
 

 

このところ企業にお

件が頻発し、経営者が記

漏えい事件の多くは、従

や事故、犯罪に起因して

における個人情報保護

実践が不十分であること

企業には、適正な個人情

めに情報セキュリティ

られている。 

この両方が、整備、実

報保護対策が実施され

るのだが、実際は、冒頭

本稿では、個人情報保

面、つまりビジネス倫理

考察していきたい。 

 

 

 

 

個人情報の保護に関す

保護法）は平成 15 年４

成立した。ようやくでき

までの道のりは長かった

表１をご覧頂くと分か

この法律の成立が欧米

明確に出ている。日本人

バシー）という概念の

考慮した上でも、20年以

本主義経済圏の中では異

の動きを見ると、ＯＥＣ

発令などを契機として

が分かる。 

日本は「外圧に弱い」

情報保護法の成立につい

きに他ならないと言える

圧によるにしろ、個人情

化への対応の一つとし

のが正解であろう。 

企業

大きな社会変化へ

個人情報
 

 

 

 

 

個人情報保護対策としての人的セキュリティ 
 

 

ける個人情報の漏えい事

者会見等で陳謝している

業員など、人による過失

いる。このことは、企業

に関するビジネス倫理の

を意味している。一方で

報保護対策を実施するた

の側面からの対応も求め

践されて、初めて個人情

ていると見ることができ

の通りの状況である。 

護対策の中でも特に人の

の確立の重要性について

る法律（以下、個人情報

月に２年間の審議を経て

たかとの感がある。成立

。 

るように、日本における

各国に比べて遅いことが

の個人情報（特にプライ 

欧米各国との違いを十分

上の遅れがあり、同じ資

質と思われる。日本政府

Ｄ８原則公表、ＥＣ指令

大きく進展していること

と言われているが、個人

ても、その外圧による動

。しかし、このような外

報保護法は大きな社会変

て成立したと受け止める

 

 
におけるビジネス倫理の確立 

 

表1 世界各国における個人情報保護の法制化の歩み 
1970 

年代  
欧米各国で個人情報保護の法制化進む  

1974  アメリカ：プライバシー法 

1977 ドイツ：連邦データ保護法 

1978 
フランス：データ処理、データファイル及び個

人の諸自由に関する法律 等  

1980 OECD 理事会勧告：OECD8 原則 

1981 
行政管理庁（現総務省）「プライバシー保護研

究会」設置 

1982 
同上研究会「個人データの処理に伴うプライ

バシー保護対策」公表 

1985  
総務庁（現・総務省）｢行政機関における個人

情報の保護に関する研究会｣ 設置 

1987 

（財）日本情報処理開発協会「民間部門にお

ける個人情報保護のためのガイドライン」発

表 

1988 
｢行政機関の保有する電子計算機処理に係る

個人情報の保護に関する法律｣ 公布 

1995  ＥＵ指令 

1997 

通産省「民間部門における電子計算機処理に

係る個人情報の保護について（指針）」改訂：

いわゆる「個人情報保護ハンドブック」 

1998 
（財）日本情報処理開発協会「プライバシーマ

ーク制度」導入  

2001 
第一次個人情報保護法案国会提出、継続審

議、翌年廃案 

2003 
5 月 第二次個人情報保護法案国会提出、成

立、関連4 法と共に公布 

の対応で誕生した 

保護法 

出典：BEI ビジネス倫理研究所 

 

大きな社会の変化とは、まず、ＩＴ技術によっ

て、個人情報が企業や行政機関など社会のさまざ

まなところで流通、利用され、大量に処理される

という、いわゆる情報ネットワーク社会が急速に

進展したことである。これは個人の立場からする

と、今の社会構造では、自分の情報、つまり「個

人情報」を何らかの形で社会に提供しなければ、
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有益な情報やサービスを十分に享受することが

