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1　はじめに
　2015年７月31日に，当連合会主催，
関東弁護士会連合会・近畿弁護士会
連合会・東京三弁護士会ほか４法人
の共催により，標記シンポジウムが
開催されました。
　本稿では，Do Not Call 制度とDo 
Not Knock 制度を総称して「事前拒
否者への勧誘禁止制度」といいます
が，当連合会では，このシンポジウ
ムに先立つ2015年７月17日付けで，
「特定商取引法に事前拒否者への勧
誘禁止制度の導入を求める意見書」
を公表しております。
2　基調報告
　内閣府特定商取引法専門調査会で
委員を務める当委員会池本誠司委員
（埼玉）が，上記調査会の全般的な
議論状況の報告の後，訪問勧誘・電
話勧誘に関する規制強化の論点につ
いて論及しました。具体的には，現
行法では訪問勧誘・電話勧誘におけ
るトラブル防止の実効性がないとの
問題点が指摘されました。また，消
費者の大半が訪問勧誘・電話勧誘を
迷惑と捉えていること等から規制強
化の必要性が認められること，自主
規制や執行強化のみでは実効性に欠
けることから，事前拒否者への勧誘
禁止制度の導入が望ましいことなど
が報告されました。
3　パネルディスカッション
　続いて，当委員会薬袋真司委員（大
阪）がコーディネーターとなり，増
田悦子氏（公益社団法人全国消費生
活相談員協会専務理事），有山雅子
氏（NACS 理事），河野康子氏（一

般社団法人全国消費者団体連絡会事
務局長），当委員会大濱巌生委員（京
都）及び池本委員がパネリストとな
って，パネルディスカッションが行
われました。
　まず，事前拒否者への勧誘禁止制
度が海外の多くの国々で導入されて
いることが報告されました。我が国
では，訪問販売お断りステッカーの
掲示が特定商取引法第３条の２第２
項の勧誘拒絶の意思表示にあたらな
いとするのが消費者庁の見解である
ものの，各地（大阪府，奈良県等）
で同ステッカーに勧誘拒絶の意思表
示としての効果を認める条例が制定
されていることなどの紹介がされま
した。
　その上で，Do Not Call 制度につ
いては，事業者が拒否登録者を確認
する２つの方法（事業者に拒否登録
者のリストを開示する方法と，事業
者の保有する電話番号リストから拒
否登録者の番号を除去する方法）の
うち，前者では，開示されたリスト
を基にした勧誘が増加したり，リス
ト自体が転売される危険性があるこ
とから，後者の制度設計が望ましい
との見解が示されました。
　他方，Do Not Knock制度について
は，拒否拒絶の意思の明確化を担保
するため，訪問拒否の登録をした者
に対して登録認証済みステッカーを
交付し，同ステッカーによる事前拒
否に法的効力を認める，いわばステ
ッカー方式とレジストリ方式の併用
が考えられるとの見解が示される一
方，手間やコストの問題やリスト開

示による危険性を考慮し，単なるス
テッカー方式の方が望ましいという
意見もあることが紹介されました。
　そして，パネルディスカッション
の最後には，事前拒否者への勧誘禁
止制度の実現を目指す「ストップ！
迷惑勧誘」運動（全国消費者団体連
絡会が中心に参加を呼びかけ，当連
合会も賛同団体となっています。）
の活動案内がなされると共に，同運
動に賛同している団体の方々等によ
り，事前拒否者への勧誘禁止制度導
入に向けた決意や取組みについて，
多くの会場発言が寄せられました。
4　おわりに
　勧誘を事前に拒否している者に対
する勧誘は，私生活の平穏を害し，
迷惑であるばかりか，拒否している
者に対して勧誘すべきでないことは
商道徳上も当然のことです。
　当連合会は，引き続き，事前拒否
者への勧誘禁止制度の導入を目指し
た取組みを行ってまいりますので，
ご理解，ご協力をお願い申し上げま
す。

統一消費者信用法部会
副委員長　森　哲也（第一東京）

リ ポ ー ト

シンポジウム「特定商取引法の改正で悪質商法の根絶を！
～Do Not Knock制度，Do Not Call制度の実現を目指して～」（7/31）
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1　改正試案提出の経緯
　消費者庁は，公益通報者保護制度
の見直しにつき，2014年４月から実
務家や学識経験者，公益通報経験者
らに対する公益通報者保護制度に関
する意見聴取を行っていましたが，
その結果を踏まえ，本年６月から「公
益通報者保護制度の実効性の向上に
関する検討会」を開催し，同制度の
実効性向上のための方向性につい
て，本年12月に予定されているとり
まとめに向けて検討を進めていま
す。
　公益通報者保護法（以下，「本法」
といいます。）は，2006年４月１日
に施行された際，附則第２条におい
て施行後５年を目処に施行状況につ
いて検討を加え，その結果に基づき
必要な措置を講ずる旨定められてい
ました。
　しかし，これを受けて2009年12月
に内閣府消費者委員会に設置された
公益通報者保護専門調査会の2011年
２月の取りまとめでは，法改正の要
否については両論併記となり，消費
者庁に対して更なる調査を求めるに
止まりました（なお，当連合会では，
2011年２月18日に法改正を行うべき
点を具体的に指摘した「公益通報者
保護法の見直しに関する意見書」を
消費者庁等に提出しています。）。
　これを受けて，消費者庁は，2013
年６月25日に「公益通報者保護制度
に関する実態調査報告書」を発表し
ましたが，そもそも法改正の視点を
欠いており，公益通報経験者の声が
反映されていないなど不十分な内容
でした（当連合会では，2013年11月
21日付けで「公益通報者保護制度に
関する意見書―消費者庁の「公益通
報者保護制度に関する実態調査報告
書」を受けて―」を消費者庁等に提
出して，問題点を指摘しています。）。
　そのため，消費者庁は改めて上記
の意見聴取を行い，今回の検討会の
開催に繋がりました。このように，
公益通報者保護制度については，こ
れまで十分に法改正の必要性が検討
されてこなかったことから，今回こ

