケート実施部門と関係ない部門であ

っても問題ないと思います。 

佐藤 関連した話になるのですが、小学校か

Q12 同一事業者内で他部門が利用する場合の配慮は？
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ら高校までを運営しているある私立の学校法

人から、小学校に入学するときに入手した家

庭状況等の個人情報を、進学するにあたって

小学校から中学校に提供しているが、その場

合も新たに利用目的に関する同意が必要です

かという質問を受けたことがあります。 

私は、同一法人ですし、生徒の指導に使う

ことを明示して入手しているのですから、学

校説明会などで話したほうがよいけれども、

利用すること自体には問題ないと回答しまし

た。この考え方でよいでしょうか。 

成田 同一法人ですから、部門が違っている

だけのことだと思います。しかし一般的には

小学校と中学校は別組織というイメージがあ

り、小学校の校長と中学校の校長がいると、

会社でいうところの社長が二人いるように思

う人もいますから、その部分を学校説明会な

どで父兄にあらかじめ説明しておくのは望ま

しいでしょうが、法律的には説明や同意なし

に小学校から中学校に情報引き継ぎをするこ

とは何の問題もありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一事業者内の他部門で利用する場合は、

包括的表現であっても、利用目的として了解

を得られていれば問題はない。 

結 論 
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上野 第三者提供に関して、経産省ガイドラ

インでは、オプトアウトを行っている個人情

報取扱事業者は、本人の同意がなくても個人

データを第三者に提供できると言っています

（Ｐ．３７）。 

オプトアウトの事例が住宅地図業者とデ

ータベース事業者だそうですが、なぜこれら

の事業者だけがよいのですか。 

齊藤 特にそうした事業者だけがよいとい

うことではなく、それ以外の事業者であって

も、法第２３条第２項の規定に従って、本人

の同意なく第三者提供することができます。

ただし法律の趣旨としては、大量の個人デー

タを広く一般に提供する事業者を念頭に置い

た規定です。 

もちろん、このような場合でも本人の同意

を得たうえで第三者に提供することが望まし

いのですが、それは現実的に困難です。また、

このようなデータベース事業者等が社会経済

の発展に寄与している意義も認められます。 

そこで、事前の同意という形ではなく、事

後的でも本人の意思を反映できる機会を設け

るという必要最小限度の手続き（いわゆるオ

プトアウト）をとることを条件に、本人の同

意なく第三者に提供することが認められたも

のです。 

なお、本人に重大な利益権益侵害をもたら

す分野、業種については、法第２３条第１項

に基づき、本人の同意を得る運用が図られる

べきであると考えます。 

Q13 第三者提供のオプトアウト規制条件は甘くないか。
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上野 ちなみに、オプトアウトというのはど

ういうことを指すのですか。 

齊藤 オプトインの逆でして、オプトインと

いうのは、あらかじめ本人の同意を得たうえ

で提供できるとするものです。 

それに対しオプトアウトは、法第２３条第

２項第４号に「本人の求めに応じて当該本人

が識別される個人データの第三者への提供を

停止すること」とあるように、本人が嫌だと

言ったらいつでも止めることを前提に、同意

がなくても提供できるというものです。 

この法第２３条第２項各号については、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態

に置かなければならないのですが、本人が容

易に知り得る状態というのが問題です。 

容易に知り得る状態に置くとは、ホームペ

ージのトップページ等に法第２３条第２項各

号のオプトアウトの事項が書いてあればよい

のですが、ホームページに書いたうえで第三

者提供し、第三者提供された者がその個人情

報を用いてＤＭを出した場合、ＤＭを送られ

た者は最初に第三者提供した者が誰なのかが

分からないため、ホームページに掲載されて

いても、そのホームページまでたどりつく手

がかりがありません。 

このように、容易に知り得る状態に置くと言

いつつも、本人が容易どころかがんばっても知

り得ない状態のまま利用されてしまっている

ことがあるという話を聞くことがあります。 

本人が容易に知り得る状態がきちんと実

現されていれば問題ないのですが、その点で

運用がうまくいっていない面があると思って

います。 

上野 これは、個人情報の社会的な有用性を

認めるためにオプトアウトでも認める、とい

うことなのでしょう。有効であることはたし
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かですから。 

齊藤 そういうことです。 

 

