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ＢＥＩ Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ 

１． 海外

ＢＥＩビジネス倫理研究

（１）Eメール安全強化

10ステップ 

http://www.technewsworld

米国のカーネギー・メロ

策チームは、2003年中

に関する事故件数が 1

年比で約２倍に増加した

 

（２）スイス国民は益

抱え込む 

http://www.swissinfo.org

ct=111&sid=5309437

スイスの債権回収会社

全世帯の１0%が多額の

いる。2003 年中に債権

取り扱ったが、この件数

なる。 

 

（３）カリフォルニア州

で扱われる州民の金

報保護法案が８月2

http://www.crmbuyer.com/

 

（４）米国の「21世紀

をめぐる消費者

http://www.washintonpost

4-2004Sep22.html

http://www.washintonpost

7-2004Sep25.html

 

米国では、小切手交換

を狙いとして本年10月

行される。 同法の内容

 

紙の小切手に替わり、小切手原本からとっ

たデジタル・イメージを法律が認めた代用小

切手（e-Check）として置き換えを認めるもの

である。 

２．レポート 

ＢＥＩビジネス倫理研究所 代表 山口謙吉 

 

個人情報保護対策としての人的セキュリティ 

『企業におけるビジネス倫理の確立』 

 

企業における個人情報の漏えい事件が頻

発する中、企業は個人情報保護をどう捉え、

実践していくべきか。 

このところ企業における個人情報の漏え

い事件が頻発し、経営者が記者会見等で陳

謝している光景をよく目にする。このような事

件が後を絶たないのはなぜなのか。  

漏えい事件の多くは、従業員など、人によ

る過失や事故、犯罪に起因している。このこ

とは、企業における個人情報保護に関する

ビジネス倫理の実践が不十分であることを

意味している。一方で企業には、適正な個

人情報保護対策を実施するために情報セキ

ュリティの側面からの対応も求めらる。 

この両方が、整備、実践されて、初めて個

人情報保護対策が実施されていると見るこ

とができるのだが、実際は、冒頭の通りの状

況である。本稿では、個人情報保護対策の

中でも特に人の面、つまりビジネス倫理の確

立の重要性について考えてみる。 
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海外サイト情報 

 

ＢＥＩビジネス倫理研究所 フェロー 中山研二氏 

 

（１）Eメールの安全強化に向けた 10 ステップ 

  

米国のカーネギー・メロン・コンピュータ

緊急対策チームは、2003 年中のコンピュー

タの安全性に関する事故件数が 13 万 7 千件

に達し、2002 年比で約２倍に増加したと報

告している。その内容は、スパム、ウィルス、

ワーム、フィッシングなどで、さらに 2004

年は前年比 50 パーセント以上増加すると予

想している。これらの違法な行為の背景には、

E-メールの安全対策や管理に対する企業の

取組みの甘さや「サーベインス・オクスリー

法（企業改革法）」「グラム・リーチ・ブライ

リー法（金融制度改革法）」「健康保険携行お

よび責務法：健康保険請求システムの電子化

法）」等の連邦法の遵守義務に的確に対応し

ていないことがあげられる。ここで企業がな

すべき 10 ステップをまとめた。 

①すべての従業員等が遵守すべき情報伝達

ルールを策定すること。すなわちプライバシ

ーと安全対策を遵守した E-メールの適切な

利用を守ること、具体的には従業員の遵守マ

ニュアルの実施状況を四半期に１回は監査

することである。 

②情報伝達に係る安全性とプライバシーに

関するセミナーといった研修の機会を用意

するとともに、フィッシング、スパム、スピ

ン（インスタント・メッセージにおけるスパ

ム）のような用語の定義を明確化すること。 

③モニタリング、システムチェックその他の

任意の検査により E-メールの政策を強化す

ること。 

④従業員に対し、たとえ知っている人からで

もこちらから要求していないメールの添付

ファイルに警戒するように指導すること。多

くのウィルスは他人から来たように見せか

けて戻ってきたアドレスを使って「なりすま

す（spoof）」のである。 

⑤添付ファイルは開く前にいったんセーブ

してウィルス・チェック（scan）すること、 

⑥自動的に添付ファイルをダウンロードす

るオプションは切ること。 

⑦オープン・柔軟性・標準的なメッセージシ

ステムはまず調べること。 

理想的には安全なソフトは操作者が既に使

用している「Exchange」や「Outlook」のプ

ラットフォームで作動させること。 

⑧自社の安全なシステムが強力な終端暗号

化、相互認証、堅固な監査特性、直感的管理

能力を持っていることを強調する、 

⑨ユーザーを予め訓練しないセキュリテ

ィ・ソフトはないという点を確認すること。 

⑩安全なメッセージの確保は企業の毎年の

IT 予算の一部であることを確認すること。 

専門家によれば、IT 予算の 8%～10%程度は必

要であるといわれている。 

 