そ法改正に繋がるよう，同制度の活
用状況や問題点を踏まえ，必要と考
えられる法改正の内容について改正
試案として具体化し，本年９月17日
付けで消費者庁等に提出しました。
2　改正試案の内容について
⑴　本法の目的について，現行法の
目的では範囲が狭すぎるため，元々
消費者の主体的行動を基礎とした新
たな消費者政策の実効性を確保する
ための社会制度として導入が検討さ
れることになった本法の性格を踏ま
え，改正試案では個人の生命等の保
護，消費者利益の擁護，公正な競争
の確保その他国民の利益にかかる情
報の開示を促進し，違法行為等の是
正及び抑止を図ることを目的として
います。
⑵　保護の対象者を広げて通報を促
進するため，通報の主観的要件は「真
摯に」通報することで足りるものと
し，公益通報者には，現役の労働者
のみならず，役員や退職者，取引先，
取引先の労働者や役員，退職者も含
め，通報の対象となる事実は罰則で
担保される違法行為に限らず，個人
の生命等の侵害，消費者利益の擁護，
環境の破壊やそのおそれ，これらの
情報の隠蔽等にも広げています。さ
らに，保護される通報についても，
現行法は要件が厳しすぎることか
ら，内部通報については通報対象事
実があると思料する場合，外部通報
については合理的理由がある場合等
に要件を緩和するとともに，通報を
受けた機関が適切に対応しない場合
には外部通報が可能となることと
し，通報に適切に対応する動機付け
ともしています。これらの規定につ
いて，現行法では複雑で分かりにく
い定め方となっていることから，通
報対象事実発生事業者という定義を
新たに用いることで，ある程度分か
りやすく整理しています。
⑶　公益通報者の保護を実効的なも
のとするため，通報を行ったことを
理由として解雇することや継続的契
約を解除すること，その他一切の事
実上の不利益な取扱いを行うことを

禁止し，一定の場合に，不利益取扱
いの理由が通報を行ったことにある
と推定する規定を設け，さらに，通
報を受けた者に公益通報者の個人情
報等の守秘義務を課し，不利益取扱
いや守秘義務違反については罰則の
対象としました。これまで，通報の
対象となった事業者による事実上の
不利益取扱いや，通報を受けた者の
情報漏洩により不利益を被る公益通
報者が多かったことに対応したもの
です。
⑷　本法の保護を受けるために通報
対象事実の存在を立証しなければな
らないとき，これに必要な資料を事
業者内部から持ち出さなければなら
ない場合があり，また，自らも通報
の対象となった違法行為に加担して
いるような場合にも，それぞれ民事・
刑事上の責任追及を恐れて通報を断
念することのないよう，独占禁止法
におけるリニエンシー的な制度の導
入が必要であり，事業者内部からの
資料の持ち出し行為や，通報の対象
となった行為を自らも行っているよ
うな場合に，民事・刑事上の責任を
減免できることとしました。
⑸　通報を受けた行政機関が誠実に
対応せず問題となる事案が多いこと
から，通報を受けた行政機関に，速
やかに必要な調査を行い，調査の結
果，通報対象事実があると認めたと
きは60日以内に適当な措置を講ずる
こと，調査を開始した際や措置を取
った際などに通報者に通知すること
を義務付けました。
　通報者が安心して通報ができるよ
うにするため，消費者庁を公益通報
の総合的な窓口として位置付け，通
報者や通報を考える者から公益通報
に関する一般的な相談を受け付ける
ものとし，通報対象事実が広がった
ことから，管轄官庁がない隙間事案
の通報先ともなるような役割として
います。
　　

