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個人情報保護法の概要と

平成27年個人情報保護法改正
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個人情報

〇生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
（他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む。）
（例）データベース化されていない書面・写真・音声等に記録されているもの
〇個人識別符号を含むもの

個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報
（例）委託を受けて、入力、編集、加工等のみを行っているもの

保有個人データ

個人情報取扱事業者が開示、訂正、利用停止等の権限を有する個人デー
タ（６ヶ月以内に消去するもの除外）

（例）自社の事業活動に用いている顧客情報
（例）事業として第三者に提供している個人情報
（例）従業者等の人事管理情報

利用目的の特定（15条）
利用目的による制限（16条）
適正な取得（17条）
取得に際しての利用目的の通知等
（18条）

データ内容の正確性の確保（19条）
安全管理措置（20条）
従業者の監督（21条）
委託先の監督（22条）
第三者提供の制限（23条）
外国にある第三者への提供の制限
（24条）
確認・記録義務（25条・26条）

保有個人データに関する事項の公表
等（27条）
開示（28条）
訂正等（29条）
利用停止等（30条）
理由の説明（31条）
開示等の請求等に応じる手続（32条）
手数料（33条）
事前の請求（34条）
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個人情報

個人情報
データベース等

検索できるように体系的
に構成したもの（法2条）
（例）
・コンピュータ処理情報
・マニュアル処理情報
（個人情報を一定の規
則に従って整理し、目次、
索引等を有するもの）

一般私人

事業の用に供さない者
⇒保護法の義務規定の適用なし

個人情報取扱事業者

保護法の義務規定の対象
（個人情報関連）
・利用目的の特定（15条）
・利用目的による制限（16条）
・適正な取得（17条）
・取得に際しての利用目的の通知等（18条）
（個人データ関連）
・データ内容の正確性の確保（19条）
・安全管理措置（20条）
・従業者の監督（21条）
・委託先の監督（22条）
・第三者提供の制限（23条）
・外国にある第三者への提供の制限（24条）
・確認・記録義務（25条・26条）
（保有個人データ関連）
保有個人データに関する事項の公表等（27条）
開示（28条）
訂正等（29条）
利用停止等（30条）
理由の説明（31条）
開示等の請求等に応じる手続（32条）
手数料（33条）
事前の請求（34条）
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改正個人情報保護法
パーソナルデータ
の利活用の要請

GDPR

ベネッセ事件

• 個人情報の定義の明確
化 （個人識別符号）

• ビックデータの取扱い
（匿名加工情報）

• 利用目的の変更の緩和

• 独立した第三者機関（個人情報保護委員会）
• センシティブ情報の取扱い（要配慮個人情報）
• 小規模事業者への法の適用（5000人以下の個人情報
を持たない事業者も個人情報取扱事業者に）

• 越境データ移転についての権限（外国にある第三者へ
の提供・域外適用）

• 開示等請求権の適用の明確化

• トレーサビリティの確保（提
供時の確認・記録義務）

• 不正な利益を図る目的の
漏えい等の刑事罰

• オプトアウトの厳格化

平成27年改正の背景
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個人情報取扱事業者が守るべきルール

□ 個人情報の利用目的の特定（15条）、目的外利用の禁止（16条）

個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければならない。
また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っては
ならない。

□ 適正な取得（17条）、取得時の利用目的の通知等（18条）
偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはならない（17条１項）。平成
27年改正法により、要配慮個人情報を取得する場合には事前の同意が必要と

なった（同条２項）。個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知
又は公表しなければならない（18条１項）。また、本人から直接書面で取得する場
合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない（同条２項）。

□ 個人デ一タ内容の正確性の確保（19条）

利用目的の範囲内で、個人デ一夕を正確かつ最新の内容に保つよう努めなけれ
ばならない。平成27年改正法により、必要のなくなった個人データを遅滞なく削除
する努力義務が追加された。

□ 安全管理措置（20条）、従業者・委託先の監督（21条、22条）

個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じなけ
ればならない。安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切
な監督を行わなければならない。また、個人データの取扱いについて委託する場
合には、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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個人情報取扱事業者が守るべきルール

□ 第三者提供の制限（23条）

原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、本人以外の第三者に個人データ
を提供してはならない。
（例外）
①法令に基づく場合等公益目的の例外（１項）
②オプトアウト（２項～４項）
③第三者に該当しない場合（５項）
・個人データの取扱いの委託（１号）
・合併等の事業承継（２号）
・共同利用（３号）

※平成27年改正により、①オプトアウト手続の厳格化、②外国にある第三者への
提供制限（24条）、④確認・記録義務（25条・26条）が設けられることになった。

 利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の保有個人データ関連（27～34条）

保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続、苦情の申出先等について本
人の知り得る状態に置かなければならない。本人からの求めに応じて、保有個人
データを開示しなければならない。保有個人データの内容に誤りのあるときは、本
人からの請求を受けて、利用目的の達成に必要な範囲内で、調査し、訂正等を行
わなければならない。保有個人データを法の義務に違反して取り扱っているときは、
本人からの求めに応じて、利用停止等を行わなければならない。
※平成27年改正により、裁判上の請求ができることが明確化した。
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平成27年改正法の附則

