
 

よりよい企業活動は、よりよい社会環境へ 
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はじめに 

 

「個人情報の保護に関する法

情報保護に関する一連の法律

行時期が１年後に迫った。「Ｉ

光と影」の影の部分に当たる

流失、漏洩、紛失事件等が法

さらに増加している。そこに

共通課題は、保護法の法規範

備のほか、民間企業や行政機

格に運用するための具体的な

インや、役職員の行動規範モ

時点で何ら示されていないと

あろう。本稿は、わが国の現
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向けた実践的取組課
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律」等個人

の全面施

Ｔ社会の

個人情報の

律の成立後

垣間見える

としての不

関が法を厳

ガイドラ

デル等が現

いう点で

状を踏まえ

つつ、各企業における法の厳格な実践を

保証するための方策および先進国たる

欧米の取組みの現状を紹介することに

ある。各種の事件を個人の問題として片

づけることなく、企業グループまたは全

社的な問題として考え、官民が一体とな

って早急に取り組むことが、結果的には

社会的不安や個別経営リスクの回避に

つながることを念頭に置くことが最も

重要である。 

＞ 

施行に 

題 

策定と 

の確立 

ント学会

 幹事 

 主査 

研二 

 

1.組織的対応を図るための基本的課題 

 

「個人情報の保護に関する法律（以下、

「保護法」という）」等個人情報保護関

連５法が、2005 年 4 月 1 日に全面施行さ

れる。 

これに閲し、保護法７条に定める基本

方針の審議が、現在、内閣府国民生活審

議会個人情報保護部会で行われている。

（既発表）そのなかで、民間事業者とし

て取り組むべき課題のイメージがみえ

てきた。すなわち、本年 3 月 16 日の同

部会に提出された「個人情報の保護に関

する基本方針案」（事務局案、注 1）によ

ると、個別の個人情報取扱事業者がいま

成すべき課題としては、 

①プライバシー・ポリシーの策定・公表 

②個人情報の管理責任者（一般的には

「プライバシー・オフィサー」）の設

置等責任体制の確保 

③従業員への啓発 

である。また、各業界の取り扱う個人

情報の内容、機密性の差、データベー

ス化の程度の差等に応じたガイドライ

ンの検討・策定・見直し等 
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が取り上げられている。 

10 年前のわが国の状況からみれば、こ

のような内容で十分であったかもしれ

ない。しかし、法整備が進んでいる欧米

と異なり、今回の保護法は完成度のいか

んにかかわらず、わが国で初めての個人

情報保護に関する基本法であり、インタ

ーネットを介して瞬時に個人データが

世界中を飛び交い、またその匿名性から、

「違法コピーや漏洩・流失」、「なりすま

し」、「スキミング」が横行するＩＴ社会

のなかで、個人のプライバシーをいかに

厳格かつ効果的に守るかが、本法を受け

た広義の金融機関や監督行政機関に課

された最大の課題であろう。以下、欧米

の例を紹介しながら、わが国は後発では

あるが、欧米に劣後しない独自のプライ

バシー保護体制を確立するには何に取

り組むべきかについて、個人的見解を織

り込みながら論じてみたい。 

なお、欧米の例を含めた金融機関にお

ける「プライバシー・ポリシー」の策定

にあたっての基本的留意点は、「月刊消

費者信用」2003 年 11 月号など（注 2）

ですでに述べており、今回はあえて説明

から除くが、同ポリシーは対外的に企業

の個人情報の取扱原則を公知のものに

するというコーポレート・ガバナンスの

中心をなすものであり、この機会に事務

管理・システム監査・人事管理等を含む

コンプライアンス体制そのものの再構

築を行わないと、漏洩・流失事件等が引

き続き発生し、結果的には損害賠償訴訟

や刑事事件につながりかねない。いわゆ

る 「プライバシー・リスク・マネジメ

ント」の重要性が急速に高まることは間

違いない。 

 