できない状況にあることを意味している。 

逆に企業側からすると、事業に適した有用な内

容の個人情報をより多く持つことが、事業拡大の

チャンスの大きさを意味することになる。事実、

顧客情報の囲い込みがさまざまな形ですでに行

われているのは周知のことである。市場における

個人情報は、情報主体である私たち個人が思って

いる以上に利用価値のあるものになってきてい

る。 

二つ目に、国内の個人情報の漏えい事件の多発

がある。ＩＴ社会においては、データを大量の紙

で保存した時代と違い、大量のデータが小さなフ

ロッピーディスクやＣＤなどに容易に保存でき、

持ち運ぶことができる。半面、このことは、事故

や不正による情報漏えいなどが発生しやすい環

境をつくることとなった。ＩＴ社会において、個

人の権利利益は、いとも簡単に侵害されやすい状

況にある。 

最後に経済のグローバル化への対応が挙げら

れる。１９８０年ＯＥＣＤ理事会勧告の「ＯＥＣ

Ｄ８原則」、そして１９９５年のＥＵ指令、特に

「第三国条項」（個人データ保護レベルの低い第

三国への自国民個人データの移転禁止条項）が発

表されたのを契機として、世界各国で個人情報保

護の法整備が急速に進んできた。しかし、我が国

はこのような時代に即応した個人情報を保護す

る法律の整備が遅れていたことから、各国と国際

的な整合性を保つためにも法制度の整備を急ぐ

必要があったということである。 

一方で個人情報保護法の基本的な狙いを見て

みると、同法では、利用価値の高い個人情報の利

用について、企業が利用する上で個人の権利利益

を保護していくことを第一に掲げている。しかし

ながら同法では、個人情報の活用が市場経済の発

展には不可欠であり、その活用を促進するともし

ている。 

このことから、企業は、個人情報を活用するこ

とを主眼として準備を進めているというのが現

状である。同法に個人情報の活用を一つの狙いと

する側面がある以上、企業の立場からいえば個人

情報の保護を優先するより、その活用に精力を注

ぐことになるのは当然の帰結かもしれない。この

ことは企業活動が引き起こしてきた不祥事件の

歴史的事実を見ても明らかである。今後の各省庁

のガイドライン、各企業団体から出されるガイド

ラインに個人の権利利益を保護していく内容が

盛り込まれることを期待したい。 

また、企業の不祥事に対し、更に厳しさを増し

てきている一般社会の目が、企業の個人情報活用

優先の論理をどこまで抑制できるか。これには企

業の良心が必要であり、ビジネス倫理に取り組む

企業がどの程度良心を持っているかが企業の実

施状況を見るポイントとなる。現在大手企業では、

ビジネス倫理の導入に加え、ＣＳＲ（企業社会的

責任）の戦略的活用など企業独自の新たな動きも

活発化してきており、 

注目していきたい。 

 

個人、政府、企業、それぞれの課題 

 

元来、優れた情報セキュリティなしに個人情報

を守ることはできない。特に近年では、新しい技

術の導入やビジネスモデルの採用により、個人情

報の保護に関連するリスクが更に高まったこと

もあり、この傾向が続いているようである。確か

に、個人情報の保護施策における情報セキュリテ

ィの貢献は大きい。しかしながら、最近の個人情

報の漏えい事件の多くが従業員など人による過

失や事故、犯罪に起因していることを考えると、

情報セキュリティ技術がどれだけ進歩したとし

ても、漏えい事件はなくならないだろう。 

個人情報保護についてのビジネス倫理の確立

は、昨今の漏えい事件の頻発を見る限り十分とは

言えない。企業の実行する個人情報保護対策は、

現在のところ、情報セキュリティ面からのアプロ

ーチが中心のようであるが、不祥事の多くが人に

起因しているという現状では、従業員のビジネス

倫理に対する意識の徹底に更に注力することが、

企業には重要である。そのために、情報セキュリ

ティ対策と、ビジネス倫理の観点からの従業員へ

の啓発活動という両面から、個人情報保護施策を

進めていかなければならない。 

大まかに言えば、個人情報を活用する働く人々

に焦点を当て、ビジネス倫理の観点からプライバ

シーポリシーを策定し、働く人々の行動を律する

ことであり、一方で一般社会に対して、このポリ

シーを公表することである。 
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個人情報保護法は企業の自律的な義務の励行

を基本としているわけだが、だからといって活用

する企業側だけの問題として捉えることは危険

である。活用される情報主体である個人の、個人

情報の有用性や保護に対する認識の向上が望ま

れると共に、政府による諸制度の整備も必要であ

る。つまり、個人情報の保護への対応には、個人、

政府、企業の三者の適切な責任分担が励行されて

いることが重要なのである。 

 