〇平成27年改正法附則12条３項

• 政府は、同法の施行後３年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通
信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状
況等を勘案し、平成27年改正法による改正後の個人情報保護法（以下「改正個人

情報保護法」という。）の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
➡2020年改正

〇平成27年改正法附則12条６項

• 政府は、改正個人情報保護法の施行の状況、第１項の措置の実施の状況その他
の状況を踏まえ、改正個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報及び行
政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含
め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討する。
➡2021年改正
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平成27年改正法の附則（３年ごとの見直し）・制度改正大綱

 平成27年改正法附則12条６項
• 政府は、改正個人情報保護法の施行の状況、第１項の措置の実施の状況その他の状況を踏ま
え、新個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護
に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方に
ついて検討する。

 個人情報保護法いわゆる３年ごと見直し 制度改正大綱（令和元年12月13日）
（個人情報保護委員会）
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kojinjyoho_hogo/dai1/siryou1.pdf

（第７節 官民を通じた個人情報の取扱い ）
⚫ 行政機関、独立行政法人等に係る法制と民間部門に係る法制との一元化
行政機関、独立行政法人等に係る個人情報保護制度に関し、規定や所管が異なることにより支
障が生じているとの指摘を踏まえ、民間、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に
関する規定を集約・一体化し、これらの制度を委員会が一元的に所管する方向で、政府としての
具体的な検討において、スケジュール感をもって主体的かつ積極的に取り組む。

⚫ 地方公共団体の個人情報保護制度
地方公共団体の個人情報の取扱いについては、条例によって定められており、法律より早期に制
定された団体も多く存在することから、その実態は団体ごとに異なる点がある。この点、地方公共
団体の個人情報保護制度の中長期的な在り方については、これまで検討が十分になされている
状況とはいいがたい。このため、まずは関係者による実務的な意見交換の場として、委員会と地
方公共団体等から構成する「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」の開催を本年
10月に決定し、12月から開催しているところである。
今後、現在条例で定められている地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについて、法律に
よる一元化を含めた規律の在り方、地方公共団体の個人情報保護制度に係る国・地方の役割分
担の在り方に関する実務的論点について地方公共団体等と議論を進めることとする。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kojinjyoho_hogo/dai1/siryou1.pdf


2020年改正
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参考資料

〇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/

※法案要綱、法律案・理由、新旧対照表、参照条文、概要資料

〇個⼈情報保護法いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20191213/

〇個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20190425/

https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20191213/
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20190425/
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中間整理と制度改正大綱

• 第86回個人情報保護委員会（平成31年１月28日）において、「いわゆる３
年ごと見直しに係る検討の着眼点」を公表した。

• 平成31年４月25日に「個人情報保護法いわゆる３年ごと見直しに係る検
討の中間整理」（同日公表）を公表（平成31年４月28日から同年５月27日
まで意見募集）。
⇒計137の団体・事業者又は個人から延べ525件の意見が寄せられた。
⇒意見募集に寄せられた意見等も踏まえ、実態把握やヒアリングを通じて
検討（延べ23回の委員会で審議）

• 令和元年（2019年）12月13日、個人情報保護委員会は、「個人情報保護
法 いわゆる３年ごと見直し 制度改正大綱」（「制度改正大綱」）を公表
（意見締切：2020年１月14日➡パブコメ結果：2020年２月12日）

• 令和２年（2020年）３月10日、閣議決定の上、通常国会に改正法案が提
出（衆議院先議）。

• 2020年６月５日に国会で成立、同年６月12日に公布（令和２年法律第44

号）
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制度改正大綱の視座

第１ 個人の権利利益の保護

• 情報を提供する個人の、自らの情報の取扱いに対する関心や、関与への期待が
高まっており、個人情報保護法第１条の目的に掲げている「個人の権利利益を保
護」するために必要十分な措置を整備することに配意しながら制度を見直す必要。

第２ 保護と利用のバランス
• 平成27年改正法で特に重視された保護と利用のバランスをとることの必要性は、

引き続き重要であり、個人情報や個人に関連する情報を巡る技術革新の成果が、
経済成長等と個人の権利利益の保護との両面で行き渡るような制度を目指すこと
が重要。

第３ 国際的な制度調和や連携

• デジタル化された個人情報を用いる多様な利活用が、グローバルに展開されてお
り、国際的な制度調和や連携に配意しながら制度を見直す必要。

第４ 域外適用・越境データ移転の増大によるリスクへの対応

• 海外事業者によるサービスの利用や、国境を越えて個人情報を扱うビジネスの増
大により、個人が直面するリスクも変化しており、これに対応する必要。

第５ ＡＩ・ビックデータ時代における個人情報の適正な利用

• ＡＩ・ビッグデータ時代を迎え、個人情報の活用が一層多岐にわたる中、本人があら
かじめ自身の個人情報の取扱いを網羅的に把握することが困難になりつつある。
このような環境の下で、事業者が個人情報を取り扱う際に、本人の権利利益との
関係で説明責任を果たしつつ、本人の予測可能な範囲内で適正な利用がなされる
よう、環境を整備していくことが重要。
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リクルートキャリア社への勧告