２．欧米の機密保護体制のポイント 

 

●企業人としての行動規範とビジネス

倫理の徹底 

行動規範（Code of Conduct）やビジ

ネス倫理（Business Ethics）といった

言葉自体がわが国では聞きなれないし、

その内容を正確に理解する機会も少な

いと思う。海外企業の経営理念をやみく

もに押しつけるつもりはないが、現実問

題として、ポリシーの内容はきわめて精

微に作成されていても、①企業ならびに

関連会社等の役職員が日頃の行動にお

いてどのように履行を保証するのかが

対外的に明らかになっていない、②同時

にその実践を裏づける行動規範が消費

者に明確になっていなければ、まさに画

餅になってしまうであろう。 

最近起きた一連の大量の個人情報の

流失事件をみても、プライバシー・ポリ

シーが公表されていたにもかかわらず

起きている。つまり役職員が相互に信頼

を持ちつつ、あるときには反対の立場で

いずれが企業にとって正しい道か、まさ

にコーポレート・ガバナンスの問題を解

決するコンプライアンス・プログラムが

確立されていなければ、消費者はその企

業に対する信頼感を永久に失うであろ

う。 

ここでは、わが国独自のコンプライア

ンスのあり方を考えるキーポイントを、

欧米の企業における行動規範とビジネ

ス倫理規範について米国の 3大信用情報

機関 （注 3）の 1 つであるエキファッ

クス（Equifax Inc.）の例で紹介する。 

 

●エキファックスの法令遵守体制 

欧米では、個人の信用情報を有料で販

売するクレジットビューローがあり（注

4）、わが国の CRIN と異なり、与信取引

以外の不動産賃貸や雇用契約時におい

ても必須のもので、金銭・経済的な信用
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情報以外に社会的な信用を管理する情

報貯蓄機関であるといえる。その社会的

責任がきわめて大きいことから、当然高

度なコンプライアンス体制やそのチェ

ック体制がある。 

エキファックスにおける「ビジネス倫

理およびコンプライアンス・プログラム 

（ Business Ethics and Compliance 

Program）」は、同社の全役職員が保持し

業務遂行時に必ず閲覧することが義務

づけられている。また、役員について別

途「倫理規範」が定められている（注 5）。

投資家の利益を重視しているほか、経営

の透明性の視点は、わが国の上意下達に

慣れ親しんだ企業人には、新鮮に感じら

れよう。なお、わが国でも「社訓・社是」

といわれるものがあるが、内容が抽象的

なものが多く、行動規範とはいえないで

あろう。 

 

①一般的に、法律違反が生じた場合、刑

事告訴のための政府との連携調査を

総務会（Company’s General Council）

の責任において行う。 

②本プログラムの最終責任は総務会に

あり、コンプライアンス・オフィサー

の指名、プログラムの執行、内容の改

訂、従業員からの匿名の報告に対する

対応を行う。 

③従業員は、社内で本規範や法律等に対

する違法行為が行われた、もしくは行

われる可能性があると信じる場合、会

社に匿名等により報告する義務があ

る。また、報告したことによる不公平

な扱いを受けることはない。 

④行動規範に閲し、仮に上司が違法な行

為に関与している場合、もしくは直接

上司と話し合いが困難な場合は、人事

部または総務会に適宜報告する必要

がある。 

⑤本ポリシーに違反した場合は懲戒処

分（disciplinary action）または即

時解雇となるが、それらの措置に異論

があれば、上司またはコンプライアン

ス・オフィサーと相談が認められる。 

 

３．示唆に富むオ－ストラリアの取組 

 