（２）スイス国民はますます多額の債務を抱え

込む 

 

スイスの債権回収会社協会によると、スイ

スの全世帯の１0%が多額の債務を抱えてい

るとしている。2003 年中に債権回収会社は

160 万件を取り扱ったが、この件数は 2002

年比で約倍になる。金額は 828 百万スイスフ

ランとなり、2002 年の 715 百万スイスフラ

ン（690 万ドル＝約 738 百万円）に比べ約 100

百万スイスフラン増えたことになる。スイス

人は、伝統的に期限を守って代金を支払うと

いう評判を守ってきたが、2003 年の調査の

結果、この標準が大きく悪化していることが

判明した。欧州の大手信用管理サービス会社

「インタラム・ジュスチィチア（intrum 

Justitia）」（もともとはスェ－デンの企業）

の研究結果によると、30 日以内に払うべき
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請求書払いについて、現在は平均 44 日にな

っている。金融機関は、支払いの遅延の主た

る原因を懸念しており、債務回収の専門家は

問題は消費者の支払習慣が悪化している点

をあげている。ある人々は金銭の支払いは社

会のためにあり、また社会の一部であると感

じているとベルン・ジュラ・プロテスタント

社会センターのピエール・アマンは述べ、彼

らに金融に関する助言が必要であると述べ

ている。アマンは、消費者の債務負担の魅惑

との戦いは広告のかたちをとって「今買って

後から支払う」とスローガンのもとで、ます

巧妙さが増していると述べている。社会研究

専門のベルン学校の最近の研究によると、買

物の脅迫感に駆られた買物客や買物が異常

に好きな人が、過去 10 年間に２倍に増え、

若い女性を中心に27万5千人になっている。

2003 年に実施したの別の調査によると、買

物は 10 代のスイス人が好むレジャーである

ことが判明した。彼らは、年間約 600 百万ス

イスフランを費やし、広告主にとってきわめ

て魅力のある目標となっている。 

 

（３）カリフォルニア州上院で国外オフショアで

扱われる州民の金融・医療分野の個人情報保

護法案が８月 24日に成立 

 

 個人情報保護に関して、常に消費者保護を

支える立法を積極的に行っているカリフォ

ルニア州の上院が、取引金融機関が米国以外

のオフショア投資（国内投資の比べ、非課税

（日本の場合は非居住者であることが条件）、

金融商品の多様性、共同口座の開設（相続税

対策）というメリットがある一方で、語学力、

金融機関の格付けの知識、現地の政治的安定

性が求められるなどのデメリットがある）契

約を行う際に、当該本人の金融・医療情報を

保護することを定めた法案（SB1451）を可

決・成立させた。カリフォルニア商工会議所

も、当初法案に反対の姿勢をとっていたが、

法遵守が業界にとって負担を課すことがな

いとの判断から同法案について支持に回っ

た。本法律により、消費者はカリフォルニア

州の裁判所に対し、同保護法違反をもって訴

えを起こせることになる。 

 

（４）米国の「21 世紀の小切手交換法」をめぐ

る消費者の困惑 

 