オプトアウト（個人データの第三者提供に

対する本人の事後承諾･拒否）を認めているの

は、個人情報の利用が「社会経済の発展」に

貢献する面を認めてのことである（実際の運

用上は問題もある）。 

結 論 
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上野 これからの質問は新聞記事からのも

のですが、入館者名簿への記入は他人の目に

触れないようにすべきである、という主張が

ありました。これは個人情報保護法と何らか

の関係があるのですか。 

齊藤 法第２０条（安全管理措置）と法第２

３条（第三者提供）が考えられます。ただし、

入館者が入館順に名前を書いただけであれば、

個人情報データベース等に該当しないとも考

えられます。 

成田 名前だけで体系的に整理されている

わけではないので、散在情報ということにな

りますか。強いて言えば、入館順ですから時

系列になるのでしょうが。 

齊藤 時間順というと、人の顔をずっと写し

ている監視カメラも個人情報データベース等

になってしまいます。 

成田 つまり、個人情報保護法からすれば、

入館者受付名簿は保護に値する個人データか

どうかというところではねられてしまう、と

いうことですね。 

齊藤 Ｑ＆Ａでは「当面は、そのような扱い

を希望しない来館者に対しては、別の用紙に

記入してもらうなどの対応が最低限必要で

す」と書いてありますが（Ｑ＆Ａ ２．（３）

２）の４）、厳密に解釈すると、個人情報デ

ータベース等に該当しないことになってしま

うと思います。だからと言って何もしないで

よいとは言えないということだと思います。 

上野 来館者名簿は散在情報であって、保護

Q14 入館者受付名簿も規制対象になる？
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法の対象ではないという解釈でよいのではな

いでしょうか。記入されている名前を見て「だ

れだれさんが来ている」と思うこともありま

すが。 

成田 おっしゃるように、検索できるわけで

もなく、私も散在情報だと思いますが、Ｑ＆

Ａでも言っているように、適切な措置を講じ

ていくことも必要なのでしょう。 

齊藤 一覧できる形ではなく、１枚１枚に書

く企業も増えていますし、そのほうが望まし

いレベルでしょうが、保護法から見て個人情

報の漏えいにあたるかというと、そこまでは

ならないと思います。 

 

入館者名簿の記入の際、他の入館者情報が

見える状態であっても、個人情報保護法違反

とはならない。当然ながら入館者管理以外に

利用することは「目的外利用」となる。 

 

 

結 論 
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上野 経産省ガイドラインに関するＱ＆Ａ

２．（４）の６にもありますが、私どももお

中元やお歳暮を贈るために秘書の方に住所を

問い合わせることがあります。そのとき、本

人の同意を得ていないからというのではなく、

「個人情報保護法の関係から教えられない」

と言われました。 

本人が拒否するのは分かりますが、周りの

人が個人情報保護法を理由に教えられないと

いうことは言えるのですか。 

齊藤 本人の同意を得ていない以上、Ｑ＆Ａ

のとおり、法第２３条により第三者提供する

ことはできません。 

成田 企業が自社の従業員の情報を自分の

ところだけで使う分には第三者提供にはあた

りませんが、第三者に聞かれて答える場合は

第三者提供になりますから、本人の同意が必

要になるわけです。お中元・お歳暮を贈りた

いということですから、一見悪意のない問い

合わせに見えますが、それを口実に別の目的

で住所を聞き出そうとする場合もありますか

ら、問い合わせをしてきた人の目的にかかわ

らず、本人の同意が必要なのだと思います。 

上野 それは分かりますが、「本人の同意が

得られないので」と言えばいいのに「個人情

報保護法の関係で教えられません」というの

は何か大げさな感じがします。 

 

 