欧米の例でみるとおり、歴史的に人権

としての「プライバシー権」を企業なら

びに各人が認識し、かつ後述するとおり

第三者機関が個人情報の持つ機微性が

強い問題を、独自の立場から判断を行い、

場合によっては司法機関の判断に委ね

る等（注 6）、個別具体的かつ機動的な運

用を行っている。このことが、問題を水

面下で泳がせることなく、迅速に対応・

解決することにつながっているといえ

る（注 7）。 

一方、わが国の民間ベースでの具体的

取組みはこれからである。たとえば業界

の特性（とりわけ欧米では金融取引情報

や医療情報保護に関する厳しい見方が

強い） に即して保護法 37 条以下に定

める民間の認定個人情報保護団体等が

中心となって「プライバシー・ポリシー」

や「ガイドライン」を策定することを義

務化したとしても、その内容や運用が結

局事業者任せであれば、わが国のように

歴史的にノウハウの蓄積がない場合、保

護法の精神と運用の乗離はますます広

がろう。 

ここで、1 つの解決策として、オース

トラリアが 2001 年 12 月から実施してい

るプライバシー・ポリシーの内容を独立

監督機関等が検証、裁判所が最終的に承

認する制度を紹介する。同制度の基本理

念は民間事業者の自主性を十分尊重し

つつ、有効に機能するポリシーの策定や

裁判所も含めた適正な運用を確保する
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点にある。これからテイク・オフするわ

が国において、大変参考になると思われ

る。 

 

●保護法制の概要 

オーストラリアは、旧法（1988 年プラ

イバシー法）から、2001 年 9 月に成立し

た「修正プライバシー法（Privacy 

Amendment（private Sector）Act 2000）」

に基づき、民間部門を取り込んだ内容に

対象を拡大し、同修正法を 2001 年 12 月

21 日に施行した。これにより、オースト

ラリア連邦政府は個人情報保護に関し

て、①民間部門および医療機関等の健康

維持サービス提供機関に適用される「全

国プライバシー原則（10 原則）」、②連邦

政府機関に適用される「情報プライバシ

ー原則（11 原則）」の原則を有すること

となった。また、これらを監督する独立

行政機関（independent Office）である

連邦プライバシー委員は、同法以外の法

律、たとえば、「1997 年電気通信法」、

「1953 年全国健康保護法」、「1991 年個

人データ（介護および納税を含む）照合

法」、「1914 年刑法」に関しても監督権限

を持つ。 

 

●ポリシー策定のためのガイドライン 

オーストラリアでは、連邦プライバシ

ー委員（Federal Privacy Commissioner） 

による民間企業のポリシー策定に関し、

前記原則の適合性の助言など支援を行

うとともに、その承認を行い、最終的に

は連邦裁判所で決定を経て登録される

ことになる。これらの手続の詳細を定め

たのが「プライバシー・コード（ポリシ

ー）策定のためのガイドライン」（全7章）

である。 

 

 

 

4.わが国保護法制のさらなる検討課題 

 

欧米とりわけプライバシーの権利を

重視する EU 加盟国における立法の動向

についても、わが国の立法に至る審議過

程で専門家による分析がなされてきた。

しかし、ＩＴ社会とりわけインターネッ

ト社会の拡大により「なりすまし」、「ス

パム」等が拡大しており、こうした不正

行為は人権問題としての性格がいっそ

う高まっている。 

また、国会の審議でも問題になった点

であるが、EU では別掲資料で紹介すると

おり、個人情報保護に対する行政的関与

がなじまないという考えから、独立監督

機関を設置し、司法分野と連携しながら、

個別問題に迅速に対応する体制を作り、

運用しているのが最近の傾向である。 

同時に、違法な取扱いを厳格な処罰を

もって臨む国が多い点も EU の特徴であ

り、その内容も別掲資料に紹介した。な

お、EU 現加盟 15 カ国は 1995 年の「個人

情報保護に関する EU指令（95／46／EC）」

に基づく新規国内立法・法改正を行って

いるが、このような積極的な取組姿勢の

背景には、クロスボーダー取引を相互に

行うためには共通の法的インフラを整

備しなければならないという理念があ

り、この傾向は EU 以外の国にも広がっ

ているという事実を念頭に置いておく

ことが必要であろう。 

 