米国では、小切手交換処理の迅速性と効率

化を狙いとして本年10月28日から標記法律

が施行される。同法の内容は銀行に対して従

来の紙の小切手に替わり、小切手原本からと

ったデジタル・イメージを法律が認めた代用

小切手（e-Check）として置き換えを認める

ものである。問題は、この置き換えの選択権

は銀行のみにあり、振出人には銀行を選ぶ権

利がない点である。つまり、Ａ銀行は支払済

小切手原本（oroginal canceled check）を

振出人に返却しないかわりに、デジタル・イ

メージを返す、Ｂ銀行は従来どおり支払済小

切手原本を返却する、Ｃ銀行はあるときは原

本を返却し、あるときは代用小切手のコピー

を表にはり、裏にはすべての裏書が記載され

た原本を貼り送り返すという組み合わせを

行う。米国の消費者は、小売業者・クレジッ

トカード会社・その他の企業が次第に小切手

取引の電子化を進めること（いわゆる電子小

切手変換）を理解している。e-Check におい

て消費者は１回の電子的買物でも当座勘定

から電子資金移動（EFT）を利用することに

なるが、この変換に伴い銀行は交換番号と小

切手番号を必要とするのみである。その情報

を元に銀行は自動手形交換所（ACH）でネッ

トワーク決済するのである。これらの変換シ

ステムの利用件数は 2003 年は前年比 8 倍に

増えており、全国電子支払協会（NCHA）は、

小売店でのe-Check は全体の 2から 3％（225

百万枚）、全体の決済額から見ると 1 割程度

と推定している。        （了） 
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レポート 

 

 

個人情報保護対策における人的セキュリティ 

企業における個人情報の漏えい事件が頻発する中、 

企業は個人情報保護をどう捉え、実践していくべきか 

企業におけるビジネス倫理の確立 

ＢＥＩビジネス倫理研究所 代表 山口謙吉 

 

このところ企業における個人情報の漏えい事

件が頻発し、経営者が記者会見等で陳謝して

いる光景をよく目にする。このような事件が後を

絶たないのはなぜなのか。  

漏えい事件の多くは、従業員など、人による

過失や事故、犯罪に起因している。このことは、

企業における個人情報保護に関するビジネス

倫理の実践が不十分であることを意味している。

一方で企業には、適正な個人情報保護対策を

実施するために情報セキュリティの側面からの

対応も求められている。 

この両方が、整備、実践されて、初めて個人

情報保護対策が実施されていると見ることがで

きるのだが、実際は、冒頭の通りの状況である。 

本稿では、個人情報保護対策の中でも特に

人の面、つまりビジネス倫理の確立の重要性に

ついて考えていきたい。 

 

大きな社会変化への対応で誕生した 

個人情報保護法 

個人情報の保護に関する法律（以下、個人

情報保護法）は平成 15 年４月に２年間の審議

を経て成立した。ようやくできたかとの感がある。

成立までの道のりは長かった。 

表１をご覧頂くと分かるように、日本における

この法律の成立が欧米各国に比べて遅いこと

が明確に出ている。日本人の個人情報（特にプ

ライバシー）という概念の欧米各国との違いを十

分考慮した上でも、20 年以上の遅れがあり、同

じ資本主義経済圏の中では異質と思われる。

日本政府の動きを見ると、ＯＥＣＤ８原則公表、

ＥＣ指令発令などを契機として大きく進展してい

ることが分かる。 

日本は「外圧に弱い」と言われているが、個

人情報保護法の成立についても、その外圧に

よる動きに他ならないと言える。しかし、このよう

な外圧によるにしろ、個人情報保護法は大きな

社会変化への対応の一つとして成立したと受け

止めるのが正解であろう。 

[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：「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 

出典：BEI ビジネス倫理研究所 
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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、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「ＯＥＣＤ

８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

5 
ＢＥＩビジネス倫理研究所 http://www.beinstitute.org/ 



                            よりよい企業活動は、よりよい社会環境へ 

Ｖｏｌ．００４ 

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。 

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/0306c

l25/01.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。（Ｐ．８へ） 
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＜表２＞国内の主な個人情報漏えい事件 

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 

最大 

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 

 
 

＜図１＞情報セキュリティ工場における最も重要なポイント 

 
出典：ｇoo リサーチ調査 
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社会的認知を求める 

「個人情報保護基本方針」 

 
「消費者保護基本法」の改正案では、消費者

に対する行政の姿勢の転換が示されている。こ

れまでの「消費者を保護する」という立場ではな

く、「自立する消費者を支援する」という立場へ

の転換である。消費者には、消費者の自己責

任による行動が求められているといえる。 

これらの意識の浸透には時を要する。そこで

個人情報保護法の機能に期待するのであるが、

同法が機能するかどうかは、企業の自律的な義

務の励行に掛かっているといっても良い。 

企業としては、消費者にも自立の方向が求め

られている中、社会から納得される形での個人

情報保護を進めなければならない。そのため、

４月に閣議決定された「個人情報保護基本方

針」の具現化と併せて、そのためのビジネス倫

理の実践が求められているのである。 

この基本方針は、①事業者が行う措置の対

外的明確化、②責任体制の明確化、③従業員

の啓発の三つの事項から成っている。 

これを企業として取り込むにはビジネス倫理

の視点が必要となってくる。つまり、企業がビジ

ネス倫理を導入し、「ビジネス倫理プログラム」

（図２）を構築することで個人情報の保護も包括

でき、結果として対応が可能となる。実施の例と

しては次の通りである。 

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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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

