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国際動向 背景： インタ ネット / クラウド / ビッグデ タ

① OECD： 「改正OECDプライバシーガイドライン」

国際動向 背景： インターネット / クラウド / ビッグデータ

③ EU： 「個人データ保護指令」 等→「一般データ保護規則提案」

② APEC: 「CBPR（APEC越境プライバシールール）制度」創設

④ 米国：「消費者プライバシー権利章典」 ，FTC法等個別法＋重厚な司法救済

⑤ 国際規格： ISO

国内動向 背景： 少子高齢人口減少社会/社会保障と税の一体改革

⑤ 国際規格： ISO

① 一般法： 「個人情報保護法」改正の検討 (パーソナルデータに関する検討会）

② 特別法： 「番号法」（「特定個人情報保護委員会」創設） 「政府CIO」創設

＊公的部門の個人情報保護法と医療等分野の個人情報保護法について検討中

② 特別法： 「番号法」（「特定個人情報保護委員会」創設）、「政府CIO」創設

③ 告示： 「個人情報保護ガイドライン」 （乱立）

④ 国内規格： JIS Q 15001 （法との不整合）

⑤ 民間認証制度： プライバシーマーク制度 （問題山積） 1



東大政策ビジョン研究センター「安心して暮らせる活力ある長寿社会の実現を目指して」
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国際競争に負けると何が起こるか？国際競争に負けると何が起こるか？
→流出が加速する個⼈データ（産業空洞化）

米国米国

日本 中国EU

他他
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ガラパゴス誘導政策の帰結するところは？ガラパゴス誘導政策の帰結するところは？
→ 狭い市場・⾼コスト・⾼価格

財政インパクト→ 財政インパクト
⽶国⽶国

医療情報医療情報

⽇本 中国EU

住⺠情報

他他

4



国際競争に勝つためには？
→ 個⼈データの世界的なハブ機能を⽇本に

（越境デ タ問題の解決）（越境データ問題の解決）

⽶国遺伝⼦創薬
世界中から遺伝を！

⽇本 中国EU

国内研究開発拠

他
国内研究開発拠

点雇⽤創出と税収 他雇⽤創出と税収
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越境データ問題の⾜下
で国内データ越境問題で国内デ タ越境問題

・⾃治体クラウド、⾃治体クラウド、
医療クラウド等の障害医療クラウド等の障害

・マイナンバーの効果減殺マイナンバ の効果減殺
・情報化投資効果上がらず情報化投資効果上がらず
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わが国の個人情報保護法制の全体構造

「個人情報の保護に関する法律「個人情報の保護に関する法律」

「基本法」部分「基本法」部分

第１章 総則（目的・基本理念）
第２章 国及び地方公共団体の責務等
第 章 個 情 保 施策等第３章 個人情報の保護に関する施策等 *第５章 雑則 （権限又は事務の委任、政令への委任など）

地方公共団体による

「条例」

＊市区町村の「個人

民間部門の「一般法」部分

第４章 個人情報取扱事業者の義務等
第 章 雑則 適 除

「独立行政法人

等の保有する個

人情報の保護に

「行政機関の保

有する個人情報

の保護に関する

情報保護条例」

＊都道府県の「個人

情報保護条例」

第５章 雑則 （適用除外）
第６章 罰則

関する法律」法律」

公的部門民間部門

個人情報取扱事業者
（民間企業等）

独立行政法人等 地方公共団体等行政機関

公的部門民間部門
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医療分野における個⼈情報保護法（条例）の適⽤例

個⼈情報の取扱い主体 適⽤法 監督機関
厚⽣労働省 ⾏政機関個⼈情報保護法 総務省厚⽣労働省 ⾏政機関個⼈情報保護法 総務省
独⽴⾏政法⼈
国⽴病院機構岩⼿病院 独⽴⾏政法⼈等個⼈情報保護法 総務省国⽴病院機構岩⼿病院
岩⼿県⽴病院 岩⼿県個⼈情報保護条例 岩⼿県
地⽅独⽴⾏政法⼈地⽅独⽴⾏政法⼈
宮城県⽴病院機構 宮城県個⼈情報保護条例 宮城県

気仙沼市⽴病院 気仙沼市個⼈情報保護条例 気仙沼市気仙沼市⽴病院 気仙沼市個⼈情報保護条例 気仙沼市
⽇本⾚⼗字盛岡病院 個⼈情報保護法 厚労省
鈴⽊内科医院 個⼈情報保護法 厚労省鈴⽊内科医院 個⼈情報保護法 厚労省
□□広域連合⽴○○病院 □□広域連合個⼈情報保護条例 □□広域連合
△△市⽴××病院 (条例等に規定されている場合) △△市△△市⽴××病院
指定管理者：⺠間企業

(条例等に規定されている場合) △△市
(条例に規定されていない場合) 厚労省

××衛⽣組合⽴××衛⽣組合⽴
■■地区休⽇急患診療所 (適⽤法なし) ××衛⽣組合



公的部⾨の個⼈情報保護法制の整備公的部⾨の個⼈情報保護法制の整備
2000個問題を解消し公的部⾨の個⼈情

報保護 ⾏政機 法 統 法報保護として⾏政機関法とともに統⼀の法
律とし、番号法とともに第三者機関の下に律とし、番号法とともに第三者機関の下に
置く（解釈基準の統⼀、情報公開法制等関
連法制との関係整理）連法制との関係整理）。
→官⺠の個⼈データ流通の確保官⺠の個⼈デ タ流通の確保
→政府CIO等と連携し、医療クラウド、⾃
治体クラウドへの移⾏を急ぎ 情報化投資治体クラウドへの移⾏を急ぎ、情報化投資
効果を改善するとともに当該IT予算をマイ
ナンバーを活⽤した電⼦政府化の推進に振
り向けるり向ける。
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⼈権の具体化法と⾏政組織（統治機構の具体化法）

＜目的＞ 人権 （個人の尊重） ＜手段＞ 統治機構 （権力分立）

憲 法

目 権 （個 尊 ） 手段 統治機構 （権 分 ）

（プライバシーの権利） 立法

行政

司法生存権

<改正>個人情報保護法
（個人の尊重の理念

行政

組織法 不法行為法
（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害）

政府CIO

＋機微情報＋本人同意原
則）

個別法（特別法） 個人情報保護委員会

（ﾌ ﾗｲ ｼ 侵害）

政府個別法（特別法）

事業所管大臣住民基本台帳法

個 情報保護委員会

番号法（マイナン
バー）

住民基本台帳法

総務省（通信の秘密）

バ ）

厚生労働省（医療情報）

金融庁（個人信用情報）医療等個人情報保護法案？

ゲノム法案？

厚 労働省（医療情報）

総務省（公的部門の個人情報保護法） 10



＜参考＞

⿍談（ネット）⿍談（ネット）
「プライバシーフリークカフェ」連載⼀覧

http://enterprisezine jp/article/corner/318http://enterprisezine.jp/article/corner/318

youtubeyoutube
「プライバシーフリークカフェ in 越後湯沢」
http://www.youtube.com/watch?v=DxDEVv4tq
aU&feature=youtu.bey

ブログ「⾃宅の⽇記」（⾼⽊浩光）ブログ「⾃宅の⽇記」（⾼⽊浩光）
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/
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