（１）第三者監督機問の設置問題 

 

わが国の保護法は、監督行政機関が保

護法違反に対し勧告、命令、罰則等を行

ういわゆる行政処分型の制度を採用し

た。前述したとおり、このような保護制

度は欧米ではほとんどないといえる。つ
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まり、わが国は従来から消費者保護に対

する施策の中心は行政機関であり、今回

の保護法もそれを踏襲したといえよう。 

しかし、このような消費者保護の仕組

みが十分に機能しているかといえば

100％の賛成は得られないであろう。よ

く「オンブズマン制度」は、なぜわが国

で定着しないのかという問題が提起さ

れる。反面、欧米等ではたとえばオース

トラリアでみるとおり、公的オンブズマ

ン制度がある。このような対応の背景に

法律等を厳格に運用するノウハウがあ

る。この点は、わが国における優先度の

高い課題の 1つであろう。 

 

（２）具体的なガイドラインの策定と運

用方法 

 

一例であるが、オーストラリアの「個

人情報保護法」を具体的に徹底する施策

として次に例示するような数多くのガ

イドラインが公表され、取扱事業者の機

密性保護の指針となっている。その特徴

は、一読してわかるとおり、具体性を持

たせ、委員の監督の下で実践的な効果を

あげている点である。 

 

＜ビジネス分野＞ 

①全国プライバシー原則に関するガイ

ドライン（勧告） 

②プライバシー・コードの策定に関する

ガイドライン（勧告および拘束性） 

 

＜医療分野＞ 

①個人の健康管理におけるプライバシ

ーに関するガイドライン（勧告） 

②医学研究における 1988 年プライバシ

ー法 95 条に関するガイドライン（拘束

性） 

③老人医療保険および薬剤投与サービ

スに関するガイドライン（拘束性） 

 

＜政府分野＞ 

①職場での E-mail やサイトの閲覧に関

するガイドライン（勧告） 

②政府機関内の個人間のプライバシー

お よ び 公 開 鍵 （ public Key 

Infrastructure）の使用に関するガイ

ドライン（勧告） 

③連邦政府機関から連邦議会議員への情

報伝達に係るガイドライン（勧告） 

 

（３）EU における個人情報保護と消費者

信用法のあり方 

 

ここでは、イギリス、フランス、ドイ

ツの信用情報およびその保護に関する

法制度について簡単に紹介するが、EU 加

盟 1５ｶ国は 1986 年 12 月 22 日「消費者

信用に関する EU 評議会指令（以下、「旧

指令」（87／102／EEC）に基づく消費者

信用法を制定している。 

 

●イギリス 

イギリスは欧米では米国に次ぐ第 2位

の消費者信用残高を有する国であり、個

人の金融取引および個人情報を規制す

る法律としては、「1974 年消費者信用法 

（Consumer Credit Act）」と「1998 年デ

ータ保護法（Data Protection Act）」が

ある。後者に閲し、従来、同国では「1984

年データ保護法」があったが、1995 年の 

「個人情報保護に関する EU 指令（95／

46／EC）」を受けて制定したもので、現

在は英国における個人情報保護の中核

法をなしている。 

 

●フランス 

同国は、1978 年 1 月に「個人情報の処

理、ファイルおよび個人の諸自由に関す
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る法律・・以下、『1978 年法』」を制定す

るとともに、本法に基づく独立監督機関

として「データ処理および自由に関する

委員会（Commission National de l’

Informatique et des Libertés ‥以下、

「CNIL」）」を設置した。同国のプライバ

シー保護体制は欧州のなかでもきわめ

て厳格なものであり、個人情報を取り扱

う公的機関・民間企業は、CNIL への登録

が義務づけられるとともに、CNIL はその

取扱免許の剥奪権をも持つ。 

また、「1978 年法」には、第 4 章に不

公正な契約条項から消費者を保護する

規定が置かれていたが、消費者保護に関

する規約類を集大成した「1993 年消費法

典（Code de la Consommation）」に組み

込まれた。 

 