• 就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリア（以下
「リクルートキャリア社」という。）が、いわゆる内定辞退率を提供するサー
ビスに関するサービスに関して、令和元年８月26日に個人情報保護委員
会から勧告等を受けた（同年12月４日に当該勧告等の原因となった時効
以外にも個人情報保護法に抵触することが確認されたため、改めて勧告
等勧告等がなされた。）。リクナビ問題においては、「提供元では個人デー
タに該当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな
情報」の提供が本人の同意なしに行われていたことが問題となった。

• 個人情報保護委員会の制度改正大綱においては、提供元では個人
データに該当しないものの、提供先において個人データになることが明ら
かな情報について、個人データの第三者提供を制限する規律を適用する
こととされた。
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勧告①（アンケートスキーム（2019年２月以前の仕組み））

【勧告➀】
2018年度卒業生向けの「リクナビ2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名の代わりに
Cookieで突合し、特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算出し、第三者提供に係
る同意を得ずにこれを利用企業に提供していた。 リクルートキャリア社は、内定辞退率の提供を

受けた企業側において特定の個人を識別できることを知りながら、提供する側では特定の個人
を識別できないとして、個人データの第三者提供の同意取得を回避しており、法の趣旨を潜脱し
た極めて不適切なサービスを行っていた。

〇アンケートスキーム
• リクルートキャリアが契約企業から学生の姓名・メールアドレス等の個人情報の提供を受けるので

はなく、契約企業が学生向けに実施したウェブアンケートを通じて、リクルートキャリアの委託先であ
る株式会社リクルートコミュニケーションズ（「リクルートコミュニケーションズ」）が①契約企業固有の
応募者管理 ID（契約企業が付与していた応募者の管理 ID）、②Cookie 情報、③選考プロセスにお
ける辞退・承諾情報を直接取得。

• リクルートコミュニケーションズは、『リクナビ』のウェブサイトを通じて「Cookie情報」およびリクナビ
サイト上での「業界ごとの閲覧履歴」を直接取得。

• リクルートコミュニケーションズは「契約企業固有の応募者管理ID」とリクナビサイト上での「業界ごと
の閲覧履歴」をウェブアンケートとリクナビサイトの「Cookie情報」によって紐づけ、スコアを算出 。リ
クルートコミュニケーションズでは、これらの情報だけでは特定の個人を識別することは不可。

• 契約企業においては、「応募者管理ID」は特定の個人の姓名と紐づけられているので、個人を特定
してスコアを活用してフォローに利用することが可能。

管理ID スコア 内定辞退
可能性

C333 0.40 ★★
C444 0.53 ★★★
C555 0.61 ★★★

本改正の契機となった勧告
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勧告②（アンケートスキーム下のイレギュラーケース）

【勧告➁】

本サービスにおける突合率を向上させるため、ハッシュ化すれば個人情報に該当しな
いとの誤った認識の下、サービス利用企業から提供を受けた氏名で突合し内定辞退
率を算出していた。ハッシュ化されていても、リクルートキャリア社において特定の個
人を識別することができ、本人の同意を得ずに内定辞退率を利用企業に提供してい
た。

〇アンケートスキーム下におけるイレギュラーケース
• 2019年2月以前に実施していたアンケートスキームにおいて、一部の契約企業と
の間で、対象学生のCookie情報を利用した特定（突合）率を向上させる目的で、ア

ンケートスキームとは異なるスキームでスコア算出を実施するケースがあった。こ
のイレギュラーケースにおいては、当該一部の契約企業から氏名等の個人情報の
提供を受けていた。

• リクルートコミュニケーションズにおいて取扱うデータがハッシュ化されたものであ
れば、契約企業に提供する際も非個人情報として取扱えるという誤った認識のもと、
契約企業から預かった学生の情報とリクナビ会員の情報がハッシュ化された状態
で紐づけられており、これを通じて算出したスコアは、学生本人の同意なく当該契
約企業に対して第三者提供されていた。

「提供元基準」では個人情報（個人データ）の第三者提供に該当する場合（法23条違反）
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勧告③（プライバシーポリシースキーム（2019年３月以降））

【勧告➂】
「リクナビ2020」プレサイト開設時（2018年６月）に、本サービスの利用目的が同サイト

内に記載されたことをもって、サービス利用企業から提供を受けた氏名で突合し内定
辞退率を、算出していた。しかしながら、プレサイト開設時のプライバシーポリシーには
第三者提供の同意を求める記載はなく、2019年３月のプライバシーポリシー改定まで
の間、本人の同意を得ないまま内定辞退率をサービス利用企業に提供していた。

〇プライバシーポリシースキーム（2019年３月以降）

• 『リクナビ2020』では、2019年3月に、プライバシーポリシーを『リクナビDMPフォロー』の提供に
あたって、学生が使用する複数の画面においてプライバシーポリシーに同意をしてもらうサイ
ト構成に変更された。この中には、契約企業への第三者提供の同意も含まれていた。