目的によらず、個人情報の第三者提供には

本人の了解が必要である（本人自身が了解す

るかどうかがポイントである）。 

Q15 お中元・お歳暮を贈るための住所問い合わせは拒否できる？ 

結 論 
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上野 小学校で授業参観日に生徒の下駄箱

の名前を見えないようにしたり、保育園で運

動会の写真の配布を中止したりした例がある

そうです。これはどうなのでしょうか。 

齊藤 学校が生徒の個人情報データベース

を持っていて、そこから生徒の名前を出力し

て下駄箱に貼り、それが第三者の目に触れる

のであれば、厳密に解釈すれば第三者提供に

該当するのでしょう。 

しかし、この場合はそのように使うことも

前提に情報を取得しているのでしょうから、

そこまで厳密に解釈しなくてもよいのではな

いかという疑問があります。 

上野 個人情報保護法は個人情報取扱事業

者が対象で、5,000 人以上ということですが、

公的機関の場合は別の規定があるのですか。 

齊藤 公立の学校であれば、民間事業者を対

象とした個人情報保護法とは別の行政機関の

個人情報保護法の適用があります。 

上野 下駄箱の名前を見えないようにする

というのは、その人が在籍していることをク

ローズしようとしているわけで、それが保護

法の何と関係するのでしょうか。 

佐藤 学校としては生徒の氏名が貼ってあ

るだけでも個人データを安易に公開している

とみなされ、安全管理義務違反の責任を問わ

れるケースが出てくる、ということを懸念し

ているのではないでしょうか。 

Q16 
生徒の下駄箱の名前が見えないようにする必要性は？ 

運動会の写真の配布中止は？



新春放談 

37 
 

齊藤 たしかに厳密に言えば個人情報保護

法の問題もあるのでしょうが、むしろ、学校

関連の事件が多発していますから、大勢の人

が来るときはできるだけ情報が外に出ていか

ないようにという配慮からであって、個人情

報保護法以外の観点からの対策のような気が

します。 

上野 おっしゃるように、個人情報保護法か

らの観点ではないですね。別の意味の安全と

いうことだと思います。 

齊藤 単なる保護法対策であれば、やり方は

いろいろあると思います。たとえば、入学時

に「当校はこのように使います」と何かに書

いておいて同意を得ておけばいいことですか

ら。 

成田 私立の学校のホームページを見ると、

個人情報の取り扱いについて掲載している学

校がたしかに増えています。 

我々の時代は下駄箱に名前が貼ってある

のは当然と考えられていましたが、子供をね

らう犯罪が増え、安全面を考えて、個人情報

保護法と合わせて名前を掲示しない動きにな

っているのだと思います。 

上野 保育園が運動会の写真を配布しない

ようになったのも同じですね。でも、写真を

個人データに結びつけるのは無理ではないで

すか。 

齊藤 必ずしも無理とは言えません。映像情

報も個人の顔がはっきり写っていれば個人情

報ですし、その写真を個人別に整理すれば、

個人情報データベース等を構成する個人デー

タと言えます。ただし、それを理由に写真を

配布しないというのはいかがなものかという

感じがします。 

成田 カメラマンがパチパチ撮った写真が

掲示され、そこに自分が写っていたとしても、
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データベース化されているわけではないです