●ドイツ 

ドイツは、1990 年 12 月に「消費者信

用法（Verbraucherkreditgesetz）を成

立させている。その背景には、EU 旧指令

の国内法化という問題があったが、同様

な立法を行ったオーストリアが「消費者

保護法」と「銀行業法」という２法で対

応したのと異なり、民法典の改正なしに

同法のみで対応した。このため、国内で

はきわめて複雑な法運営という問題指

摘が出たことから、その後、民法典 491

条（消費者ローン契約）等の改正を行っ

ている。 

 

５．日本が直面する３つの課題 

 

わが国における個人情報保護の最大

の課題は、 

①消費者の大多数がほとんどといってよ

いほど知識がないいわゆる人格権たる

「プライバシー権」を正確に理解し、

みずからの権利を適正に行使する意識

が不足していること 

②取扱事業者としては社員や委託先管理

の徹底を含め、漏洩・流失事件等によ

る企業の信用失墜を防止させる努力が

不足していること 

③監督行政機関のあり方や独立した監督

機関の問題の明確な答えが出されてい

ない点 

である。 

これらの諸問題を解決するためにも、

今回述べた点等を踏まえた適正な法規

制が確保されるよう業種に応じた基本

的なガイドラインの策定や個別法の議

論が、早急に進むことを期待する。その

ことが、個人情報取扱事業者にとっての

コンプライアンスの中核をなす「プライ

バシー・ポリシー」等の具体的な検討に

つながるからである。 

  以 上 

 

（注 1）基本方針案は次の URL で閲覧で

きる。 

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/shin

gikai/kojin/2004O316kojin1.pdf

（注 2）拙稿「月刊消費者信用」2003 年

11 月号 42 ページ。同「金融法務事情」

2003 年 12 月 5 日号 9 ページ。なお、こ

れらの雑誌でも紹介しているが、「プラ

イバシー・ポリシー」を策定するにあた

ってのチェックリストが以下のサイト

でみられる。策定上のノウハウが盛り込

まれた実務的な内容である。 

http://cyber.law.harvard.edu/ecomme

rce/privacyaudit.html

（注 3）米国には数百社のクレジットビ

ユーローがあるが、全米をカバーしてい

るのはエキファックスほかエクスペリ

アン（Experian）、トランス・ユニオン

（Trans Union）の大手 3 社で 90％以上

のシェアを占めている。 
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（注 4）エキファックスは、世界 16 カ国

に拠点を持ち、50 カ国で営業を展開し、

個人信用情報のほか、ＤＭサービス、支

払いサービス、信用リスクマネジメント

サービス等を提供している。 

（注 5） おもに管理者、従業員向けのマ

ニュアルの内容は、次の URL で確認でき

る。 

http://www.equifax.com/corp/aboutef

x/ethics/upload/code.pdf

（注 6） わが国で第三者機関を作るとい

うと必ず組織の規模等の問題が議論さ

れる。しかし、カナダの委員の例でみる

とおり一定数の事務局員がサポートす

るものの、委員は 1 人で年間 3483 件の

苦情案件を委員自身が判断し、その採否

または裁判所の判断に委ねる等の実績

がある国もある点を考慮すべきである。 

（注 7）筆者は、取り上げた国等の保護

委員や事務局による個人情報の取扱い

において、問題がまったくないというつ

もりはない。現にカナダ臨時保護委員ロ

ベルト・マルローは、2003 年 7 月に起き

た個人情報の漏洩事件による職員の再

引締めのためのスピーチ（公的サービス

におけるプライバシーと倫理）を同年 10

月に行っている。そのなかで同委員は、

この事件をきっかけとして、政府・公的

機関・政治家による監査が急激にエスカ

レートして、委員・事務局に限らない倫

理上の危機状態にあると指摘している。

事実を率直に明らかにし、早急にその改

善に取り組むこと自体が重要であろう。 

http://ellisriley.on.ca/mbs/2003/Pr

esentations/RobertMarleau.pdf

 

