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１． 海外サイト情報 

 ―いかに自分の情報

アメリカのプライバシ

グハウス（PRC）のプ

ル・ガイド「いかに自

か」を紹介 

：個人情報が料金を

に入手できるシス

は、ここまでのこと

 

２．論文 

―プライバシー・ポ

 来年の個人情報保

にプライバシー・ポリ

時期にきているようで

人情報保護研究会の

論文「プライバシー・

築するか」を紹介 

：以前に発表された

唆してわかりやすい

シー・ポリシー策定の

ばと考える 
 

 ＢＥＩ Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ 

ト情報 

バイバル・ガイド

理するか） 

・クリアリングハウス

ights Clearinghouse：
hts.org/index.htm ）

は、カリフォルニアサンディエゴ大学の支援によ

り１９９２年に創立された消費者のための情報提

供や調査、支援のプログラムを開発、提供して

いる非営利団体です。 

ンツ 

を管理するかー 

ー・ライト・クリアリン

ライバシー・サバイバ

分の情報を管理する

払えばある程度自由

テムのアメリカ社会で

が行われている 

リシーの構築― 

護法の完全施行を前

シーの策定は重要な

ある。当研究所の個

主査中山研二氏の

ポリシーをいかに構

論文だが具体的に示

ので、改めてプライバ

ガイドに活用できれ

今回この団体が公表している「ファクト・シー

ト」の中にある消費者自信でプライバシーを護

ることについてのガイド「プライバシー・サバイバ

ル・ガイド」（Privacy Survival Guide）の一部
（仮訳）を紹介する。個人情報が料金を払えば

ある程度自由に入手できるシステムのアメリカ

社会では、ここまでのことが行われていることを

理解しておく必要がある。  
 

 この中で基本となっている考え方は、「自分自

身が自分の情報の最大の保護者」ということだ。

その支援をするのが PRC であるとしている。日
本にはなじみのない概念だが、これがグローバ

ルなこれからの消費者の基本姿勢である。 
PRC は、消費者が自分で個人情報を護るた
めに「１．注意を払いなさい ２．断固とした態

度を取りなさい ３．主張しなさい」の３つのスロ

ーガンを掲げている。「プライバシー・サバイバ

ル・ガイド」の一部主な事項は以下の通りとなっ

ている。 

 
 
1. 信用情報機関に自分の何が記載されてい
るか確認する 
１年に一度は自分の信用情報を取り寄せ、そ

れが正しいか不正に使用されていないかを確

認すること。 
 
2. テレマーケティング会社からの電話による
勧誘を制限する 
全米共通の「Do Not Call」に登録すること。 
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3. 与信額の事前承認の郵便リストから氏名を
削除する 
信用情報機関に削除の要請をしなさい。そ

れは自動的に3信用情報機関に伝えられること
になる。 
 
4. 金銭的な面での個人情報を保護する 
取引金融機関に連絡し、自分のデータを他

の会社に売ったり、共有することを辞めるように

要請する。 
 
5. 邪魔な郵便物を減らすために郵便リストか
ら名前を削除する 
一般的に、名前、住所及び電話番号などの

個人情報を伝えると、最終的にはその名前が

メールリストに掲載されてしまうことを認識して

いること。 
ダイレクト・マーケティング協会（DMA）の「メ

ール・プレファレンス・サービス（MPS）」に加入
しなさい。 
 
6．郵便リストやテレマーケティングリストに記載
されないようにする 
「上得意客リスト」としばしば呼ばれる「懸賞マ

ニア」を狙った懸賞やその他のコンクール参加

しないこと。 
 
7. インターネットメッセージは暗号化しなけれ
ば公開されていると思うこと 
インターネットユーザであれば、慎重を要す

る個人情報（電話番号、パスワード、住所、クレ

ジットカード番号、社会保障番号（SSN））をチ
ャット、E メール、インスタント･メッセージ、フォ
ーラム･ポスティングで送付しないこと。 
 
8.社会保障番号（SSN）をしっかり保護しなさい 
必須事項だとわかっている場合のみ（納税申

告用紙、大部分の銀行･証券･不動産取引）

SSNを記入しなさい。 
 

9.病歴に関する情報が保険業界のデータベー
スである Medical Information Bureau 
(MIB)に登録されているかどうか確認する 
書面または電話で請求すると本人の MIB レ
ポート複写(＄9)が手に入る。 
 