PL・情報公開部会
副委員長　河端武史（岡山）

リ ポ ー ト

公益通報者保護法日弁連改正試案について  
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1　はじめに
　本年８月，内閣府消費者委員会消
費者契約法専門調査会（以下「専門
調査会」といいます。）は，消費者
契約法の見直しに関する「中間取り
まとめ」を公表し，法改正の作業は
大きな山場を迎えています。
　同月27日，当連合会は，「中間取
りまとめ」の概要を紹介するととも
にあるべき改正の方向性を考えるこ
とで改正実現の契機とするため，標
記シンポジウムを開催しました。
2　基調報告
　いずれも専門調査会委員である丸
山絵美子氏（名古屋大学大学院法学
研究科教授）と当委員会井田雅貴幹
事（大分県／特定非営利活動法人大
分県消費者問題ネットワーク理事
長）から，専門調査会の議論状況と
中間取りまとめの概要について報告
がなされました。なお，専門調査会
で議論されている主な論点は，以下
のとおり多岐にわたっています。
　①「消費者」概念の在り方，②「勧
誘」要件の在り方（広告等の不特定
多数の者を対象とした表示等に不実
記載等があった場合の取消しの是
非・要件），③不利益事実の不告知
による取消しの要件の見直し，④「重
要事項」の範囲の拡張，⑤不当勧誘
類型の追加（執拗な勧誘，威迫によ
る勧誘，合理的な判断を行うことの
できない事情の利用など），⑥第三
者の不当勧誘による取消しの拡張，
⑦取消権の行使期間，⑧法定追認の
特則，⑨取消しの効果，⑩「平均的
な損害の額」の立証責任，⑪不当条
項の類型の追加，等。
3　検討と評価
　当委員会の志部淳之介委員（京都）
から，当委員会消費者契約法部会委
員有志により作成した意見書に基づ
き，特に重要な論点についての評価
とあるべき改正の方向性の意見を述
べた上で，現在の改正作業は高齢化，
情報化，国際化等の社会経済状況の
変化に必ずしも十分対応していると
は言い難い，よりよい改正のために
声をあげていく必要がある旨指摘し

ました。
4　パネルディスカッション
　専門調査会委員である当委員会山
本健司委員（大阪）の進行により，
特に重要と思われる論点につき掘り
下げた議論が行われました。
　専門調査会委員の増田悦子氏（公
益社団法人全国消費生活相談員協会
専務理事）からは，相談事例を踏ま
え，消費者にとっては商品・サービ
スの内容や価格だけでなく，契約す
る必要性（動機）が極めて重要な要
素であることや，高齢者等の判断能
力の不足はもちろん，男女間の感情，
精神的に弱っているなどの状況を利
用するケースへの対応が必要である
との指摘がありました。
　磯辺浩一氏（特定非営利活動法人
消費者機構日本専務理事）からは，
景品表示法の優良誤認表示として措
置命令が出たような移動体通信サー
ビスの広告や修復歴があるにもかか
わらず修復歴なしとの表示を見て店
頭で契約する場合等，店頭で具体的
な強い打ち消しがないかぎり，広告
が意思決定に重要な意味を持つこと
から取消しの対象となるのは当然で
はないかとの指摘や，適格消費者団
体による差止請求の経験を踏まえ，
「平均的な損害」の立証責任の転換
の必要性や，消費者の解除権を制限
する条項など現行第10条で対応して
いる条項につき不当条項として追加
することは事業者による条項見直し
の促進につながる効果もあるとの指
摘があり，改正実現のためには広範
な消費者の理解とともに，事業者サ
イドの過剰とも思われる懸念にも丁
寧に説明して理解を得ていく取組み
の必要性を強調されました。
　丸山氏からは各論点のあるべき方
向性につき具体的な示唆をいただく
とともに，必要性や合理性のある改
正につき，事業者側の懸念や誤解を
払拭して理解を得る積極的な議論を
展開したい旨の抱負が語られまし
た。
5　会場発言等
　まず，内閣府消費者委員会委員長

の河上正二氏から，今回の「中間取
りまとめ」は更なる前進のための防
波堤であり，是非大同団結して本当
に現場で使い勝手のよいルールにし
ていくという姿勢をもって，今後も
議論を深めてほしいとの期待が述べ
られました。
　次に，消費者庁消費者制度課長の
加納克利氏からは，どうしても消費
者契約法は学術的な話，専門家の話
になりがちだが，最終的には，なぜ
法改正が必要なのか，その結果どう
なるのかを，いかに具体的なケース
に照らして専門家ではない人に分か
りやすく説明できるか，が大切であ
るとの考えが示されました。
　最後に，河野康子氏（一般社団法
人全国消費者団体連絡会事務局長）
から，広い連携と協働による改正実
現に向けた取組みの決意の表明と呼
びかけがなされました。
6　最後に
　消費者契約法改正作業は，10月に
再開される専門調査会での議論を経
て法案化される予定であり，最後の
重要な局面を迎えています。
　増田氏が「消費者契約法が，消費
者が自ら活用したり，相談現場で有
効に活用できるものとなることを願
う」と述べられたように，当連合会
は，消費者契約法を真に「消費者の
ための」法律とするために全力で取
り組んでいきます。
　引き続き，ご理解とご協力をお願
い申し上げます。

消費者契約法部会
副委員長　伊藤陽児（愛知県）

リ ポ ー ト

シンポジウム「消費者のための“消費者契約法改正”に向けて
―専門調査会「中間取りまとめ」とあるべき法改正を考える―」 
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特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー

第26回日弁連夏期消費者セミナー報告

「消費者の個人情報保護を考える
～どうなる，情報化社会の未来～」

基 調 講 演

消費者問題としての個人情報保護
奥野弘幸（弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員）

　2015年７月18日，日比谷コンベンションホールにて，約100名の出席を得て，当連合会主催の標記セミナーが開催
されました。
　開会に際し，当委員会の土井裕明副委員長（滋賀）より，「個人情報あるいはいわゆるビッグデータを有効に活用する
ことは，消費者の側から見ますと，プライバシーに対する懸念も有りながら，一方で消費者自身も利便性を享受する
という関係にあり，両方の立場を手にバランスを取ることが求められると思っています。」と開会の挨拶がありました。
　引き続き，当委員会の岡田崇副委員長（大阪）より，「昨年に株式会社ベネッセコーポレーション（ベネッセ）の
個人情報漏洩問題が公になったことや個人情報保護法の改正ということもあり，このテーマを企画しました。最初に，
導入として，当委員会の奥野弘幸委員から個人情報と消費者との関わり合いを説明させていただきます。その上で，
個人情報保護法改正法案は国会で審議中の状況ですが（2015年９月３日，国会で可決成立しました。），法案が通れば
どのように変わっていくのかを中心に，立法担当者やこの分野に精通した学者の方々にお話しいただきます。」と企
画の趣旨説明がありました。
　以下，セミナーの要旨を掲載します（本要旨に関する責任は，消費者問題対策委員会ニュース・出版部会にあります。）。
※肩書きは，夏期セミナー当時のものです。

　奥野氏からは，「消費者問題として
の個人情報保護」と題して，ベネッセ
の情報漏洩問題を題材に講演いただ
きました。要旨は以下のとおりです。
1　問題の概要
　ベネッセのグループ会社が業務を
委託している委託先の元従業員が，
ベネッセの管理するデータベースに
不正にアクセスし，顧客情報を社外
に持ち出した。漏洩した件数は，約
2,895万件と推計され，登録者本人
の氏名，住所，電話番号，メールア
ドレス等のほかに，子どもの氏名，
生年月日等も含まれていた。その元
従業員は顧客情報を名簿業者３社に
売却し，顧客情報が転々売買された。
その後，株式会社ジャストシステム
が，2014年５月に名簿業者から257
万3,068件のデータを購入し，これ
を利用して2014年６月にダイレクト
メールを発送したところ，ダイレク
トメールを受け取った人から問い合
わせがあり，漏洩が発覚した。
　この事件では漏洩している情報を
削除してあげるという詐欺の二次被
害も発生している。このことからも，

名簿業者などがカモリストのような
ものを漏洩した情報から作成してい
て，消費者被害の端緒となっている
のではないかということが疑われ
る。実際，名簿業者のホームページ
には，「中小企業経営者」「自営業者」
のほか，「生年度別データベース　
1980年度生まれ」や，「マンションオ
ーナー」「カーオーナー」「ギャンブ
ル愛好家」「旅行者データ」といっ
たデータのリストが挙がっている。
2　消費者としての対応
　情報が漏洩してからの対応として
は次に挙げる方法が考えられるが，
いずれも難点がある。すなわち，①
現行個人情報保護法23条２項に基づ
き第三者提供の停止を求めること
（オプトアウト手続）については，
漏洩した情報を誰が保持しているか
わからないことから，誰に求めれば
よいか分からない，②同法27条１項
に基づき，16条違反（本人の同意の
ない目的外利用）もしくは17条違反
（不正な手段による個人情報の取得）
として利用停止を求めることについ
ては，23条２項のオプトアウト手続

を整備している名簿業者から取得し
た場合には法律上利用停止を求めら
れず，業者の自主的な対応に任せる
しかない，③損害賠償については，
名簿を売ったことだけではなく情報
の管理状況の主張・立証が必要で認
められる金額も低額であることから
個人で損害賠償請求訴訟を提起する
のは困難な状況であるにもかかわら
ず，慰藉料については集団的被害回
復訴訟の対象外になっているといっ
たことがある。したがって，このよ
うな事後的な対応により救済を図る
ことは困難である。
　改正個人情報保護法では，個人情
報保護委員会が新たに設置されるこ
とから，そのことによる事前の規制
に期待したい。

基 調 講 演

改正個人情報保護法案の要点
日置巴美（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室パーソナルデータ関連制度担当室参事官補佐）

　日置氏からは，「改正個人情報保護
法案の要点」と題して，ご講演を頂
きました。要旨は以下のとおりです。

1　改正の目的
　個人情報保護法は2003年に成立し
た後，改正は一度もないが，その後

の情報通信技術の発展と情報の量
的・質的な広がりにより，制定当時
には想定されていなかった個人情報
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の取扱いがなされるようになってい
る。特に，パーソナルデータを取り
巻く環境の変化を背景として，プラ
イバシーと個人の権利利益保護を図
りつつ事業活動を行うことが可能と
なるように，消費者からも事業者か
らも，より明確で信頼できるルール
作りを含めたデータの利活用環境の
整備を望む声が大きくなった。具体
的には，ⅰ情報技術の発展によるグ
レーゾーンの拡大，ⅱ所管の縦割り
により柔軟な対応ができない，ⅲ事
業活動のグローバル化などの環境変
化に適応できない，などの問題点が
指摘されている。
2　改正のポイント
　個人情報保護法の改正のポイント
は次の６つである。
①　定義の明確化
・特定の個人の身体的特徴を変換し
たもの等は特定の個人を識別する情
報であるため，これを個人情報であ
ることを明確化する。
・人種，信条，社会的身分，病歴，
犯罪被害情報，犯罪の経歴など要配
慮個人情報（機微情報）に関する規
定を整備する。
・取り扱う個人情報が5000人以下の
小規模取扱事業者を取締り対象にす
る。
・他方，個人情報データベース等か
ら権利利益侵害の少ないものを除外
する。
② 　適切な規律の下で個人情報等の
有用性を確保
・個人を識別すること及びその作成
に用いる個人情報を復元することが
できないように個人情報を加工した
ものを「匿名加工情報」と定義し，
その加工方法を定めるとともに取扱
いについて規定を設ける。