別途資料有り 

「ＥＵ加盟１５カ国における個人

情報保護法の概要と監督体制・罰則

等」 

 

 

 

 ＢＥＩビジネス倫理研究所では、５月

から「個人情報保護研究会」「企業倫理

導入研究会」「企業倫理浸透研究会」の

３つの研究会がスタートする。実務経験

者からの話と具体的な討議を中心に進

められるが、実施項目は次の通りです。 

◆研究会への参加応募詳細はホームペ

ージ内の下記「研究会」ページご参照 

http://www.beinstitute.org/institut

e/index.html

 

１．「個人情報保護研究会」は、個人情

報保護法に関わる課題とその具体的な

実践を研究 

①アクション・プログラムの策定、②プ

ライバシー・ポリシーの策定と疑問に答

えられる「Q＆A」、③第三者提供の同意

文言と方法、④オプト・アウト手続き、

⑤全職員への教育の徹底、⑥外部委託

先・関連企業との契約 についてなど 

 

２．「企業倫理導入研究会」は、実践体

制の構築について具体的に研究

①導入計画の策定、②実践推進の組織、

③倫理プログラムの構築、④コード策定、

⑤自浄システムの構築、⑥内部通報制度

の構築 についてなど 

 

３．「企業倫理浸透研究会」は、いま進

めている、または、進めようとしている

ことについて具体的に研究

①具体的な浸透施策、②教育研修の実際、

③モニタリングの実際、④浸透、実践ツ

ール類 についてなど 

 

 

研究会がスタート、メンバーを募集 
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ＥＵ加盟15国における個人情報保護法の概要と監督体制・罰則等
（2003.12.1現在）

国　名 法　律　名
制定・施行年月日

情報保護監督機関 情報保護監督機関の概要 罰則内容
オプト・イン／

（改 正 経 緯） オプト・アウト

アイルランド
◎2003年 改正データ保護法
（Data Protection(Amendment) Act）

1988年制定。2003年7月1日改正法施行。
1988年法も存続している。

Irish Data Protection Commissioner(特
別調査委員会はEU委員とともに活動する)

個人からの苦情処理の受付、書面による必要な情報
収集、海外へのデータの移送の禁止措置等。

違法の程度により1000ポンド、即決裁判、起訴裁判。
＜３１条＞

オプト・アウト

イギリス
◎1998年 データ保護法
（Data Protection Act 1998）

1984年制定。1998年7月16日改正、2000年3月1日施
行。

Office of the United Kingdom's
Information Commissioner

データ管理者の登録内容の管理、可能な範囲での公
表、保護基準の遵守の推進、法律の改善。

治安裁判所または刑事裁判所による5000ポンド以下の
刑事罰（管理者・役員も対象）。＜６０条＞

オプト・アウト

イ タ リ ア
◎1996年 データ保護法
（Protection of individual and other subjects with
regard to the processing of personal data Act）

1996年制定。2000年5月8日施行。2001年12月28日
に法改正に関する政令。

The Italian Data Protection
Commissioner

議会の両院から選出された４名の委員からなる監督
機関（Grante）。決定内容等につき独立性が保証さ
れている(法30条)。登録・通知の管理・法律に遵守
した処理のチェック・査察等。

通知義務違反等に対し行政罰（5164ユーロから3万987
ユーロ）、重大な違反に対しては刑事罰（3カ月から2
年の禁錮刑。　　　＜３４条以下＞

オプト・イン

オーストリア
◎2000年　連邦データ保護法
Bundesgesetz über Schutz personenbezogener
Daten(Datenshutzgesetz）