• リクルートキャリアは、契約企業の委託先企業として、契約企業より、委託業務に必要な限度
で氏名などの個人情報の提供を受ける。その後、当社委託先であるリクルートコミュニケー
ションズにおいて、提供された個人情報とリクナビに登録された個人情報を紐づけた上で、当
該学生のリクナビサイト上での「業界ごとの閲覧履歴」などからスコアを算出していた。

• 契約企業からは、学生に関する①応募者管理ID（契約企業が付与していた応募者の管理ID）、
②姓名、メールアドレス、③大学、学部、学科、④選考プロセスにおける辞退・承諾情報の提
供を受けていた。

• また、契約企業によって異なる「企業独自管理情報」の提供を受けていた場合もある。一例と
しては、①契約企業の説明会予約有無、②エントリーシートの記述内容、③契約企業が利用
していた適正検査の項目の値、④応募職種が挙げられる。

本人の同意がない第三者提供（法23条違反）
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リクナビ問題に関係のある改正規定

参議院内閣委員会（2020年６月４日：政府参考人答弁）

○政府参考人（其田真理君） お答え申し上げます。

プロファイリングにつきましては、その情報の分析によって個人の利便性が高まった
りビジネス機会が増えるといったプラスの面、一方で、個人が何かいろいろ分析されて
気持ち悪いといったマイナスの面がございまして、委員会にも様々な御意見が寄せら
れました。そうした中で、今回、委員会といたしましては、消費者本人が十分に認識し
ていない分析、利用が行われるといった懸念にどう応えるかといった観点で検討を進
めてまいりました。

今回の改正法案におきましては、こうした懸念に対して、利用停止権、消去権の拡
充、それから不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、それから提供先において
個人データとなることが想定される情報の本人同意、これがリクナビの事件を教訓とし
て盛り込んだ条項でございますけれども、こうした規律を導入することとしてございます。

この規律が、個人情報に係る個人の権利利益を保護してほしいという冒頭申し上げ
たような個人の懸念、こういったものに沿うものというふうに考えております。
（改正規定）
・利用停止権・消去権の拡充（改正30条１項、５項、６項）
・不適正な利用の禁止（改正16条の２）
・第三者提供記録の開示（改正28条５項）
・個人関連情報の第三者提供の制限等（改正26条の２）
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改正法の概要

出所：個人情報保護委員会作成資料施行期日：一部の規定を除き、公布の日から２年以内の政令で定める日
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政令・規則案概要

出所：個人情報保護委員会作成資料



21

国会における審議の経過

出所：個人情報保護委員会作成資料
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出所：個人情報保護委員会作成資料
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出所：個人情報保護委員会作成資料
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施行期日

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年６月12日公布）

 原則（附則１条本文）
• 公布の日（2020年６月12日）から起算して２年を超えない範囲内で政令で定め

る日
※令和３年３月24日に公布された『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令』（令和３年政令第５５号）により、令和４年（2022

年）４月１日が原則的な施行期日とされた。

 附則９条～１１条（附則１条１号）
• 公布の日に施行

 罰則強化関係（附則１条２号）
• 公布の日から起算して６月を経過した日（➡2020年12月12日：施行済み）

 オプトアウトの通知等・届出等の経過措置（附則２条）（附則１条３号）
• 公布の日から１年６月を超えない範囲内で政令で定める日
※令和３年３月24日に公布された『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令』（令和３年政令第５５号）により、令和３年（2021 

年）10月１日がオプトアウトの通知等の経過措置の施行期日とされた。
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政令・個人情報保護委員会規則

 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定
める政令（令和３年３月24日政令第55号）

 個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局
組織令の一部を改正する政令（令和３年３月24日政令第56号）

 個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（令和３
年３月24日個人情報保護委員会規則第１号）
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改正法の円滑な施行に向けた取組の方針（案）

出所：個人情報保護委員会作成資料
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改正法の円滑な施行に向けたロードマップ（案）

出所：個人情報保護委員会作成資料



保有個人データに関する改正

（個人の権利の強化）
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保有個人データ

出所：個人情報保護委員会「個人情報保護をめぐる国内外の動向」（令和元年11月25日）
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保有個人データに関する改正

 ６月以内に消去することとなる個人データの保有個人データ化（改正２条７項）
• 本人の開示等の請求対象となる「保有個人データ」について、保存期間により限定

しないこととされ、現在除外されている６か月以内に消去する短期保存データも
「保有個人データ」に含められることになる。

 保有個人データの開示請求のデジタル化（改正28条）
• 本人が、電磁的記録の提供を含め、開示方法を指示できるようにされ、請求を受

けた個人情報取扱事業者は、原則として、本人が指示した方法により開示するよ
う義務付けられる。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合その
他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法
による開示を認めることとし、その旨を本人に対し通知することが義務付けられる。

 利用停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和（改正30条５項・６
項）

• 個人の権利利益の侵害がある場合を念頭に、保有個人データの利用停止・消去
の請求、第三者提供の停止の請求に係る要件が緩和され、個人の権利の範囲を
広げられる。ただし、事業者の負担軽減等の観点から、利用停止・消去又は第三
者提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため
必要なこれに代わる措置を取る場合は、請求に応じないことを例外的に許容する。