 

 
ビジネス倫理プログラムの実践 

 
○ビジネス倫理実践の基本的枠組み 

ビジネス倫理の実践とは、簡潔に言うならば

「企業にとって法令遵守（じゅんしゅ）は当然の

こととして、それ以上のことについて社会と共生

していくために自発的に行動すること」ということ

ができる。この精神がステークホルダーを含む

一般社会との信頼関係を生むことになる。その

基本となる活動が、「ビジネス倫理プログラム」

の構築とその実践である。 

ビジネス倫理プログラムは４段階に大別され

る。その内容は企業の規模や業種、風土などに

もよるが、基本的には次のように要約される。 

① 実施宣言 

倫理綱領や行動憲章・基準などを制定し

内外に公表（個人情報保護ではプライバシ

ーポリシー） 

②推進組織整備……委員会や専門部署を

設置し、専門スタッフを配置 

③フォロー体制……教育・研修制度や相談

対応のヘルプライン等を整備し、浸透活動

を推進 

④モニタリング……監査部門による倫理監査、

自己啓発の為の自己診断や定期的な倫

理意識調査等 
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①宣言と、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
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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） 

 

 
 

米国コンプライアンス、個人信

用情報最新事情 

 
ＢＥＩビジネス倫理研究所  代表 山口謙吉 

 
９月１２日（日）から５泊７日の旅程で日本金

融新聞社主催の米国のコンプライアンスと個人

信用情報に関する視察団に参加した。ワシント

ンでは、訪問予定先の CDIA（消費者データ産
業協会）でスピーチ予定役員が急遽議会に招

聘され、スケジュールが狂ってしまうハプニング

も一部あったが、ＡＦＳＡ（米国金融サービス協

会）、ＦＴＣ（連邦取引委員会）、ＥＲＣ（倫理リソ

ースセンター）、ＥＰＩＣ（電子プライバシー情報

センター）の４団体を訪ねた。ニューヨークでは、

フェアーアイザック社（スコアリングシステム提供

企業）とアレクサンダーアンドハミルトン社（債権

回収企業）を訪ねた。要旨は次の通り。 
ＡＦＳＡでは Lively 会長から金融再編成時
の貴重な話を聞けた。１９９５年以降の大きな業

界変化はクレジットをテコとするアメリカ経済の

なかでは必然ともいえることであった。大手銀行

のグローバル化、クレジット業務強化などに伴う

AFSA の大手会員企業の買収がつづき、クレ

ジット産業の拡大をみた。このとき、AFSA は一
時危機を迎えたが、買収後のアブコやハウスホ

ールドなど大手企業の経営陣に大きな変化は

なく、AFSA も従来の体制を維持した。しかし、
クレジット産業の拡大がクレジットラインの低下

による消費者の特に人種的な差別化を招いた

ような誤解を受け、全米の消費者団体からの抗

議を受けることとなった。そのため各州で個別

法制定の機運が高まってきたこともあり、AFSA
として新時代への対応を考え、連邦法の改正

に努力すると共に会員企業に対して今後の展

望を示し、時代の進展を図ってきた。とのことで、

日米の協会の大きな違いを感じた時間であっ

た。 
FTC には、当初予定の CDIA がキャンセル
になった代替として急遽訪問した。政府関係機

関ということなのか入館の折、所持品のエックス

線チェックとパスポートチェックを受けた。特別

な話はなかったが、入ってすぐの部屋が消費者

や企業向け資料を１００あまりもおいてあり、自

由に持ち帰ることができる。しかも必要なものは

コピーも可能な状況にある。日本の政府関係機

関との対応の違いをみた。 
ERC では、ひとり一人の訪問者に対しての
質問を交えながら、企業研修のような実践形式

的な講習を聞くことができた。その中で基本的

なことをいくつか報告する。米国企業が企業倫

理実践体制の構築で基本にしているのは、連

邦量刑ガイドラインのコンプライアンスプログラ

ムである。それを４つのインフラとして。 
① コードオブコンダクトの制定  
② リポーティングシステム（推進組織、フォロ
ー体制等）の整備  

③ 従業員研修プログラムの策定  