10.レジで情報が集められていることを覚えてお
くこと 
カリフォルニア州と他のいくつかの州では、

小切手及びクレジット･カード支払で要求される

項目を州法で制限している。買い物傾向を分

析したプロフィールを取られたくなければ、商品

登録名(「商品購入者」)下の住所欄を空白にす
ればよい。 
 
11.既に企業と関わりがある場合を除いて、

800,888,877,866,900 番に電話をかけない
こと 
これらの番号に電話をかけると、あなたの電

話番号が自動番号識別(ANI)システムによって
記録され、そこから郵便や電話勧誘業者へ売ら

れることがある。 
 
12.コードレス電話、携帯電話とくにデジタル化
されていない旧モデルに注意すること。 
無線電話で通話すると無線信号が送られる。

違法ではあるが、受信機であなたの会話を取り

出すことが出来る。 
 
13.発信者番号通知システムの利用 
完全通知拒否を依頼し、あらゆる通話に関

して電話番号を自動的に非通知にするすること。

また、「選択的通知拒否」では、忘れずに 67 を
使い番号通知拒否をすること。 
 
14.自宅住所を教える際に不安があるときは、
郵便私書箱または商用メールボックスを借りる

こと。電話プライバシーについては非公開電話

番号を取ること。 
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15.銀行の ATM を使うまたは公衆電話で長距

離電話をかけるときは、他の人に暗証番号を

見られないようにするため、指の動作を隠す

こと。 
暗証番号を財布に入れて持ち運ばず、暗記

すること。社会保険番号、生年月日、家族の名

前などありがちな暗証番号を使わないこと。 
 
16.運転歴を入手するには、運転免許証または

ID カードを持参の上、最寄りの車両管理局
へ来局すること。手数料$5。 
政府機関がもつ個人情報の一部は公共デ

ータであり、誰でもアクセスできることがある。 
 
17．申込書やその他の書類の細字部分を読む
こと。細字部分から追加プライバシー保護がわ

かる。 
 
 

論 文 

 

プライバシー・ポリシーを 

いかに構築するか 

―個人情報保護法施行に向け、 

法令遵守姿勢の明確化が急務にー 

「月刊 消費者信用」2003年 11月号掲載 
ＢＥＩビジネス倫理研究所 フェロー 中山研二 

 
1.個人情報保護法がコンプライアンス態勢
の見直しを迫る 
 
 消費者のプライバシーに対する関心が高

まる中で個人情報保護に関する法律（以下、

「本法律」という」）が成立した。本法律が

ない時代には、個人の年齢や職業、家族構成

などをさまざまに組み合わせてローンなど

の商品を勧めることがまさしく金融機関の

「マーケテイング」であった。個人情報の収

集の際には明示的な同意がある場合もある

だろうが、多くは独自に口座の取引データや

「足を稼いで」顧客の会話などからリサーチ

を行っていたはずである。 

 しかし、本法律は、個人情報を収集し活用

する以上。消費者に対し事業者がどのような

ルールをもって情報を取り扱うかについて、

利用目的等を明確に通知・公表・説明するこ

とを義務付けている。 

具体的には、本法律 18 条（取得に際して

の利用目的の通知等）において、個人情報取

扱事業者は、①利用目的を書面または電磁的

方法により通知または公表する、②前記利用

目的を変更した場合においても、同様な手段

により通知または公表することが明記され

た。また、24 条（保有個人データに関する

事項の公表等）において、個人情報の利用目

的の通知義務が定められた。さらに、その違

反行為に対しては、主務大臣による勧告、命

令や一定の範囲で罰則が明記された。（注 1） 

「台帳ネットワークシステム」に向けた法

制整備という側面がある一方で、インタ－ネ

ットの急速な普及に伴う電子商取引の機会

の拡大と個人情報を活用したＣＲＭといっ

たマーケティング手法が、わが国でもごく当

然になってきたことにある。すなわち、本法

律は、個人情報を収集し活用する以上、消費

者に対し事業者としてどのようなルールを

もって情報を取り扱うかについて、利用目的

等を明確に通知・公表・説明することを義務

づけている。  

 これらの条文は、プラバシー・ポリシー（海

外ではリーガル・ステイトメントという場合

もあるが、その法的意義は同一といえる）の

作成義務の根拠条文と言えるが、事業者が作

成するポリシーの内容は法律の立法目的を

網羅し、かつそれ以上に企業のコンプライア

ンスの取組み姿勢を明らかとするものでな

くてはならない。つまり、本法律は企業経営

全体において遵守すべき点を必要最低限の範
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囲で明記したもので、最後に図示するとおり、