 施行期日
• 本規定の改正は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内で政令で定める日
に施行される（改正法附則１条本文）。
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保有個人データに関する改正条文①

【改正条文】
第２条第７項

この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又
は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人
データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政
令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものを
いう。

（開示）
第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的

記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求す
ることができる。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める

方法同項の規定により当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する
場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）に
より、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次
の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一～三（略）

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一
部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項
の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、そ
の旨を通知しなければならない。

４・５（略）
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保有個人データに関する改正条文②

（利用停止等）
第30条本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人デー
タが第16条若しくは16条の２の規定に違反して取り扱われているとき、又は第17条

の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停
止又は消去（以下この条において「利用停止等」という。）を請求することができる。

２～４（略）

５ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当
該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される
保有個人データに係る第22条の２第１項本文に規定する事態が生じた場合その他

当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当
な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は
第三者への提供の停止を請求することができる。

６ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求

に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必
要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の
停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第
三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者
への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するた
め必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

７（略）
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６月以内に消去することとなる個人データの保有個人データ化（改正２条７項）

• 現行法上、６月以内に消去することとなる個人データは、「保有個人データ」の定義
から除かれており、個人情報取扱事業者は、開示や利用停止等の請求に応ずる
義務がない（個人情報保護法２条７項、同法施行令５条）が、改正法では、「保有個
人データ」の定義から、「一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなる
もの以外のもの」との部分が削除されることにより、６月以内に削除するものも「保
有個人データ」に該当することとされる。

• 多くの事業会社においては、短期保有個人データを保有個人データの対象外とし
ていないので、本改正が実務に及ぼす影響は軽微であると考えられる。
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保有個人データの開示請求のデジタル化（改正28条）

１ 改正の背景
• 現行法では、開示の提供形式について、現行個人情報保護法では、「書面の交付による方法」を原則とし

つつ、「開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法」とされている（同法施行令９条）が、
書面による開示では、当該保有個人データの取扱状況を十分に明らかにすることができず、これを前提に
訂正等並びに利用停止等及び第三者提供の停止の請求を行うことが困難なケースがある。

• 他方、ＥＵのＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）においては、一定の場合、本人が他の用途で利用しやすい
電子的形式で、本人又は本人が望む他の事業者に、個人情報を提供する義務が課されており「データポー
タビリティの権利」と称されている。

• そこで、改正法では、データポータビリティの推進に資するといった事項として、開示で得るデータの利用に
おける本人の利便性の向上の観点から、電磁的記録の提供を含めた開示方法を請求できることとした。

２ 改正法
①開示請求の方法（改正28条１項）
• 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による

方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができることとされた。
②開示方法（改正28条２項）
• 現行法では、保有個人データの開示は書面の交付による方法が原則である（法28条２項、同法施行令９

条）が、改正法では、当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の
当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）により遅滞なく、当該保有個
人データを開示することとされた。

３ 実務上の影響
• 改正法により、事業者が特に影響を受けるのは、保有個人データの開示請求のデジタル化であろう。個人

が預金取引履歴の開示など求めてきた場合、電磁的方法で提供できるよう態勢を整備することが求められ
るようになるだろう。
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利用停止等・第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和（改正背景）

（１）現行法
• 個人情報保護法上、利用停止等（利用の停止又は消去）についての個人の権利行使には一
定の制約が課されている。

• 「利用停止・消去の請求」に応じる義務を課されているのは、①個人情報を目的外利用したと
き（同法16条違反）や、②不正の手段により取得した場合（同法17条違反）に限られている（同
法30条１項）。また、「第三者提供の停止の請求」に応じる義務が課されるのは、「法の規定に
違反して第三者提供されている場合」（同法23条１項、24条１項違反）に限られている（同法30
条３項）。

• この点については、消費者からは、自分の個人情報を事業者が利用停止又は消去等を行わ
ないことへの強い不満が見られるところである。

（２）ＧＤＰＲにおける消去権（忘れられる権利）
• ＥＵのＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）については、本人が一定の場合に、事業者に対して、
自己に関する個人データを不当に遅滞なく消去させる消去権（忘れられる権利）が設けられた。

• 我が国では、最高裁第三小法廷決定平成29年１月31日は、忘れられる権利に言及すること
なく、事実を公表されない法的利益と検索結果を提供する理由等の事情を比較考量して削除
を認めなかった。
【本件事件のポイント】

• 過去に児童買春で逮捕歴のある男性が、インターネット検索サイトであるグーグルの検索結
果から、検索結果に表示される自分の逮捕歴に関する情報の削除を求めた仮処分命令申立
事件において、最高裁は、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と検索結果を
提供する理由等の諸般の事情を比較衡量し、検索結果の削除を認めない決定を下した。
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利用停止等・第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和（改正内容）

（１）改正条文
①利用停止等・第三者提供の停止の請求ができる場合の追加（改正30条５項）（新設）

• 本人は、個人情報取扱事業者に対し、現行法で認められている場合に加えて、①当該本人
が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、
②当該本人が識別される保有個人データに係る第22条の２第１項本文に規定する事態（個