・個人情報保護指針の作成や届出，
公表等の規定の整備を行う。
・IT技術の進展により，多種多様な
データの蓄積，分析が可能となり，新
たな価値創造が可能となることから，
取得時の利用目的と関連性を有する
範囲で目的変更を認めることとする。
③　個人情報流通の適正の確保
・トレーサビリティ（追跡可能性）
を確保するため，第三者に情報を提
供する場合の確認及び記録の作成義
務を課すこととする。
・不正な利益を図る目的による個人
情報データベース提供罪を新設し，
個人情報の取扱いに関する業務に従
事していた者が，その立場を悪用し
てデータベース等を不正に持ち出
し，第三者に提供して利益を得る行
為を処罰できることとする。
・第三者提供の利用目的等をあらか
じめ本人に通知し，又は本人が容易
に知り得る状態に置いているとき
は，本人の同意なく個人データを第
三者へ提供できるというオプトアウ
ト規定が十分に機能していないこと
から，第三者提供事業者を明らかに
し，本人による確認及び開示請求を
容易にするため，オプトアウト手続
を利用する場合には，データ項目等
を個人情報保護委員会に届け出て，
委員会はその内容を公表するという
制度を創設する。
④ 　個人情報の取扱いのグローバル
化
・日本国内の個人情報を取得した外
国の個人情報取扱事業者について
も，個人情報保護法の適用を可能と
する規定を設ける。
・日本から海外事業者にデータを提
供する場合は，個人情報保護委員会
規則に則った場合，同委員会が認め

た国である場合，又は本人同意があ
る場合に提供できることとする。
⑤　請求権
・本人が求めたときは，原則として，
1）事業者は保有個人データについ
ては利用目的を本人に通知するこ
と，2）利用情報を開示しなければ
ならないこと，3）内容が事実でな
いときは利用目的の達成に必要な範
囲内において訂正等を行わなければ
ならないこと，4）利用目的や取得
制限等に違反したときは利用を停止
しなければならないことを義務とし
て規定し，裁判上の権利があること
を明確化する。
⑥ 　個人情報保護委員会の新設及び
その権限
・現行法では，法の所管が消費者庁
である一方で，事業者の監督は主務
大臣が所管事業者にそれぞれ行うこ
ととされているが，改正法では，個
人情報保護委員会を設置し，個人情
報取扱事業者又は認定個人情報保護
団体に対する監督権限を一元化しつ
つ，強化することとする。
3　施行予定
　改正法の全面施行に先行して，個
人情報保護委員会の設置を2016年１
月１日とし，その後，義務や監督に
関する規定を全面施行することにし
ている。

基 調 講 演

個人情報保護法改正案の解説
鈴木正朝（新潟大学法学部教授）

　鈴木氏からは，「個人情報保護法改
正案の解説」と題して，改正の背景，
個人情報の定義，Suica事件等につき，
以下のような基調報告がありました。
1　昨今，国際的にも個人情報保護
法制に大きな変化があった。国内で
も，社会保障と税の一体改革が進む
中で様々な動きがある。少子高齢化
が進み，マイナンバーを入れて制度
を効率化せざるを得ない現状があ
る。
　一方，スマホ時代になり，Apple や
Google 等の米国系企業が個人のデ
ータを大量に保有する時代になり，
主権の及ぶ国内だけの保護を考えて
おけばよい時代ではなくなった。
2　現在，医療機関の尿検査，血液検

査なども中国で行われ，まもなく遺
伝子検査も同様になる。日本の産業
力を強化して情報管理の中心的役割
を担えるようにならなければ，デー
タは国外に流出してしまい，国の制
度による確実な情報管理は難しい。
　一方で，しっかりした個人情報保
護法制がなければ，海外のデータが
流入せず，国内での研究に支障が出
る。現在，国内の製薬会社もEUに
開発拠点を求めている。
3　「個人情報」の定義について改
正法では，「生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる
氏名，生年月日その他の記述等によ
り特定の個人を識別することができ
るもの」に加えて，「個人識別符号」

が保護の対象になることを明文化し
た。これらの代表であるマイナンバ
ーや遺伝子などは，「誰か」は特定
できないものの，特定の個人と１対
１で対応する情報である。従前は氏
名に到達できる必要があるとの学説
が有力だったが，改正法の解釈とし
ては成り立たない。
4　マイナンバーでは，歯止めをか
けるための第三者機関や直罰規定を
置いた。運用を厳重に監視する必要
はあるが，効率化の必要性から危険
は承知の上で導入された制度であ
る。
　むしろ今後は，Google などの社
会的権力の情報管理の監視もこの第
三者機関に行わせるかどうかが問題
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基 調 講 演