個別事業者が今後新たにコンプライアンス体制

の強化の前提として、ポリシーを策定あるいは

見直す際に検討ならびに留意すべき点を例示

的に取りまとめることが本稿の目的である。 
 なお、言うまでもなく、海外の企業ではポリシ

ーを掲示するのはプライバシー問題に関する

取組みの歴史的な相違もあるが、業種を問わ

ず 100%に近いといえる。近時、欧米等におい
て 消 費 者 保 護 団 体 （ 米 国 で は Ｅ Ｐ Ｉ Ｃ

（Electronic Privacy Information Center）
やＰＲＣ（Privacy Rights Clearinghouse）等）
や大学の研究者が課題として取り上げているの

は、ポリシーの内容を逐一分析し、消費者が本

来の目的である内容について正確かつ十二分

に理解できるかを法律面だけでなく社会科学

的な側面等から検証することであり、その結果

を踏まえ、問題を提起し、必要に応じて財務省

等行政機関に対し意見書を提出している（注 2）。
後述するとおり、これらの点も今後のわが国の

個人情報保護の制度やあり方、特に「プライバ

シー・ポリシー」を巡る検討に当たり、十分に参

考とすべきであろう。 
 
２．日本と欧米の「プライバシー・ポリシー」

に対する考え方 
  
総じて言えば、現時点でわが国の広い意味の

金融機関の中で、ウェブサイト上でプライバシ

ー・ポリシーを掲示しているのは、生損保会社、

インターネット専業銀行、クレジットカード会社、

信販会社、インターネットを利用する都銀系消

費者金融会社や一部消費者金融会社等であ

ると思われる。（１）わが国で見られるポリシーの

内容例 
 
（１）我が国でみられるポリシーの内容例 

 消費者信用業界のポリシーの策定状況を見

ると、例えばクレジット業界のように自主ルール

（クレジット産業における個人信用情報保護・利

用に関する自主ルール）を作成している場合も

あり、また、ポリシーとは別に「Ｑ＆Ａ」を作成し

ている場合もあるが、欧米等に比べると極めて

少ない。 
 わが国のクレジットカード会社のプライバシ

ー・ポリシーの例を以下にあげるが、その特徴

は、ポリシーの冒頭に「法令・社会ルールの遵

守、企業倫理に基づき誠実かつ公正な企業活

動の展開により社会的責任を全うすることを企

業規範としている」点である。また、項目の内容

がキーワードとなる言葉を用いて具体的に明記

されている。後述するとおり、抽象的な原則を列

挙したポリシーと比較したとき、消費者の信頼性

評価に微妙な差がでよう。 
 
① 管理徹底のための措置…厳格な個人情

報管理規程、社員教育の徹底、内部管

理体制の構築、事務・システムの安全対

策、権限のある従業員によるアクセス、管

理規程に違反した場合の就業規則に基

づく懲戒処分。 
② 収集・保管情報…入会申込書の内容、

取引上生じた情報、社会一般に公開さ

れている情報。 
③ 利用目的の限定…・会員規約に基づくク

レジットカードサービスの提供（与信目

的）およびこれに付随する業務、関連す

る各種サービスの提供目的の範囲。 
④ 第三者への提供…クレジットサービスの

提供のため、誓約に基づく関連会社・提

携会社、必要最低限の範囲、業務委託

事務処理会社に誓約に基づく必要最低

限の提供、顧客の同意を得た場合、法律

の基づく場合。 
⑤ 正確性・最新性の確保…・氏名・住所・勤

務先・決済口座等の迅速な変更。 
⑥ 開示・訂正・削除…・開示・調査請求への

対応と誤りがあった場合の訂正。 
⑦ 個人信用情報機関の利用・登録…・照

会・利用・定められた範囲での登録 
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⑧ 監査…・定期的な監査の実施。 
⑨ 法令遵守 