から、個人情報保護法的には問題ないと思い

ます。 

上野 配布を中止すると言っているのです

から、何らかの整理がされているはずです。

それでも目的がハッキリしていれば問題ない

と思うのですが。 

成田 むしろ肖像権とかプライバシー権の

問題であって、そこに個人情報保護法という

名前の法律ができ、それにからめて保護者か

らクレームが来るくらいなら、いっそのこと

中止しようと、ある意味で安直な方向ではな

いかと思います。 

齊藤 個人情報保護法というのは、あくまで

も個人情報の有用性に配慮して、個人の権利

利益を保護するとともに、一定のルールのも

とに個人情報を使おうというもので、保護と

利用のバランスをとった法律です。危険性が

あるから利用自体を止めようというのは、法

律の趣旨とは合わないのではないでしょうか。 

成田 企業であれば、ルールを守って情報を

利用し、利益をあげるのですからよいのです

が、学校や保育園にしてみれば、良かれと思

ってわざわざ手間ひまかけた行為について保

護者からクレームが来るなら止めてしまおう、

ということになるのでしょうね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法の観点からは別の対応法

が考えられる。 

結 論 
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上野 小中学校で連絡網の名簿を廃止し、前

後の関係者のみを表示するようにした例があ

るそうです。Ｑ１６と似ていますが、これは

どうなのでしょう。 

成田 個人データを他の家族の方に教える

ということで、第三者提供になるのではない

かと思います。 

上野 連絡のために名簿を作ることを言え

ばよいのではないですか。嫌だと言う人には

連絡がいかないことになりますが、載せるこ

との了解をもらえば問題ないと思うのですが。 

齊藤 おっしゃるように、同意を得たうえで

作った名簿であれば、保護法上問題はありま

せん。 

前後の関係者のみを掲載するのは、法第２

３条（第三者提供の制限）というより、法第

２０条（安全管理措置）の義務の関連で、リ

スクの低減を考慮し、漏れたときの被害を少

なくしようという面もあるのではないでしょ

うか。 

佐藤 一人が反対しているので止めたとか、

反対者を載せないで名簿を作ると反対者が明

らかになるから止めたということを聞いたこ

とがあります。父兄の反応に学校側が過敏に

なっていると思います。 

成田 特に学校の名簿そのものは、お金持ち

の子弟が通う私立であるほど価値ある情報に

なりますから、二次被害を防ごうという気持

ちが強いのだと思います。その気持ちが分か

らないわけではないのですが。 

Q17 小中学校の連絡網の名簿廃止はなぜ？
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上野 反対論がある場合にどうするかとい

うことになりますが、「その場合は連絡が行

きませんよ」ではすまないのでしょうか。 

佐藤 そのような対応をすると父兄からの

反対や意見を放置しているとされ、学校側と

しての責任を追及されるので、過敏になって

いるわけです。 

齊藤 「連絡が行きませんよ」とは先生は言

えませんでしょうから、連絡網から外れたと

しても、おそらく別ルートで連絡することに

なるのだと思います。 

 

 

対象者が名簿掲載に同意すれば問題はな

い。 

 

 

結 論 
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上野 卒業生名簿や会員名簿の作成を中止

していることがあるそうです。卒業生名簿を

有志が作るのであれば問題ないと思いますし、

会員名簿も、今は会員名簿を作るからと言っ

て情報を集めています。 

成田 有志が卒業生名簿を作る場合は、個人

情報取扱事業者に該当しませんし、5,000 人

を超えても問題ないと思います。学校が作る

のであれば、事業に供するとみなされるので

はないですか。 

上野 名簿を作るのを中止しているという

のは、漏えいすることを危惧してのことであ

って、作ってはいけないということではない

と思います。それとも同意を得ないで作って

はいけないということですか。 

成田 学校が個人情報取扱事業者としての

範囲内で作るのであればよいわけです。 

上野 了解を得て作ったとして、情報が学校

側から漏れた場合は安全管理の責任を追及さ

れるのは当然として、名簿をもらった人から

漏れた場合も、作った人が責任を追及される

のですか。市販の職員録は入手したほうの責

任になっていましたが。 

齊藤 学校が各人の同意を得て卒業生名簿

を作り、その情報が名簿を受け取った人から

漏れた場合は、名簿を作った学校の責任には

なりません。 

成田 名簿を作ってみんなに配ることを了

解してもらってのことですから、それより先

のことまでは責任追及されないと思います。

Q18 卒業生名簿や会員名簿の作成中止は不適切な対応の結果 
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自分の情報が漏れることを心配する人は同意

しないという選択ができるのですから。 

上野 筋としては、作成を中止するのではな

く、同意を得て作るということと思います。 

成田 問題になるのは、同意を得るのは面倒

だとかで、ほかの人から聞いて作ってしまい、

後からクレームが出たりして作成を中止する

という、不適切な対応の結果なのだと思いま

す。 

 