教育、ルール作り～求められる企業の対応 

 

昨年６月、三菱総合研究所と（株）ＮＴＴ‐Ｘが

「goo リサーチ」のビジネスモニターに対して情

報セキュリティに関する意識調査を行った。

（ http://research.goo.ne.jp/Result/0306cl25

/01.html）。 

調査結果で最も注目したいのは、従業員個々の

セキュリティリテラシー（情報を安全に活用する

知識）の向上が、システムによる情報セキュリテ

ィの確保以上に重要なポイントであると認識さ

れていることである。調査結果ではこの回答が

70％（図１）を超えている。 

また、勤務先でのＩＤやパスワードの管理につ

いては、「明文化されたルールがある」との回答

が55％しかなく、情報セキュリティに関するルー

ルの明文化が進んでいない現状が見て取れる。ま

た、セキュリティ教育を受けていないとする回答

者は40％も存在し、更に定期的に受けていないと

する回答者も50％いた。企業が十分な教育を実施

していないことがうかがえる。 

一方、昨今発生している個人情報漏えい事件

（表２）を見てみると、漏えい事件の多くが従業

員など、人による過失や故意の犯罪に起因してい

ることが、ここでも確認できる。 

これらの結果から企業における実態を推測し

てみると、アンケート結果については個人情報保

護への対応ということにすべてを当てはめるわ

けにはいかないとしても、企業の情報セキュリテ

ィにおける従業員への教育不足が目立つもので

あり、従業員の意識の高さとは対照的である。 

この意識の違いが個人情報漏えい事件として

表面化しているのではないだろうか。企業におい

て情報セキュリティのルール作りはもちろん、教

育という基本的なことも十分にできていない状

況では、ビジネス倫理の確立は程遠い。業績をつ

くるのも不祥事を起こすのも従業員である。企業、

組織として、従業員へどう対応していくのか。こ

こに、ビジネス倫理確立のポイントがある。 

＜表２＞ 
企業 時期 流出

数 

内容（発生要因） 

コンビ

ニエン

ススト

アー 

平成

15） 

６月 

56万

件 

委託先のシステム開発運

用会社管理の開発用コン

ピュータから故意に抜き

取られた可能性が高い（従

業員？） 

鉄道 

会社 
１２月

13万

件 

委託先の会社ID による通

常業務以外でのサーバー

アクセスの痕跡が認めら

れているが、これによる流

出か否かは確定できてい

ない（従業員？） 

消費者

金融 

平成

16） 

１月 

最大

120

万 

件 

情報系、キャッシング系の

２つのサーバシステムか

らの情報流出の可能性が

高いと判明。情報取得者は

特定できてない（従業

員？） 

プロバ

イダー
１月 

450

万 

件 

ＩＤ、パスワードが担当者

の退職後も変更されるこ

となく有効であった。個人

データ管理の不備。 

（元従業員による犯行） 

通信販

売会社
３月 

130

万件

データは 1998 年のものの

一部で、その時点での約

66 万件のデータが漏えい

した可能性もある。（当時

の従業員による犯行） 

信販 

会社 
４月 

10万

件 

保険商品のダイレクトメ

ール用に抽出した会員デ

ータ9万9789人分のファ

イルから情報が流出した

可能性が高い（従業員？）

 

出典：ＢＥＩビジネス倫理研究所 
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＜図１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会的認知を求

 

「消費者保護

対する行政の姿

での「消費者を

「自立する消費

換である。消費

行動が求められ

これらの意識

人情報保護法の

が機能するかど

行に掛かってい

企業としては

れている中、社

保護を進めなけ

閣議決定された

化と併せて、そ

められているの

この基本方針

明確化、②責任

三つの事項から

これを企業と

の視点が必要と

ネス倫理を導入

（図２）を構築

でき、結果とし

しては次の通り

 