個人情報保護法改正の背景と意義
新保史生（慶應義塾大学総合政策学部教授）

　新保氏からは，「個人情報保護法
改正の背景と意義」と題して，講演
して頂きました。要旨は以下のとお
りです。
1　個人情報保護法改正の背景
　ビッグデータの利活用を推進する
流れの中で，どれが個人情報に当た
るのか不明であると利活用に萎縮す
ることになる。
　一方で，事業者側が，情報を個人
情報として取り扱っているのか，そ
もそも個人情報としては取り扱って
いないのか，不透明であるとの懸念
がある。例えば，JR東日本による，
顧客の乗降履歴の提供問題は，１対
１で照合ができるため，本来は個人
情報であるのに，個人情報として意
識，認識していなかったことが社会
的非難の対象となった。
　保護されるべきパーソナルデータ
が適正に取り扱われることを明らか
にし，消費者の安心感を生む制度の
構築が求められていることが，今回
の改正の背景にある。
2 　改正法と現行法の違いはどこに
あるか。
　利活用の拡充のための整備とし
て，「匿名加工情報」に関する規定
を新たに設け，利用目的制限を若干

緩和した。個人情報保護を強化する
ための規定については，機微情報と
呼ばれる「要配慮情報」に関する規
定を新設し，取得の制限をかけた。
　また，名簿屋対策として，不正な
利益を図る目的での個人情報データ
ベースの提供罪の新設，本人同意を
得ない第三者提供（オプトアウト）
についての見直し，小規模事業者の
適用除外の撤廃などもある。
　個人情報保護委員会の新設とその
権限の整備も，現行法にはない考え
であり，その意義は大きい。
　個人情報の取扱いのグローバル化
に対応するための規定の整備は，悲
願であった国際的な基準に対応する
ための取組みであり，いずれも新設
されたものである。
3　法改正の意義と論点
　まず，個人情報の色分けをした。
取扱いに注意すべき段階を情報によ
って分け，原則，取得が禁止される
機微情報，社会生活上必要に応じて
取得される場合のある非公知情報，
法令等に基づいて公開される場合の
ある情報などに分けられた。これは，
形式的な個人情報保護から，プライ
バシーという考え方に基づく実質的
な個人情報保護へ，という論点であ

る。次にこれまで，安易な匿名化に
よる脱法的な利活用（裏活用）をし
てきた事業者に対し，個人情報委員
会規則により，デュープロセスに基
づく利活用がなされるようになると
いうのも，今回の改正の大きな意義
である。
　そして，今回の改正の最重要課題
は，プライバシー・コミッショナー
制度（個人情報保護委員会）の創設
であり，委員会の今後の体制整備，
委員会の機能整備強化が重要な課題
である。これまでの日本は，いわば，
監督不在のサッカーチームであり，
戦略的な個人情報の取扱いができな
かった。今後の個人情報委員会への
期待は大きい。

パネルディスカッション
パネリスト
日置　巴美（ 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室パーソナルデータ関連

制度担当室参事官補佐）
新保　史生（慶應義塾大学総合政策学部教授）
鈴木　正朝（新潟大学法学部教授）

コーディネーター
奥野　弘幸（弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員）

になってくる。
5　個人情報として管理されている
情報は一体として個人情報であり，
パスワードなどそれだけでは個人と
対応しない情報だけが流出したとし
ても個人情報の流出である。
6　Suica 事件（JR東日本が無承諾
で記名式 Suica のデータを加工して
日立に売却していた事件）の「匿名

化加工」は，当初，完全匿名化され
ているといわれていた。しかし，ID
や個人名は削除されていても，駅の
１秒単位の入退場時刻を照合する
（秒単位で同じ時刻に特定の駅の特
定の改札を利用した人は１人）こと
で，元の情報にたどり着け，個人を
特定できる。したがって，匿名化が
不十分で，違法な第三者提供である。

1　Suica 履歴情報提供問題
　Suica 履歴情報提供問題を題材と
して，個人情報該当性や容易照合可

能性について，鈴木氏から，個人の
Suica 移動履歴の生データはそのま
まに氏名だけを別番号として仮名化

しても，依然として本人と一対一で
対応する情報であって容易照合性が
あるので，現行法上も個人情報であ
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るとの見解が示された。改正法案に
おいて新たに個人識別符号が含まれ
たこと，例えばマイナンバー単体等
でも個人情報であるとされたことで
より明確になったとの指摘があった。
　一方，日置氏は，容易照合性の問
題につき，ID，詳細な移動履歴の
情報及び元データがあれば照合は確
かに可能としても，容易かどうかの
判断は難しいと述べた。また容易照
合性は，当該事業者の情報の取扱い
方や，加工データと加工前データへ
のアクセス状況やシステムの設定
等，事案ごとに判断されるため，当
該事案でも個人情報に該当するか否
かの判断は難しいと述べ，見解は分
かれた。
　新たに定められた個人識別符号に
ついては，日置氏から，その具体的
内容については政令に委ねられる
が，今後①情報が一意かという個人
と情報との結びつきの程度，②情報
の不変性の程度，③情報に基づき直
接個人にアプローチできるか等の本
人到達性等の要素を勘案して判断さ
れると説明があった。
2　匿名加工情報
　新たに定められた匿名加工情報に
つき，鈴木氏から，「復元できない」
とはどのような意味か，匿名加工の
具体的方法等が不明確で誰も使えな
いのではないかとの指摘があった。
　この点，新保氏から，海外におい
ても匿名化された情報について十分
に検討されておらず，国際的にも必
ずしも明確な匿名化の基準があるわ
けではないため，日本独自のルール
を定めるしかないと考えられるが，
あまりに厳しいルールを制定すれば
海外事業者との競争において不利に
なる可能性がある等の指摘がなされ
た。
　日置氏は，国際的動向も踏まえな
がら検討し，ある程度の一般的な方
法は定めるが，全てに適用される汎