Ｑ１７と同じで、本人の同意があれば名簿

の作成をしてよい。 

結 論 
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上野 長者番付の発表中止は、新聞でも個人

情報保護の動きの中で見直していると報道さ

れています。長者番付は個人情報保護法と直

接の関係はないと思いますが、個人情報保護

法からみても何かに触れるのですか。 

齊藤 法律に基づいて公表しているので個

人情報保護法違反ではないのですが、見直し

をしている背景には、個人情報保護法の施行

を含めて個人情報に対する意識の高まりがあ

ることは確かです。それだけではなく、高額

納税者のリストに載ると、多額の寄付の要請

があったり、盗難や誘拐等の犯罪被害者にな

ったりする危険性が高まるといったことを聞

きますから、そういうリスクを避けるという

面もあると思います。 

上野 法律に基づいて発表していることな

ので問題ないのですが、もしそれがなければ、

内容的には第三者提供に該当することになり

ますね。 

成田 おっしゃるとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律に基づいて公開する場合は規制対象

外である。 

Q19 長者番付の発表は規制対象外

結 論 
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上野 個人情報保護法が個人情報取扱事業

者に適用されるのはそのとおりですが、散在

情報については、個人情報取扱事業者でなく

ても、入手するときに相手に利用目的を告げ

ることは規制対象になっているのですか。 

齊藤 法第１５条以下の義務規定は、個人情

報取扱事業者が対象です。 

なお、法第３条の基本理念（個人情報は、

個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱わ

れるべきものであることにかんがみ、その適

正な取り扱いが図られなければならない）は、

個人情報取扱事業者だけでなく、国・法人・

個人すべてにかかわるものです。ただし、こ

れに従わなかったからといって罰せられるこ

とはありません。 

佐藤 ただし、たとえば我々司法書士が適用

を受ける法務省のガイドラインでは、5,000

件以下の個人情報を取り扱う事業者も一定の

管理義務を課しています。 

このように、法第８条に基づいて各分野、

業種ごとに管轄する省庁からガイドラインが

出ていることがありますから、ガイドライン

にも注意する必要があると思います。 

齊藤 そうですね。ただし、5,000 件以下の

個人情報を取り扱う事業者が義務違反したか

らといって、処分することはできないと思い

ます。 

 

 

 

個人情報保護法の義務規定が及ぶのは、個

人情報取扱事業者だけである。 

Q20 個人情報保護法の規制対象はどこまで及ぶ？

結 論 
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上野 個人情報保護法以外に、個人情報やプ

ライバシーの保護にかかわる法律としてどう

いうものがあるのでしょうか。 

成田 個人情報という言葉が出てくる法律

は今回の個人情報保護法が初めてですが、民

法の基本的な概念の中で、権利侵害、つまり

不法行為の中で情報を漏えいすることはプラ

イバシーの侵害として、民法第７０９条（故

意または過失により他人の権利を侵害した場

合［不法行為］の損害賠償）の漏えいに該当

すると言われています。 

企業間同士であれば、お互いが入手した情

報は他言しないと契約で定めますので、それ

に違反すれば民法第４１５条の債務不履行責

任が問われ、損害賠償責任を問われます。 

刑法でも名誉毀損とか信用毀損というこ

とで罪に問われることがあります。 

そういったことは従前からありますが、あ

くまでも抽象的ですから、それがプライバシ

ーとか個人情報という言葉で具体化され、少

しずつ成熟してきているのだと思います。 

上野 個人のプライバシーの保護に限定し

た法律としては、民法の不法行為ということ

になるのですか。 

成田 プライバシー侵害をした場合、契約関

係がなければ不法行為ですし、契約関係があ

れば、知り得た情報を漏らすのは契約違反に

なります。 

よく芸能人がプライバシー侵害だ、個人の

権利侵害だと騒いでいるのも、民法第７０９

Q21 個人情報やプライバシーの保護にかかわる法律としてほかに何がある？
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条に基づくものです。個人のプライバシー権

の侵害だということです。憲法でいえば第１

３条になりますが、憲法でも幸福追求権とし

か出ていません。 

ですから、プライバシーを保護する、個人

情報を保護するという概念は、時代の成熟と

ともに出てきた新しい考え方と言えます。 

上野 そうしますと、特定の個別法としては

今回の個人情報保護法が初めてということに

なりますが、いわゆるプライバシーを全面的

に保護するものではないですね。 

齊藤 個人情報保護法は個人情報取扱事業

者の義務を定めるもので、本人の権利につい

て定めるものではありません。したがって、

個人情報保護法に基づき損害賠償ができると

いうことはなく、損害賠償は民法に基づいて

請求することとなります。 

民法の損害賠償は保護法ができる以前から

あったもので、それは個人情報取扱事業者に

該当するか否かにかかわらず、すべての者に

適用されますから、個人情報取扱事業者に該

当しなくとも、プライバシーの侵害について

は気をつけなればなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護に関連する法律としては、民

法７０９条（不法行為の損害賠償）、民法４

１５条（債務不履行の損害賠償）がある。 

結 論 
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上野 個人データの漏えい等は主務官庁に

届け出ることになっています。１件の漏えい

でも届け出なければならないから大変だとい

うことも聞きますが、実際はどうなっている

のでしょうか。 

齊藤 漏えい等があった場合に、すべて報告

を義務づけているわけではなく、法に基づく

「報告の徴収」がないかぎり、任意の報告と

しています。ただし、１件でも報告してもら

いたいケースもありますから、件数で線引き

することはできません。 

最初に法の全面施行後半年で約５００件

の報告があったと申しあげましたが、そのう

ち４分の１は１件というものでした。 

上野 報告を受ける目的は、状況を把握して

施策を打とうということなのですか。 

齊藤 第一義的には個人の権利利益保護の

ために状況を把握し、必要があれば対策を打

つことです。勧告・命令は、まだ一度も実施

していませんが、報告に対しては、適宜、指

導をしています。実際、指導を２、３回繰り

返して改善された例もあります。 

 

