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１．研究課題
（和文）転換期の個人情報保護法制の比較法的研究
（英文）Comparative legal study of personal information protection legislation at the turning
point
２．研究期間

2018・2019・2020 年度 ※2020 年度は新型コロナウイルス感染症特例対応により１年間延長
３．研究の概要（背景・目的・研究計画・内容および成果 和文 600 字程度、英文 50word 程度）
（和文）
研究の目的は、わが国の第２世代個人情報保護法制を構想する際の望ましいモデルを提供すること
であった。
わが国の改正個人情報保護法を素材として、研究の目的に掲げた論点について、わが国としての
議論を再度整理することはほぼできた。しかしながら、2019 年 1 月 1 日より国の個人情報保護委員
会（独立した第三者機関、3 条委員会）の委員（非常勤）を拝命したため、予定していた外国調査
（台湾での共同研究はじめ諸外国での調査）を行うことができず、これらを 2019 年度の課題とした。
ところが、コロナ禍で残された課題を実行できず、研究期間を一年間特例的に延長していただいた
ものの、やはりコロナは収束せず、台湾での共同研究は断念せざるを得なかった。また、ドイツ等
のヨーロッパ諸国の学者との Web やメール等を通じての意見交換はある程度できたが、実務家との
交流はコロナ禍での相手方の状況もあり、必ずしも十分なものとはならなかった。
もっとも、全体としては、比較法的視点を入れた、わが国将来モデルを探求するという当初の研
究目的は達成できたと考えている。今後、残された課題の実現とともに、今回の研究によって得ら
れた知見を公表していきたいと思う。
本研究課題の最初の成果として、
「個人情報保護法制の国際的動向―2020 年 8 月」法律のひろ

ば 2020 年 10 月号がある。
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（英文）

The purpose of the research was to provide a desirable model for envisioning Japan's
second-generation personal information protection legislation. Using Japan's revised
Personal Information Protection Law as a material, it was almost possible to reorganize the
discussions of Japan on the issues raised for the purpose of research. However, since
January 1, 2019, I have been appointed as a member (part-time) of the National Personal
Information Protection Commission (independent third-party organization, Article 3
Committee), so I do not have time to conduct investigations in other countries as scheduled.
Therefore, I made this survey an issue for 2019. However, I could not carry out this task due
to the influence of Corona, and although the research period was extended for one year as a
special case, the corona did not converge and I had to abandon the joint research in Taiwan.
In addition, although I was able to exchange opinions with scholars from European
countries such as Germany via the Web and e-mail to some extent, I was not always able to
sufficiently interact with foreign practitioners in the situation of Corona.
However, as a whole, I think that the original research purpose of exploring Japan's future
model from a comparative law perspective has been achieved. In the future, I would like to
publish the findings obtained from this research as well as the realization of the remaining
issues.
The first result of this research project is the October 2020 issue of the "International
Trends in Personal Information Protection Legislation-August 2020" （Horitsu no Hiroba）
.
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