用的な匿名化措置はないので，個別
具体的な部分については各情報の特
性に応じて，一定程度自主的なルー
ルに委ねざるを得ないと考えられ，
その際に個人情報保護委員会による
指導，監督等の役割が重要となると
の説明があった。
3　名簿屋問題
　個人情報漏洩といわゆる名簿屋に
よる被害について，鈴木氏から，い
わゆる「カモリスト」「夢見る老人
データ」等のリストが流通し，オレ
オレ詐欺等に利用されているとの指
摘があった。これらのリストは，企
業から漏洩した顧客情報等を基礎
に，名簿屋によって更に資産情報や
家族情報，過去の被害経験等の情報
が付加・名寄せされ，プロファイリ
ングされており，まさに保護の必要
が高い個人情報であるため，規制が
必要であるとの指摘であった。
　この点，日置氏から，改正法では
①トレーサビリティの確保（個人情
報取扱事業者が個人データを第三者
に提供する場合には，提供年月日や
提供先を記録し，第三者から個人デ
ータの提供を受ける場合には，提供
元の取得経緯を確認し，取得年月日
を記録すること等により個人情報の
流通経過を事後的に追跡可能にす
る），②不正な利益を図る目的によ
る個人情報データベース提供罪の新
設，③オプトアウト手続の強化（オ
プトアウト手続により第三者提供を
しようとする場合，データの項目等
を個人情報保護委員会へ届け出し，
同委員会が公表することにより，本
人にオプトアウト手続を取りやすく
する）を盛り込んでいる旨の説明が
なされた。日置氏は加えて，本人が
個人情報保護委員会のHPで第三者
提供事業者を確認し，当該事業者に
開示請求を行い，個人情報保護委員
会に苦情を申し入れるというよう
に，改正法のメニューを複合的に活

用してもらうことを期待している旨
述べた。これに対し，新保氏は，
EUでは個人情報保護の手続は全て
オプトインとされており，オプトア
ウト手続の強化では不十分と評価さ
れると指摘した。
4　域外適用
　グーグルやフェイスブック等の海
外事業者が，日本国内の個人情報を
海外で取り扱うケースが増えてきた
にもかかわらず，これまで個人情報
保護法の適用外であった。改正法で
は原則として適用される「域外適用」
が認められることとなる。鈴木氏か
ら，外国との執行協力体制の構築の
ために，個人情報保護ルールの平準
化が急務であると指摘された。
5　個人情報保護委員会
　改正法で，現行の「特定個人情報
保護委員会」を改組して設置される
「個人情報保護委員会」に，報告徴
収権，立入調査権，規則制定権，更
に執行協力のための外国政府機関へ
の情報提供権が与えられる。この点
につき，新保氏は，第三者機関の権
限としてはパーフェクトであって海
外からの評価も高いと紹介した。鈴
木氏は，予算と人員を集中していか
に権限の実効性を高めていくかが求
められると述べた。
6　最後に
　日置氏は，個人情報保護のための
法制度や自主規制ルールの整備も重
要であるが，一人一人が，自分の個
人情報がどこでどのように取り扱わ
れているかということへの関心を高
めていくことが必要だと思うと述べ
た。鈴木氏は，事業者は個人情報の
利用目的を分かりやすく明確に表示
する努力が必要であり，消費者団体
はより一層知見を高めて，消費者に
代わって監視の目を光らせていくこ
とが必要であると指摘し，新保氏は
これが「戦略的互恵関係」であると
結んだ。

まとめ・閉会挨拶　野々山宏（日弁連消費者問題対策委員会委員長）

　最後に，当委員会の野々山宏委員
長（京都）より，本セミナーの総括
と閉会の挨拶がありました。要旨は
以下のとおりです。
　今日は，個人情報の問題について，
様々な側面からいろいろな議論をさ

れて，その背景，あるいは今度の改
正の内容，またその課題，それが，
私たち消費者，あるいは消費者問題
に取り組む者としてどのようなこと
を行わなくてはいけないかというこ
とも，様々な問題提起がなされて理

解が深まった。
　不招請勧誘などの他の問題と同じ
く「安心・安全で暮らせる社会の実
現なくして経済の発展というものは
あり得ない」という立場から，この
問題にも取り組んでいきたい。
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
催 事   シンポジウム 消費者の課題と展望Ⅹ「欧州消費者法に学ぶ！～EU指令と各国の消費者法制 その日本法への示唆～」開催のご案内