 

 

 

 

 

個人情報の漏えいがあった場合は、１件で

も主務官庁に報告する必要がある場合もある。 

Q22 漏えいがあった場合、１件でも届け出るのか。

結 論 
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佐藤 一つ教えていただきたいのですが、個

人情報保護法の利用停止というのは、本人の

同意がない目的外利用や不正な取得を理由と

するときにしか請求できないのでしょうか。

たとえばその企業には利用されたくないとい

った理由では請求できないのでしょうか。 

齊藤 法律的にはできません。強いて言えば、

法第３１条の、苦情の適切かつ迅速な処理に

努めなければならないという規定で対処して

もらえるかどうか、というところでしょう。 

成田 悪質なＤＭが送られてきても、それが

目的外使用かどうかは立証できませんから、

嫌だと断わっても繰り返し送られてくるよう

なものに対しては、何か強制的に縛るものが

あればよいと思います。ある意味ではそこに

いちばんニーズがあるとも思えるのですが。 

佐藤 不正な取得であるかどうかを調査す

るにしても、入手経路までは開示請求できま

せんから難しいと思います。利用を制限する

ことにつながるかもしれませんが、不要又は

大量なＤＭで迷惑しているケースもあると思

いますので、何らかの利用停止請求を認める

ことを検討してもよいような気がします。 

上野 そういった個人からのクレームはど

こに出せばよいのですか。 

齊藤 事業者自身か、認定個人情報保護団体

の対象事業者であればその認定団体、あるい

はその事業者を所管している役所ということ

になります。ただし、法律に違反していない

かぎり、ＤＭを止めろとは言えません。 

Q23 個人の権限 
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上野 個人が拒否しているということでは

認められないのですか。 

佐藤 嫌だと言って拒否するのは利用停止

の理由にはならないのです。 

成田 ＤＭを受け取るのが嫌だという程度

のことであれば、来たＤＭを読まなければよ

いわけで、その程度のことに目くじら立てて

規制しては企業のほうも大変、ということで

はないかと思います。法律というのは、言っ

てみれば、個人の事情・企業の事情という双

方のバランスの上で成り立っているものです

から。 

上野 個人の情報というのは本人のもので

す。本人が嫌だと言っても、利用停止の理由

にはならないのですか。 

佐藤 この法律では、目的外利用と不正取得

以外では利用停止の理由にはなりません。ほ

かの方法としては、苦情処理機関に訴えるし

かないということでしょうか。 

齊藤 本人が拒否しているのにＤＭを送っ

ても意味がないから止めたらどうですか程度

の話はするのですが、止めなければいけない

とは言えません。 

この法律はあくまでも、義務規定があり、

義務規定に違反しているのを是正するために

本人が関与するという考え方であって、本人

に何らかの権利が与えられているわけではあ

りません。 

上野 しかし、利用目的に限定して使わな

ければいけない、という義務違反にはならな

いのですか。 

齊藤 利用目的には本人の同意は要りませ

ん。これに使うということを通知又は公表し

ておけばよいのです。 

成田 当社は入手した個人情報を製品案内

に使います、といったことをホームページに
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載せれば公表したことになるわけです。もし