厳密に読むと、例えば、削除権の行使条件や

誓約の法的効果の曖昧性、インターネット取引

が想定されていない、Ｑ＆Ａがない等、欧米に

比較して物足りなさはあるものの、わが国の中

では、相当研究された内容といえよう。 
 
（２）欧米等におけるプライバシー・ポリシーの

法的意義 

 
今回のわが国の保護法の裁判規範性に関

する課題として、欧米と同様に民事罰・刑事罰

等よる違法行為の抑制とともに、「差止め

（prohibition）」の可能性が問題となろう。わが
国では、本保護法の内容が行政主導型である

ため、差止めの可能性を否定する意見もあるが、

この点について、プライバシー・ポリシーの公表

を一般化することで、同ポリシーに「約款」もしく

は「特約」としての法的効力を持たせうるとする

意見がある。 
まず、英米法上のポリシー違反に対する民

事責任に関する問題についての解釈を見てお

こう。民事責任を裁判において追求するために

は、次の４つの要素が必要である（注 3）。 
①法的義務…被告が、原告に対して法的責

任や義務を負っていたこと。 
②法的義務違反…被告が原告に対する法

的義務違反を侵したこと。 
③損害の発生…原告が損害を被ったこと。 
④主因…被告の法的義務違反が、原告の

被害の原因又は少なくとも主たる原因の１

つであること。 
また「Merriam-Webster’s Dictionary of 

Law」が、プライバシー・ポリシー違反における
民事責任について、次のとおり説明している点

が参考となろう。 
「法的責任とは、契約、法律に即して一定の

水準に即して、または特定の方法により行動を

なすことを義務付けられることをいう。仮に、企

業が顧客から通常の業務を遂行するうえで得

た情報は、同社のプライバシー・ポリシーにより

保護されねばならない。同社のプライバシー・

ポリシーに基づく義務は、法律が定めるところよ

り、より強い義務と要求を作り出すものである。

顧客と企業間において、直接的な契約関係が

ない場合でも、同社は認知されない第三者から

顧客情報を守る合理的な手段をとる義務を課さ

れる」 
また、米国のＩＴ技術等を活用したビジネスコ

ンサルテイング会社の「インテリジェント・エンタ

ープライズ」のコンサルタントであるマーク・マデ

ィソンは、「法制度上、一般に企業と消費者の

間ではプライバシー・ポリシーは法的拘束力の

ある契約である。プライバシー・ポリシーの標準

を満たさないことは、詐欺的行為（訴訟または

罰金に結びつく）と見なされる。ビジネスの世界

において、ポリシーは個人のユーザーだけでな

く、ビジネス・ユーザーに関する情報にも当ては

まることになる」と説明している（注 4）。 
  
３．電子商取引の普及を志向したプライバシ

ー・ポリシーに盛りこむべき項目例と作成上

の留意点 
 

（１）共通的項目 

 

 欧米の金融機関おけるプライバシー・ポリ

シーの項目は、各金融機関によって微妙に異

なる点もあるが、標準的な項目をあげると次

のような項目が中心となろう。 
 
① 収集目的の明確化原則 
② 顧客の同意原則（オプト・アウト権） 
③ 収集制限の原則 （クッキーの取扱いの

有無と利用目的） 
④ 情報の使用、開示及保持に関する原則 
⑤ 正確性確保の原則 
⑥ 委託先の管理 
⑦ 情報の機密性の原則 
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⑧ 公開性の原則 
⑨ 顧客からの苦情・質問への対応窓口の明

示の原則 
 なお、海外では、カナダ銀行協会が「プライバ

シーモデル綱領（10 原則）」を作成し、各銀行
は、ポリシーの冒頭に必ず 10 原則を明記する
例もある（注 5）。また、オランダ銀行協会でも
「銀行および保険会社のおける情報保護綱領