める「個人情報保護基本方針」 

基本法」の改正案では、消費者に

勢の転換が示されている。これま

保護する」という立場ではなく、

者を支援する」という立場への転

者には、消費者の自己責任による

ているといえる。 

の浸透には時を要する。そこで個

機能に期待するのであるが、同法

うかは、企業の自律的な義務の励

るといっても良い。 

、消費者にも自立の方向が求めら

会から納得される形での個人情報

ればならない。そのため、４月に

「個人情報保護基本方針」の具現

のためのビジネス倫理の実践が求

である。 

は、①事業者が行う措置の対外的

体制の明確化、③従業員の啓発の

成っている。 

して取り込むにはビジネス倫理

なってくる。つまり、企業がビジ

し、「ビジネス倫理プログラム」

することで個人情報の保護も包括

て対応が可能となる。実施の例と

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典 「gooリサーチ」 

  

①事業者が行う措置の対外的明確化 

個人情報保護に対する企業の考え方や方針

を明文化し、内外に宣言することと解するこ

とができる。このためには、プライバシーポ

リシーを別途作成する必要があるが、その内

容については「ビジネス倫理プログラム」で

いう経営の意思表明としての倫理綱領、行動

指針などに収録することが考えられる。 

②責任体制の明確化 

推進組織とその体制のことで、規程類、諸制

度の整備や組織的には専任部署の設置が最

良であるが、企業によって法務部門や総務部

門がその分掌の一つとして取り組むことも

できる。 

③従業員の啓発 

従業員の自律的な行動がビジネス倫理実践

の基本にあることから、自主性と自己チェッ

クの促進を狙いとした教育研修と相談窓口

（ヘルプライン等）の設置とそのツールの整

備が必要である。実施については、専任部署

による活動が最良であるが、教育研修などは

教育部門がビジネス倫理担当部門と連携し

て取り組むことが一般的であるようだ。 
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＜図２＞ 
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○ビジネス倫

ビジネス倫

「企業にとっ

こととして、

していくため

とができる。

一般社会との

本となる活動

構築とその実

ビジネス倫

る。その内容

よるが、基本

 

①実施宣言 

…倫理綱領

に公表（

シー） 

②推進組織整

…委員会や

配置 

③フォロー体

…教育・研

を整備し

④モニタリン

…監査部門

己診断や

 

① 宣言と、
3

Business Ethics Institute
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実践システムの運営と制度化

倫理プログラム（例）とＰＤＣＡサイクル

①実施宣言･･････倫理綱領の制定、配布、公表

②推進組織･･･････企業倫理委員会･倫理室設置

③フォロー体制･･･相談対応のホットライン整備・自浄システム

（浸透活動） ・教育、研修体制・ツール類制作

④モニタリング････倫理監査・自己点検・倫理意識アンケート

（実態把握） ・倫理自己診断

短
期
計
画 実践・研修 監査・調査

改
善

上記③と④についてＰＤＣＡ

 

ネス倫理プログラムの実践 

理実践の基本的枠組み 

理の実践とは、簡潔に言うならば

て法令遵守（じゅんしゅ）は当然の

それ以上のことについて社会と共生

に自発的に行動すること」というこ

この精神がステークホルダーを含む

信頼関係を生むことになる。その基

が、「ビジネス倫理プログラム」の

践である。 

理プログラムは４段階に大別され

は企業の規模や業種、風土などにも

的には次のように要約される。 

や行動憲章・基準などを制定し内外

個人情報保護ではプライバシーポリ

備 

専門部署を設置し、専門スタッフを

制 

修制度や相談対応のヘルプライン等

、浸透活動を推進 

グ 

による倫理監査、自己啓発の為の自

定期的な倫理意識調査等 

②推進組織の整備は、導入と共に 

 

実現されるものであり、③フォロー体制と、④モ

ニタリング制度は、持続的にマネジメントサイク

ル化し、経営計画の一つとして中期的な経営戦略

に基づき実行されていくものである。 

もちろん、個人情報の保護は、人的な対応だけ

では十分とは言えない。情報セキュリティについ

ても同様に取り組み、その向上とレベルの維持を

図っていくことで情報漏えい等の不祥事が減る

ことになる。その結果、初めて個人情報保護に関

するビジネス倫理が実践されていると見ること

ができ、一般社会からも認知されることになる。 

 

職場環境作りと経営トップの活動 

 

（１）職場環境の在り方と従業員 

 