人データの漏えい等）が生じた場合、③その他当該本人が識別される保有個人データの取扱
いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人
データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。

②利用停止等・第三者提供の停止・代替措置（改正30条６項）（新設）

• 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由が
あることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞な
く、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。

• ただし、個人情報取扱事業者は、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の
停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うこと
が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
ときは、利用停止等又は第三者提供の停止に応じなくてもよい。

（２）実務上の影響

• 改正法により、事業会社の顧客情報について「利用する必要がなくなった」ことを理由として
利用停止・消去の請求がなされた場合、事業の運営上必要なことを事業会社の側で立証でき
るように整理しておかなければならなくなる。具体的には、個人情報に関わる文書の保存年
限などを定めなければならない。
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「利用する必要がなくなった場合」（ガイドラインの方向性）

【利用停止等又は第三者提供の停止が認められると考えられる事例】
• ダイレクトメールを送付するために保有していた情報について、本人から
の求めを受ける等して、ダイレクトメールの送付を停止した後、本人が消
去を請求した場合

• キャンペーンの懸賞品送付のために保有していた当該キャンペーンの応
募者の情報について、懸賞品の発送が終わり、不着対応等のための合理
的な期間が経過した後に、応募者が利用停止等を請求した場合

• 採用応募者のうち、採用に至らなかった応募者の情報について、再応募
への対応等のための合理的な期間が経過した後に、採用応募者が利用
停止等を請求した場合

【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合」の具体例

【利用停止等又は第三者提供の停止が認められると考えられる事例】
• ダイレクトメールの送付を受けた本人が、送付の停止を求める意思を表
示したにもかかわらず、個人情報取扱事業者がダイレクトメールを繰り返
し送付していることから、本人が利用停止等を請求する場合

• 個人情報取扱事業者が、法第23条第１項に違反して第三者提供を行って
おり、本人を識別する保有個人データについても本人の同意なく提供され
るおそれがあることから、本人が利用停止等を請求する場合

• 個人情報取扱事業者が、退職した社員の情報を現在も自社の社員であ
るようにホームページ等に掲載し、これによって本人に不利益が生じてい
ることから、本人が利用停止等を請求する場合

※ガイドラインで定められる予定
【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合」の具体例

【利用停止等又は第三者提供の停止が認められないと考えられる事例】
• 電話の加入者が、電話料金の支払いを免れるため、電話会社に対して課
金に必要な情報の利用停止等を請求する場合

• 過去に利用規約に違反したことを理由としてサービスの強制退会処分を
受けた者が、再度当該サービスを利用するため、当該サービスを提供す
る個人情報取扱事業者に対して強制

• 退会処分を受けたことを含むユーザー情報の利用停止等を請求する場
合

• 過去の信用情報に基づく融資審査により新たな融資を受けることが困難
になった者が、新規の借入れを受けるため、信用情報機関に対して現に
審査に必要な信用情報の利用停止等又は第三者提供の停止を請求する
場合

※ガイドラインで定められる予定
【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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「本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度」

【本人からの請求に対し、「本人の権利利益の侵害を防止するために必要な
限度」での対応として考えられる事例】
• 本人から保有個人データの全てについて、事業者において利用する必要
がなくなったとして、利用停止等が請求された場合に、一部の保有個人
データについては、引き続き利用する必要があるとして、利用する必要が
なくなった保有個人データに限定して対応を行う場合

• 法第23条第１項に違反して第三者提供が行われているとして保有個人
データの消去を請求された場合に、利用停止又は第三者提供の停止に
よる対応によって、生じている本人の権利利益の侵害のおそれを防止で
きるものとして、利用停止又は第三者提供の停止による対応を行う場合

※ガイドラインで定められる予定
【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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代替措置

【「本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置」として考え
られる事例】
• 既に市販されている名簿の刷り直し及び回収作業に多額の費用を要する
として、名簿の増刷時の訂正を約束する場合や損害賠償をする場合

• 委員会への報告の対象となる重大な漏えい等が発生した場合において、
当該本人との契約が存続しているため、利用停止等が困難であるとして、
以後漏えい等の事態が生じることがないよう、必要かつ適切な再発防止
策を講じる場合

• 他の法令の規定により保存が義務付けられている個人情報を直ちに消
去する代わりに、当該法令の規定による保存期間の終了後に消去するこ
とを約束する場合

※ガイドラインで定められる予定
【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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保有個人データに関する事項の公表（法２７条）

（保有個人データに関する事項の公表等）
第27条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなけ
ればならない。

一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
代表者の氏名

二 全ての保有個人データの利用目的（第18条第４項第１号から第３号までに該当す
る場合を除く。）

三 次項の規定による求め又は次条第１項（同条５項において準用する場合を含む。）、
第29条第１項若しくは第30条第１項、若しくは第３項若しくは第５項の規定による請
求に応じる手続（第33条第２項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数
料の額を含む。）