④ 評価メカニズムの確立  

の構築を示唆している。企業倫理は企業の社

会的責任として捉えており、CSR（企業の社会
的責任）の概念がそこにでてきている。特に、当

研究所の概念 と共通するが 、 Business 
Ethics=Good businessの考え方をベースとし
ており、そのために個人（従業員）と組織（企業）

の関係などからくる実践で発生するジレンマを

注視している。そして、何より経営トップの役割、

関与の重要性を強調している。最近の企業の

動きはコンプラベース（法令、規定遵守）から倫

理ベース（企業価値観による意思決定）へと方

向が向いているとのことである。また、日本には

ない点として政府が企業倫理実践の基準を連
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邦量刑ガイドラインの中で示し、企業活動の責

任の所在をチェックできる仕組みになっている

ことである。 
EPIC では、金融サービスに関するプライバ
シーについて同センターの Chris 弁護士から
話を聞いた。同センターでの活動の基準として

「OECD８原則」の実現を取り上げ、特に最近の
傾向として、個人情報のコントロールとその安全、

犯罪に対する取り締まりの強化を目指している。

個人情報の活用が大前提にある米国では、個

人情報の収集者（例：企業）を「データオーナ

ー」といい、情報主体である個人は「データサブ

ジェクト」と呼んでいる。そのために、各種法制

度の整備がなされているわけだが、その中で広

がりつつある傾向は、情報活用の承諾を得るこ

とについて、事後承諾「OPT－OUT」から事前
承諾「OPT－IN」への要求の増大である。この
点について昨年、カリフォルニア州では関係法

が整備されている。最後に現在の重点活動項

目として、 
① 系列会社間での個人情報の活用に制限
を加える。 

② 市場における個人情報のコントロール権
の実行を向上させる。 

③ 個人情報の管理、活用の安全性を向上
させる。 

の３つの動きをあげていた。 
フェアーアイザック社では、全米の８５％のシ

ェアーをもち、米国、カナダの信用産業に対し

て業務展開をしている。現在グローバル化を進

めており、マレーシア、シンガポール、オースト

ラリアなど６カ国で導入を進め、グローバルに通

用するスコアリングシステムを目指している。日

本でもフェアーアイザックジャパン社を窓口に

市場対応を進めている。このスコアリングシステ

ムの基本は、情報を 
① フルポジティブ、 
② 部分ポジティブ、 
③ ネガティブ 

に区分し、その国の企業の保有データに合わ

せるスタンスをとっており、そのなかで不足する

データをカバーしていくというものだ。とのことで

ある。 
アレクサンダーアンドハミルトン社は、弁護士

が設立した企業で、企業債権回収を弁護士に

依頼しても効率的に回収されないという米国の

事情のなかから誕生している。米国企業には独

自の債権回収ノウハウはなく、誰に、どこに回収

を依頼するか選別することがその重要な事項と

なっている。選択肢は案件により、 
① 自分たちでする、 
② 一般の弁護士を選ぶ 
③ 専門の弁護士に依頼する、 
④ 法的手続きを取る、 

というもので、そこに回収専門会社が加わったと

いう構図である。このような動きは日本でも起こ

ることと考えているとのこと。また、米国のクレジ

ット関係のトレンドとして、 
① 消費者負債の増大、 
② クレジット金利の低下、 
③ IT 技術の進展による異業種参入の増
加、 

④ 手続きが簡単なクレジットカードによる購
入の増加、 

⑤ 適切な与信モデルの開発による与信額
の上昇、 

ということをあげている。 
消費者保護の法律や NPO など消費者団体

の活躍がみられてわけだが、米国のクレジットを

テコとする経済の抱える課題の深さは、日本の

それと比べてどのように評価したらいいのだろう

か。日本では、個人のセキュリティへの概念の

低さなど法整備以前の問題にももっと注視すべ

き課題の多さも目立った感じがする視察であっ

た。 
視察に際し、消費者金融サービス研究振興

協会の国際交流助成費の支援を受けたことに

感謝します。                
 （了） 
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