全部に通知しなければならないとしたら、企

業はＤＭのかなりの部分を送れなくなってし

まうでしょう。 

上野 私どもは、研修のアンケートに「これ

によって事業案内を送らせていただくことが

あります。同意いただけたらアンケートにお

答えください」と書いています。取得すると

きに同意を求めているのですが。 

佐藤 契約の締結に伴い直接面前で情報を

提供してもらう場合は事前の同意が必要とな

っていますが、別の形で入手した場合は、事

後の通知あるいは公表すればよい、というこ

とになっていると思います。 

成田 職員録のようにすでに確立された情

報があり、それを今になって使えないとなる

と企業にとっては死活問題になりかねません

から、利用目的を公表していればよいという

ことにしているわけです。 

個人情報保護法というのは、端的に言えば、

個人が自分の情報を好き勝手にコントロール

できる法律ではなく、事業者が持っている情

報は自由に使ってよいけれども、不正になら

ないようにある程度の規制はある、というも

のです。そこで、企業側への規制として利用

目的の通知又は公表が必要ということになる

わけです。 

上野 通知又は公表というのは本人が見得

る状態ということではないのですか。 

齊藤 公表は本人が見得る状態とは限りま

せん。極端に言えば、官報に一度載せただけ

でもよいわけです。 

成田 いずれにせよ、それを見て「嫌だ」と

いうことは言えず、したがって本人の同意は

要らないということです。 

齊藤 この法律は、特定した利用目的が変な
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ものであればその事業者には個人情報が集ま

らなくなり、変な利用目的は淘汰されるだろ

うという考えですから、一気に規制がかかる

話にはなりません。 

成田 常識的な自由競争の社会であれば、そ

ういったものは自然淘汰されて、健全な社会

になっていくのでしょう。 

佐藤 氏名とか住所という情報は、これまで

公表され、利用されることによって社会の利

便性を高めてきたという側面もあると思いま

す。 

先ほどの学校の例ではありませんが、個人

情報の提供を一切拒否するというのではなく、

ある程度は個人情報を共有して利用するとい

う意識も必要ではないでしょうか。 

個人情報の保護もさることながら、一方で

は情報を有効利用することも考えていかなけ

ればならないと思います。 

上野 話を蒸し返しますが、自分の個人情報

をＤＭなどに使われることは拒否できないと

いうことですと、卒業生名簿や連絡網を作る

ときは同意が要るのですか。 

齊藤 法律で同意が必要なのは、目的外利用

と第三者提供のときだけです。卒業生名簿や

連絡網の配布は第三者提供に該当するので、

同意が必要となります。それ以外は、同意は

要りません。 

ですから、ＤＭを受け取るのが嫌な場合で

あっても、ＤＭに使うという目的が通知又は

公表されていればよいわけです。 

成田 ＤＭは製品の紹介や案内を目的にし

ているので、本人が同意していなくてもよい

ことになります。もし同意が必要という法律

であれば、企業はすべてのＤＭに関して一か

ら個人に同意を求めなければならないという

ことになってしまいます。 
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上野 それなら、名簿を作るときも同意が要

らないではないですか。 

齊藤 それは第三者に提供するから必要な

のです。 

成田 名簿は作ったものを皆さんに提供し

ます。学校が卒業生に案内を送るのに使うの

であれば（第三者提供ではなく）、利用目的

を公表しておけばよいことになります。要は、

企業と個人が向かい合った連絡は、第三者に

提供しているのではありませんから、よいわ

けです。 

それと、目的外と言いましても、製品の案

内とか学校の行事案内などはまず目的の範囲

内に入ってしまいます。どんなに悪徳商法で

も製品の案内であることはたしかなのですか

ら、案内が来ることは拒めません。 

この法律は、顧客からそういう苦情があっ

たときは適切な対処をしろということを企業

に義務づけているわけです。これも努力義務

ではありますが。 

上野 すると、本人が知らないところからＤ

Ｍが来たというのは、不当な方法で入手した

ということで訴えられないのですか。 

齊藤 公開情報から入手することもできま

すから、本人の知らないところからＤＭが来

たからといって、不当な方法で入手したとは

言い切れません。 

成田 不正取得であることが立証できれば

問題ないのですが、現実はまず難しい。 

上野 いちばん嫌なＤＭを拒否できないこ

とは、本来守られるべき点が守られていない

ようにも思います。これまで過剰反応ばかり

気にしていましたので、とても勉強になりま

した。長時間にわたって本当にありがとうご

ざいました。 
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本人の同意が必要なのは、目的外利用と第

三者提供だけである。個人情報を本人に対し

て利用する（ＤＭ等）には同意を必要としな

い。ＤＭに使うという利用目的については「通

知又は公表」を行えばよい。 

 

したがって本人は、事業者が法律上の義務

違反をしていないかぎり、ＤＭの拒否や個人

情報データベースからの削除を要求できない。

「拒否」を企業が受け入れているのは、ＤＭ

継続による悪影響を避けるための自主規制で

ある。 

 

結 論 
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