（案）」を作成して、その詳細な検討内容が公表

されており、わが国の金融機関の取組み方を検

討する上で参考となろう（注 6）。 

         冗長な内容にならないよう法律面・技術面

など詳細な説明は、Ｑ＆Ａに譲ることも海外

では多い（法的な効果はポリシーとは異なる

と思われるが、言うまでもなく内容について

は、企業の各専門部署に確認した上で作成

する必要がある）。 
 
（２）個人情報取扱事業者として現時点での検

討に当たり留意すべき点 

  
現時点では、本法律を受けた各金融行政機

関の具体的な対応およびその内容が明確でな

いが、法律の施行の有無を問わず、営業の最

前線では消費者の個人情報保護への関心の

動向は無視し得ない。以下述べるポリシーへの

記載内容は、筆者が海外の金融機関の動向等

を参考としてまとめたもので、個人的見解である

点をあらかじめ断っておく。 
Ａ．自社のシステム的または事務処理体制的面

でみて十分対応できることのみ書く（現時点

で不十分な点は、将来的に見直して追加・

改訂すればよい）。ただし、本法律ならびに

監督機関の省令・ガイドライン等の規定に定

める項目は必ず盛り込む。 
Ｂ．各個人情報をどの部門が管理し、即説明出

来るのか・時間がかかるのか、自社の機密に

関する事項であるのか等を社内マニュアル

等で明確化する。 
Ｃ．曖昧な用語（例えば、関連会社・ファミリー

企業の範囲はどこまでを指すのか、個別企

業名を列挙するか（企業機密との関連で記

載できない場合は別途検討を要する）、理

解しづらい用語、法律・技術等専門用語を

使わない。欧米ではホームページ画面表示

の位置は異なるものの「プライバシー・ポリシ

ー」ならびに「セキュリテイ・ポリシー」の表題

が明示されており、そのクリックで各ポリシー

の内容を閲覧できるのが一般的である。あ

わせて文字の大きさ、画面の見やすさの工

夫は必須であろう。 

 
４．事業者、行政機関等の取り組むべき課題 
  
前述したとおり、コンプライアンス体制の強化

が、ポリシーの効果的実践につながると言える。

本法律の成立に伴い、自らの情報を自らの管

理下に置き、常にチェック、管理、修正の機会

を権利として考える消費者が、今後増加するこ

とは間違いなかろう。その意味で、次のような課

題について、個人情報保護先進国の実態、消

費者団体の活動、行政・司法機関の取組み内

容について、より実践的な視点からの対応策の

研究がこれからの最大の課題といえるだろう。 
 
①苦情の多くが、窓口での対応になると思わ

れるが、消費者による情報保護に関する

関心度の差に留意する（特に曖昧な説明

が不信感を持たれやすく、場合によっては

本部のより専門的な回答が必要な場合の

対応方法等の徹底がトラブルの発生防止

につながる。 
②海外の金融機関で多く見られる個人情報

にもとづく広範囲なマーケテイング活動が

消費者のメリットにつながることを強調して

いる点は、とりわけわが国の消費者心理か

ら見て、かえって押し付けがましいと思わ

れる可能性があるので、あくまで顧客の利

用に関連する情報提供目的という説明に

とどめること。一元的なマーケテイング活動
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は消費者によっては、苦情につながるおそ

れがありうる。 
③金融行政機関だけの問題ではないが、ま

ず、各行政機関は自ら行政機関としてのあ

るべきポリシーの策定がまず必須であろう。

個人情報は、海外では行政機関だけでな

く、裁判所のポリシーもあり、それぞれの機

関の権限の特性に合わせたポリシーが作

成されている。個人情報を民間企業以上

多く有することが法的にも認められる現実

を前提に、率先垂範型の行政が少なくとも

当面は必要であろう。 
 さらに、米国カリフォルニア州は消費者保護

の観点から「オプト・アウト申出書」を作成・公表

している。消費者の保護というのはこのような地

道な工夫の積み重ねが必要であろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注 1）このような状況下で、本年８月にクレジット・信

販業界において個人情報の漏洩、紛失事件
が４件発生した。本法律の全面施行を控え、
その施行前でも同種の事案に対し、同法が狙
いとする主務行政機関による規制強化の動き
が強まることも考えられる。また、流失事件を起
こしたＡクレジット社の消費者への謝罪文には、
具体的な流失個人情報（氏名、住所、性別、
生年月日、電話番号、居住形態、職業区分、
年収区分）が明記されている。本来同社のポリ
シーでは、これらの項目が記載されていない
のであるが、流失事件の発生により、より具体
的な説明責任が問われる例として留意してお
く必要があろう。 

（注 2）米国では、99 年の金融サービス近代化法（い
わゆるグラム・リーチ・ブライリー法：ＧＬＢＡ）に
定める個人情報の保護の実態調査の一環とし
て 、 Ｐ Ｒ Ｃ と California Public Interest 
Research Groupが、02年８月に米国主要銀
行の「プライバシー・ポリシー」の調査を行い、

その結果ならびにランク付けを行っている。 
（注 3）

http://www.sans.org/rr/papers/31/46.pdf 
（注 4）

http://www.intelligententerprise.com/0
20628/511feat1_1.shtml?/privacy 

（注 5）  
http://www.cba.ca/en/viewdocument.asp?
fl=3&sl=65&tl=135&docid=263&pg=1

（注 6） 
http://www.dhbbank.com/english/Privacy
/Privacy.asp 
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 ＢＥＩ ＮＥＷＳＬ ＥＴＴＥＲ 
 Ｖｏｌ．００３ ２００４．０８

http://www.cba.ca/en/viewdocument.asp?fl=3&sl=65&tl=135&docid=263&pg=1
http://www.cba.ca/en/viewdocument.asp?fl=3&sl=65&tl=135&docid=263&pg=1
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