1978年制定。1994年改正。1999年改正、2000年1月
1日施行。

Datenschutzkommision-Austrian Data
Protection Commission

連邦大統領から指名された、政党・労働側委員・州
の代表・自治体連盟などの代表者6名の委員からな
る。完全な独立性が保証されている。決定は6名全
員の一致が必要。

違法な個人データの取得・使用・公表などにつき1年以
下の禁錮刑。また、保護法に定めた一定の行為に対し
て、行政罰1万8890ユーロ等が科される。　＜５１条以
下＞

オプト・イン

オ ラ ン ダ
◎1999年 個人データ保護法
（Personal Data Protection Act）

1988年制定。1993年、1999年改正、2000年7月改
正、2001年9月1日施行 。

Registratiekamer-Data
protection/privacy commission  for the
Netherlands

委員長と2名の委員のほか各産業分野の立場を代表
する特別委員からなる。政府に対する助言、必要な
調査、個人データファイルに関し、データ管理者へ
の勧告等。

事業者の通知義務違反に対して、委員会は行政罰（66
条～74条）として、4545ユーロの罰金刑を科すことが
出来る。また、保護法に定める一定の違反行為につい
ては、刑事罰として禁錮刑または罰金刑が科される。

オプト・アウト

ギ リ シ ャ
◎1997年 個人データの処理に係る個人情報の保護法
（ Law no.2427 on the Protection of Individuals
with regard to the  Processing of Personal Data ）

1997年4月10日施行。2000年、2001年改正。
The Greek(Hellenic) Data Protection
Authority

法律・情報技術その他個人情報保護分野の専門家の
6名の委員からなる独立行政機関で下部機関として
データ保護庁を設置。

行政罰：880ユーロから14万6628ユーロ、刑事罰：2933
ユーロから1万4663ユーロ、民事罰：5865ユーロ。
＜２１条以下＞

オプト・イン

スエーデン
◎1998年 個人データ法
（Personal Data  Act）

1973年制定。1992年改正、1998年10月24日施行。
Datainspektionen-Data Protection
Commission for Sweden

保護法に基づく事業者からの通知の受付、規則の制
定、登録の管理等。

罰金または6か月以下の禁錮刑、重大な法律違反の場合
は、2年以下の禁錮刑が科される。＜４９条＞

オプト・アウト

スペイン
◎1999年 個人データ保護法
（Personal  Data Protection Act）

1992年制定。1999年12月全面改正、2000年1月14日
施行。

Agencia de Protection de Datos- Data
protection commission for Spain

法人格を有し、公的及び民事上無制限の行為能力を
持ち公的機関から独立している（独立の予算を持
つ）。業者に対する保護法の遵守、必要な規則等の
制定、保護すべき個人の苦情の受付等。

44条は3段階の違法性を区分している。2番目に重い重
大な違法行為に対しては6万ユーロから30万ユーロ、最
も重い違反行為に対しては、30万ユーロから60万ユー
ロの罰金刑が科される。なお、同条は行政機関の場合
も適用される。　　　　　＜４５条＞

オプト・イン

デンマーク
◎2000年 個人データ処理に関する法律
（Act on Processing of Personal Data）

2000年5月31日制定。2000年7月1日施行。
Datatilsynet-Danish Data Protection
Agency

公共機関・民間企業の両者の法律遵守を監督すると
ともに、外国人も保護対象する。

個人・代理人たる管理者・行政機関の処理代行業者・
法人が対象民事罰（損害賠償責任）または刑事罰（禁
錮刑）。　　　　　　　　　　＜７０条＞

オプト・イン

ド イ ツ
◎2001年 連邦データ保護法
（Bundesdatenschutzgesetz）

1977年制定。1990年改正。2001年5月18日成立、同
年5月23日施行。

German Federal Privacy Commissioner
2001年保護法22条以下のみに基づき選出され、地位
等につき独立した権限を有す。登録の管理、刑事
罰・罰金刑などを独自に科せる。

