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の様々な場面でやり取りされ，利用されている。子供が

所に提出し，子供が学校に入学したり，会社に就職した

ために本人だけでなく保護者の情報もやり取りされる。
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手に提供することが必要となる。このように個人情報が
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1. 個人情報保護の基本 

人は不愉快と感じるのである。言い換えれば，自分の情報を自分自身の意思に沿って

利用させることができれば，このようなことはなくなる。これこそがまさに個人情報

保護の基本となる考え方であり，この考え方に基づいて「自己情報コントロール権：

自らの個人情報を自分自身の意思に沿って利用させる権利」(図 1.1)が個人の権利と

して認められている。 

 自己情報コントロール権の考え方に従うと，個人情報の持ち主は常に本人であるこ

とになる。例えば，お客様から頂いた住所や氏名を自社のデータベースに登録して管

理をしていたとしても，このような情報はあくまでも本人から“預かっている”情報

にほかならないことを認識しておく必要がある。つまり，個人情報を取り扱う際には，

いついかなる場合でも持ち主である本人の意思に従わなければならないということで

ある。 

 

 

個人情報

・ 住所，氏名
・ 年齢・性別
・ 電話番号
・ 趣味，嗜好 など 病院

ホテル
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図 1.1 自己情報コントロール権 
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1.2 個人情報保護の歴史 

 個人情報の保護はもちろん日本だけで叫ばれているわけではない。欧米諸国をはじ

めとする多くの国々において個人情報の保護に関する法律が制定されており，我が国

の個人情報保護法も実はこのような個人情報保護先進国に
なら

倣って作られたものである。

ここでは，このような個人情報保護先進国の取り組みを参考に，個人情報保護の歴史

を振り返ってみる。 

 IT(情報技術)の進展により，個人情報が世界中でやり取りされるようになった 1970

年代以降，欧米諸国では個人情報の保護に関する独自の法整備が進められてきた。と

ころが，インターネットなどを通じて個人情報が瞬時に国境を越えてしまうようにな

ると，ある国では法律上問題がなくても送り先の国では法律違反になってしまう場合

があり，特に国際的に事業を展開している企業では，ビジネス上のトラブルに発展す

るケースも出てきた。 

 そこで，欧・米・日などが加盟する OECD(経済協力開発機構)は，多国間で個人情

報をやり取りする際に満たすべき個人情報保護のレベルを一定程度に保つため，1980

年に「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」を策定し，

加盟国はガイドラインに従って自国の法制度を整備することに合意した。このガイド

ラインに含まれる基本原則がいわゆる「OECD 8 原則」と呼ばれるものであり，既に

欧米各国ではこれに従って個人情報保護に関する法律が制定されている。やや出遅れ

てはいるが，我が国の個人情報保護法もこの「OECD 8 原則」に従って定められてい

る。以下に，「OECD 8 原則」の内容と個人情報保護法の関係を確認しておく。 

 

OECD 8 原則における用語の定義 

(a) 「データ管理者」とは，国内法によって，個人データの内容及び利用に関して決

定権限を有する者を意味し，そのようなデータが，管理者又はその代理人によっ

て，収集，貯蔵，処理，もしくは流布されるかどうかは問わない。 

(b) 「個人データ」とは，識別された又は識別されうる個人(データ主体)に関するす

べての情報を意味する。 

(c) 「個人データの国際流通」とは国境を越えて，個人データが移動することを意味

する。 

 15



1. 個人情報保護の基本 

 

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。 

 

 この原則には，個人情報の適正な取得と収集の際の本人への通知が
うた

謳われている。

個人情報保護法では，第 17 条(適正な取得)および第 18 条(取得に際しての利用目的

の通知等)に反映されている。 

 

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，完全であり最新なものに保たれなければならない。 

 

 この原則では，利用目的にかなった利用とデータの正確性の確保が謳われている。

個人情報保護法では，第 16 条(利用目的による制限)と第 19 条(データ内容の正確性

の確保)に反映されている。 

 

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。 

 

 この原則では，個人情報の収集の際に，目的を明確にすること，およびその目的の

範囲内で利用することが謳われている。個人情報保護法では，第 16 条(利用目的によ

る制限)と第 18 条(取得に際しての利用目的の通知等)に反映されている。 
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4. 利用制限の原則 (Use Limitation Principle) 

 個人データは，“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，又は， 

  (b) 法律の規定による場合 

 

 この原則では，「3. 目的明確化の原則」とも重複しているが，目的外利用の禁止が

謳われている。ただし，本人が同意すれば，利用目的の範囲外でも利用することも可

能としている。個人情報保護法への反映は「3. 目的明確化の原則」と同様である。 

 

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

 個人データは，その紛失もしくは不当なアクセス，破壊，使用，修正，開示等の危

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。  

 

 この原則では，個人情報を安全に管理することが謳われている。個人情報保護法で

は，第 20 条(安全管理措置)，第 21 条(従業者の監督)や第 22 条(委託先の監督)に反

映されている。 

 

6. 公開の原則 (Openness Principle) 

 個人データに係わる開発，運用及び政策については，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，性質及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。 

 

 この原則では，保有する個人情報の利用目的や内容等を本人に容易に知り得る状態

にしておくとともに，問い合わせ先等も公開しておくことが謳われている。個人情報

保護法では，主に第 24 条(保有個人データに関する事項の公表等)に反映されている。 
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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， 

   (i) 合理的な期間内に， 

   (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) 自己に分かりやすい形で， 

   自己に知らしめられること。 

  (c) 上記(a)及び(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及

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し立てること，及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。 

 

 この原則では，本人がデータの管理者に対して自己のデータを保有しているか否か

を確認できる権利および自己のデータの修正や削除を求める権利を謳っている。個人

情報保護法では，第 24 条(保有個人データに関する事項の公表等)のほか，第 25 条(開

示)，第 26 条(訂正等)，第 27 条(利用停止等)，第 28 条(理由の説明)および第 29 条(開

示等の求めに応じる手続き)に反映されている。 

 

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。 

 

 この原則では，組織内の個人情報管理責任者が，組織内の者たちにこれら 8 原則に

基づいて個人情報を管理させなければならないと謳っている。個人情報保護法では，

このような個人情報の管理責任者に対する義務を反映させてはいないが，法律に違反

する行為があった場合に管理責任者に罰則が適用される可能性があることを示唆して

いる。 
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1.2 個人情報保護の歴史 

 以上で，「OECD 8 原則」に定められた基本的な考え方が，個人情報保護法に踏襲

されていることがお分かりいただけたかと思う。 
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