　連続シンポジウム「消費者法の課題と展望」の第10回目として，EU指令を共に学ぶ勉強会型シンポジウムを2015年12月19日（土）午後１時か
ら大阪弁護士会館で開催します。
　EUは，これまで多くの消費者保護に関する指令を採択し，これを加盟各国（現在28か国）が国内法化して，消費者法制を調和的に発展させてい
ます。消費者取引に関連する指令として，不公正取引慣行指令，不当条項指令，消費者権利指令などがあります。Do-Not-Call 制度の世界的拡がり
に見るとおり，EU指令は加盟国のみならず他地域の諸外国にも影響を与えています。
　このように諸外国の消費者法制にも影響を及ぼすEU指令ですが，日本では広く認識されているとはいえません。そこで本シンポジウムでは，基
調報告で主要なEU指令の内容を紹介し，主要EU加盟国においてどのように国内法化されているかを学びます。そしてパネルディスカッションでは，
EU指令に造詣の深いカライスコス・アントニオ関西大学法学部准教授，村本武志会員（大阪・東京経済大学現代法学部教授）らをお迎えし，日本
の消費者法へ及ぼす影響なども探ってみたいと思います。
　なお，希望する弁護士会においては，テレビ会議システムによる参加も可能ですので皆様のご参加をお待ちしております。

吉田　実（大阪）

文献紹介  コンメンタール消費者契約法〔第２版増補版〕

　本書は，2010年に刊行された「コンメンタール消費者契約法
第２版」の増補版です。消費者契約法に関しては，第２版の刊行
後，建物賃貸借契約の敷引条項・更新料条項に関する最高裁判例，
生命保険契約約款の失効条項に関する最高裁判例，商品先物取引
の勧誘に関する最高裁判例，その他重要な下級審判例が数多く判
示されています。また，消費者団体訴訟制度においては，2013
年に差止請求訴訟の対象が食品の不当表示に拡大されると共に集
団的消費者被害の回復を図るための新しい訴訟法である消費者裁
判手続特例法が新設されました。さらに，私法実体法部分につい
ては，2014年以降，消費者庁及び内閣府消費者委員会において
法改正に向けた動きが本格化しており，日弁連も同年７月に新た

な立法提言を行いました。
　本書では，上記のような2010年以降
の新しい裁判例や最近の法改正の動きな
どを書き加えました。本書が多くの読者
の皆様に活用され，消費者契約被害の救
済と防止に役立つこと，消費者契約法の
解釈や法改正に関する議論の一助となる
ことを心より希望しています。
Ａ５判　910頁／8640円（税込）
発行　商事法務
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編

文献紹介  違法収益吐き出し制度に関する米国調査報告について

　昨年９月，米国の捜査当局及び行政機関による加害事業者の資
産凍結及び被害救済の実情を日本弁護士連合会として調査した件
について，報告書を取り纏めました。
　米国では，多数消費者被害救済のため，私人によるクラスアク
ションのほか，行政機関が裁判所に対し差止命令（injunction）
を申し立て，必要な場合には，一方的緊急差止命令（temporary 
restraining order：TRO）を申し立て，暫定的に加害事業者の違
法行為の差止や資産凍結を求め，これが発令されると，裁判所が
選任した弁護士などの財産管理人（receiver）が加害事業者の資
産を保全し，終局的には被害者に分配して被害救済をすることが

行われています。また，捜査機関が押収した資産についても，刑
事没収（criminal forfeiture）だけではなく，有罪判決を必要とし
ない民事没収（civil forfeiture）という制度を使って，被害者に
分配することも行われています。証券投資者保護の分野では，証
券投資者保護公社（SIPC）が証券投資者保護法（SIPA）に基づ
く補償をし，破産手続において選任されたSIPA 管財人が徹底的
に破産財団を増殖して投資被害者に配当をしています。
　これらの制度を日本にも導入できないかが今後の課題です。
　この報告書は，日弁連ホームページ上で公開しますので，ご参
照ください。

　久方ぶりの編集長が回ってきました。２年ぶり
３回目。途中抜けして出戻りということもあり，
第１回目は2007年。あの頃と変わったことと
して感じるのは，最近，事件情報を探すのに苦労
する気がします。法律の整備が進んで，昔ほど判
例が頻出するような形になっていないせいもある
かと思いますが，もう少し頑張らなければいけな
いのかな，と思ったり。被害は確実に減ったと思

いますが，問題が山積の状態は今も変わらない気
もします。
　さて，今回は年に１度の夏期セミ特集号です。
　我々ニュース・出版部会員が原稿を直接執筆す
ることはあまり多くないのですが，この時ばかり
は担当になります。このニュースの夏期セミの原
稿と，ホームページに掲載される録音反訳の報告
書は，部会員総出の作業。今回は，編集長と，原

稿執筆という二足のわらじを履く羽目になりまし
た。
  個人情報保護法は，業務上の相談を受けること
もあるのはもちろん，そもそも自分の情報管理を
整える上でも，把握しておかなければならないと
思います。確認の意味でも，是非，ご一読下さい
ませ。
 大村真司（広島）
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