行政罰（故意・過失にかかわらず適用し、2万5000ユー
ロから25万ユーロの罰金）、刑事罰（2年以下の禁錮刑
または罰金刑）　　＜４３条、４４条＞

オプト・イン

フ ィ ン ラ ン ド
◎1999年 個人データ法
（Finnish Personal Data Act）

1987年制定。1994年、1999年4月22日改正、同年6
月1日施行。

Data Protection Ombudsman-Data
protection commission for Finland

5名からなるデータ保護委員（登録事務が中心で任
期は3年）と18名からなるデータ保護オンブズマン
（任期5年）制度がある。

損害賠償責任及び刑法その他の法律に基づく刑事罰。
＜４７条、４８条＞

オプト・イン

フ ラ ン ス

◎1978年　データ処理、ファイル及び個人の諸自由に関
する法律
（Loi No78- DU & JANVIER 1978 relative a
l'informatique,aux fichiers et aux libertés）

1978年制定。2001年７月法案適用法通過。継続審
議中。

L'Commission National de
l'Informatique et des Libertés

独立行政機関。規則制定権・立入り検査権・刑事告
発権・苦情受付等。17名からなり任期は原則5年。

法律の定めた許可なしに全国民身分登録簿を利用した
場合、禁錮5年以下と罰金30万ユーロを併科、CNILの活
動を妨害した場合は禁錮1年以下と罰金4万5000ユーロ
を併科。＜刑法226条の16以下＞

オプト・アウト

ベ ル ギー
◎1998年 データ保護法
（Belgian Data Protection Act ）

1998年12月改正。2001年9月1日施行。
President- Consultive Commission for
Protection of Privacy

1998年保護法に基づき創設された独立行政機関。弁
護士、コンピュータの専門家、個人情報保護分野の
専門家などからなり、法務省と共同して、①諮問機
能、②ファイル・コントローラーの監視機能等を担
う。

①保護委員のメンバー・スタッフの違反行為について
は5ユーロから40ユーロ、②データ管理者・その代理人
等の違反行為については3ユーロから500ユーロ。

オプト・イン

ポルトガル
◎1998年 個人情報保護法
（Act on the Protection of Personal Data）

1998年10月26日制定、1998年10月27日施行。
Commissao Nacional de Proteccao de
Dados-Data protection commission for
Portogal

独立行政機関。情報保護に関する監督、法令遵守の
監査権限、処理中のデータに対するアクセス権、
データ処理の停止・破棄命令等の発出、犯罪行為と
しての摘発等。

刑事罰として自然人の場合は250ユーロから2500ユー
ロ、法人の場合は1500ユーロから1万5000ユーロ。行政
罰の場合は500ユーロから1万5000ユーロ。　＜３７
条、３８条＞

オプト・アウト

ルクセンブルグ
◎2002年 個人の属性データの処理に係る個人の保護法
（Protection des Personnes à l'égard du Traitement
des Donnees à Caractère Personnel）

1979年3月旧法が制定。1987年11月、1992年9月・
10月、1993年 8月改正。2002年8月全面改正、2002
年12月1日施行。

Commission nationale pour la
protection des donées

1979年に創設。保護法の監視・国民識別番号制度
（PIN）の運営等。トラブルに対する国民評議会紛
争委員会（DCCS）への告訴権。

①第三国への移送規定違反の場合、251ユーロ～12万5
千ユーロの罰金または8日の禁錮刑、②保護法違反につ
いて、8日～6カ月以下の禁錮刑または251～12万5千
ユーロのいずれかが科される。

オプト・アウト

（注）罰金の金額単位については、法律の規定ではユーロ切り替え前の通貨単位を使っている国（オランダ、ギリシャ、スペイン、ベルギー、ポルトガル）については、比較上ユーロに換算した。
（資料）芦田勝作成