四 前３号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な
事項として政令で定めるもの

２・３（略）
〇個人情報の保護に関する法律施行令（※現行）
（保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項）
第８条法第27条第１項第４号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
二当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合に
あっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
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保有個人データの開示項目（法２７条１項各号・令８条各号）

① 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称（※2020年改正で「住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名」が追加される。）

② 全ての保有個人データの利用目的（第18条第４項第１号から第３号までに
該当する場合を除く。）

③ 次項の規定による求め又は次条第１項（同条第５項において準用する場合
を含む。）、第29条第１項若しくは第30条第１項、第３項若しくは第５項の規
定による請求に応じる手続（第33条第２項の規定により手数料の額を定め
たときは、その手数料の額を含む。）

④ 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の
申出先

⑤ 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である
場合にあっては、当該認定個人情報保護

⑥ 団体の名称及び苦情の解決の申出先
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保有個人データの開示項目の充実（第151回委員会）

１．法第20条の規定により安全管理のために講じた措置（政令事項）
（１）安全管理のために講じた措置の例
• 内部規律の整備（取得、利用、提供、廃棄といった段階ごとに、取扱方法や担当者及びその任務等について規定を策定し、定期

的に見直しを実施している旨等）
• 組織体制の整備（責任者を設置している旨及びその役職・任務等、漏えい等を把握した場合の報告連絡体制等）
• 定期点検・監査（定期的な自己点検、他部署監査、外部主体監査の実施等）
• 従業者の教育（定期的に研修を実施している旨、秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込み周知している旨等）
• 不正アクセス等の防止（外部からの不正アクセスから保護する仕組みを導入している旨等）
• 外的環境の把握（外国で個人データを取り扱っている場合の外国の個人情報保護制度等）
（２）セキュリティ上開示すると支障を及ぼすおそれがあるものの例
• 個人データが記録された機器等の廃棄方法、盗難防止のための管理方法
• 個人データ管理区域の入退室管理方法
• アクセス制御の範囲、アクセス者の認証手法等
• 不正アクセス防止措置の内容等

２．保有個人データの利用目的（本人が予測できる程度の具体的な利用目的）（ガイドライン事項）
【本人から得た情報から、行動、関心等の情報を分析する場合の利用目的の例】
• 閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析することによって、本人の趣向等に応じた広告を配信するケース
○取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣向に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。
×広告配信のために利用いたします。

• 履歴書や面接で得た情報のみならず、（本人が分析されることを想定していない）行動履歴等の情報を分析し、人事採用に活用
するケース
○履歴書や面接で得た情報に加え、行動履歴等の情報を分析して、当該分析結果を採否の検討・決定のために利用いたします。
×取得した情報を採否の検討・決定のために利用いたします。

• 行動履歴等の情報を分析の上、結果をスコア化した上で、当該スコア（自体を提供することを本人に通知等することなく）を第三者
へ提供するケース
○取得した行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。
×取得した情報を第三者へ提供いたします。
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オプトアウト制度の強化

１．オプトアウトの対象となる個人データの限定
• 現行法では、要配慮個人データに該当する個人データがオプトアウトの対象外とされている。改正法ではこ

れに加えて、①不正な手段で取得（同法17条）した個人情報を含む個人データ、②オプトアウト手続で取得
した個人データがオプトアウトの対象外とされる（改正23条２項ただし書）。これは、名簿の流通により本人
の関与が困難となっている現状を踏まえ、個人の権利利益を保護する観点から、オプトアウト規定に基づ
いて本人同意なく第三者提供できる個人データの範囲をより限定する趣旨である。

２．本人への通知等事項・届出対象事項の追加
• 改正法では、オプトアウト届出に関しては、現行法上、事業者の住所等の基本的な事項が法定の届出事

項となっていないことから、届出後、一定期間経過後に住所変更等により連絡がつかなくなる場合があるこ
とから、事業者の名称や住所といった基本的事項を届出事項として追加するとともに、変更があった場合
の届出を求め、個人情報保護委員会がオプトアウト届出事業者の所在を把握できるようにすることができ
ることになる（改正23条２項各号、３項）。

３．第三者提供時の確認記録の開示義務化
• オプトアウト手続により、個人データの第三者提供をする場合は、「個人データの第三者提供に係る記録」

（法25条１項）および「個人データの第三者提供を受ける際の確認の記録」（法26条３項）を必ず作成する必
要があるが、改正法では、「個人データの第三者提供に係る記録」（法25条１項）および「個人データの第三
者提供を受ける際の確認の記録」（法26条３項）（第三者提供記録）が、原則として開示義務の対象とされ
る（改正28条５項）。

４．実務上の影響
• 一般の事業会社や金融機関は個人データの第三者提供について、オプトインの同意（事前の同意）の方法

によるのが通常であるので、オプトアウトに関する改正の影響は軽微であろう。
• 上記３の第三者提供時の確認記録の開示義務化は、条文上はオプトインの同意の場合も適用され得るが、

この場合は、個人情報保護委員会の『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供
時の確認・記録義務編）』において、「2-2 解釈により確認・記録義務が適用されない第三者提供」に該当す
るものとして、そもそも確認記録を作成しない場合が多い。
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オプトアウトに関する改正条文