漏えい事件は内部犯罪の比率が高い。その阻止

を図るためには、社員一人ひとりが個人情報を顧

客から預かっているという心構えを持つことが

まず求められる。その上で、漏えい防止等のため

の手続きを誤りなく確実に遂行していかなけれ

ばならない。発生するのが当たり前で、これまで

は表沙汰になっていなかっただけであるとの認

識を持つことも重要である。 

物理的側面から言えば、ＣＰ室入退出チェック

による所持品検査の厳格化や監視カメラの設置、

また、ＩＤ・パスワードや個人使用のＰＣ管理の

強化、ＰＣ携帯電話との連動についての検討とチ

ェック、更には顧客からの苦情受付窓口における
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個人情報取り扱い事項を整備するなどがある。 

業種、規模により各種各様の対応があると考え

られるので、各企業独自の研究が必要となろう

（この点、最近の事例で際立って報道されていた

のがヤフーＢＢである）。 

また、人的側面からは、自分の良心に照らして

おかしいと感じることを相談できるという環境

作りが重要なポイントとなる。まず、人間の心の

弱さ、隙間に気を付けることで、「出来心」や「つ

い魔が差してしまう」ような、不祥事につながる

環境の排除を、部署ごとに心掛けることが重要で

ある。更に確信犯行為については、他の社員によ

る不当と思われる業務行動や上司からの非倫理

的業務命令に対する対応制度として、問い合わせ

や救済のシステム（ヘルプライン）などを整備し、

内部牽制機能を向上させることが大切である。内

部通報者保護法の整備もあり、これは、現在一般

化しつつあるようである。 

 

（２）経営トップのプライバシーポリシーの公表

とビジネス倫理への姿勢 

 

個人情報保護を適切に行うためには、プライバ

シーポリシーの策定と実施が求められる。 

プライバシーポリシーは、策定後速やかに内外

に発表し、実施を宣言することが望ましい。この

ことは、個人情報保護に関するビジネス倫理実践

活動の起点となり、以後の推進計画全体を支える

ことになる。トップステートメントの内容とその

後における経営トップによる一般的な主な活動

例には次のようなものがある。 

①プライバシーポリシーの実行を自ら内外に宣

言する。 

経営責任として個人情報保護に真剣に取り組

むことをさまざまな機会に言及し、ステークホ

ルダーへの理解と従業員の参画意識の向上と

緊張感を涵養（かんよう）する。 

②経営トップによる倫理的活動の浸透を確かめ

るための活動を行う。 

ビジネス倫理に関することについて、社内研修、

行事や会議の冒頭、社外スピーチの機会などで

言及すると共に、その内容については、社内広

報誌やＩＲ誌などに定期的に掲載する。 

 

個人、政府、企業の適切な責任分担が課題 

 

事業展開における個人情報の重要性が今後更

に増大することは確かである。その一方で、情報

主体側の個人にどのような事態が発生するのか、

身辺に受ける影響の大きさなどは想定できない

ことが多いことも、企業としては十分考慮しなけ

ればならない。 

今回の「個人情報保護法」の制定について、国

民の権利、利益という視点からの議論が十分にな

されないままであったことは、忘れてはならない

ところだろう。また、同法の制定によって、どれ

だけ現場で個人情報に触れる従業員の意識が変

化してきているかといえば、甚だ心もとないこと

である。個人情報は漏えいしたことが公にならな

ければ分からないし、事件にならないこともあり、

今後も個人情報の漏えい事件が急に減ることは

ないだろう。 

同法の実効性ないしは問題点について、欧米先

進諸国の状況を更に検証して確かめることも重

要なことである。「個人情報保護法」は日本の法

律ではあるが、グローバルな視点からの反省が必

要との意見も聞かれる。その背景には、法制度の

更なる整備への要請の声と日本人のプライバシ

ー保護意識の向上ということがある。もちろん、

企業に対しても要請すべきことは多々あるが、個

人情報の保護についての認識が低いと考えられ

ている国民の意識変化が企業を徐々に変えてい

くことにもなるだろう。 

個人情報の保護において基本的に取り組むべ

き最も重要なことは、個人、政府、企業、この三

者の適切な責任分担とその励行を可能にするこ

とである。 

今後、このことを承知した上で、すでにグロー

バル化しているビジネス倫理の概念に基づき、と

りわけ為政者並びに企業に対し、その関係者すべ

てが責任を適切に分担するための法令、制度の更

なる整備、確立を望みたい。 

 

（了） 
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