（第三者提供の制限）
第23条（略）
２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。以下この項において同
じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することと
している場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、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くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、
前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される
個人データが要配慮個人情報又は第十七条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情
報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したもの
を含む。）である場合は、この限りでない。
一第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以
下この条、第二十六条第一項第一号及び第二十七条第一項第一号において同じ。）の氏名

一二 第三者への提供を利用目的とすること。
二三 第三者に提供される個人データの項目
四 第三者に提供される個人データの取得の方法
三五 第三者への提供の方法
四六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
五七 本人の求めを受け付ける方法
八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

３ 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データ
の提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号前項第二号、第三号又は
第五号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨変更する場合は、変更する内容について、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
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オプトアウトの通知・届出等に関する経過規定（附則２条）

• 法律の公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日
以降、法律の施行日（公布の日から２年を超えない範囲内で政令で定める日）前に
おいて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、以下の事項に相当する
事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることがで
きる。この場合、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及
び届出とみなされる。（附則２条）

✓ 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名・名称、住所、法人の場合
はその代表者の氏名（法23条２項１号）

✓ 第三者に提供される個人データの取得の方法（法23条２項４号）

✓ その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員
会規則で定める事項（法23条２項８号）

• 個人データの管理について責任を有する者の住所及び法人の代表者の氏名に関
する事項（法23条５項３号）について、施行日前に、本人に通知されているときは、
当該通知は、同号の規定により行われたものとみなされる（附則３条）。
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第三者提供時の確認記録義務の開示義務化

• オプトアウト手続により、個人データの第三者提供をする場合は、「個人データの第
三者提供に係る記録」（法25条１項）および「個人データの第三者提供を受ける際
の確認の記録」（法26条３項）を必ず作成する必要がある。
※個人情報保護委員会の『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）』に
おいては、「2-2 解釈により確認・記録義務が適用されない第三者提供」のいずれの類型も、実質的に本人同意があること
が前提であり、オプトアウトによる第三者提供（法23条２項）には、基本的には、次の考え方は当てはまらないこととされて
いる。

• 改正法では、「個人データの第三者提供に係る記録」（法25条１項）および「個人
データの第三者提供を受ける際の確認の記録」（法26条３項）（第三者提供記録）

が、「その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして
政令で定めるもの」を除いて開示義務の対象とされる。（改正法28条５項）

（改正の趣旨）
• 平成27年改正法においては、第三者提供に係る確認記録が義務付けられることとなった。この確認義務は、

①不正の手段によって取得された個人情報が転々流通することを防止し、また、②記録の作成・保存の義
務により、個人情報の流通に係るトレーサビリティの確保を図るものである。しかしながら、この「個人情報
の流通に係るトレーサビリティ」は、あくまでも監督機関から見たトレーサビリティの確保であって、本人から
みたトレーサビリティは担保されなかった。

• 個人情報の流通に係るトレーサビリティについては、本人にとって利用停止権や請求権を行使する上で、
必要不可欠な要素である。実際、委員会が設置している相談ダイヤルには、個人情報の取得元の開示を
求めることはできないかという相談や、取得元の開示を求める制度を作るべきであるという意見が多く寄せ
られている。

• そこで、制度改正大綱では、第三者への提供時・第三者からの受領時の記録も、開示請求の対象とするこ
ととするとされた。
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共同利用に関する改正法案

（第三者提供の制限）
第23条（略）

５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用につ
いては、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全
部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であっ
て、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用
する者の利用目的及び並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名
称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、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。

６ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの
管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の
氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を
有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について若しくは名称を変更する場合
は、変更する内容について、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
かなければならない。

※共同利用について、あらかじめ、本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置くべき事
項として、①当該個人データの管理について責任を有する者の住所、②共同利用する者が法
人の場合はその代表者の氏名について、追加される。



個人データの漏えい等報告
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改正の背景

• 個人データの漏えい等報告は、委員会が漏えい等事案を把握し、個人の
権利利益の保護を図るためのいわば情報源である。諸外国においては、
ＥＵのＧＤＰＲをはじめとして多くの国で漏えい等報告が義務とされている。

• 一方、我が国では、制度上は努力義務であるが、漏えい等報告について、
多くの企業でしっかり対応されている。もっとも、漏えい等報告は法令上の
義務ではない（努力義務）ため、積極的に対応しない事業者も一部に存在
しており、仮に、事業者側が公表もしない場合、委員会が事案を把握でき
ないまま、適切な対応が行えないおそれもある。また、事業者側から見て
も、漏えい等報告について、一定の軽減措置を設けることを前提に、法令
上明確に位置付けた方が、企業側が報告の要否に係る判断に迷わない
といった面もある。そこで、改正法では漏えい等報告が義務化された。
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改正法

（漏えい等の報告等）
第22条の２ 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損

その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するお
それが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個
人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保
護委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個
人情報取扱事業者から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた
場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた
旨を当該他の個人情報取扱事業者に通知したときは、この限りでない。

２ 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者（同項ただし書の規定による通知

をした者を除く。）は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場
合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると
きは、この限りでない。
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改正内容（今後委員会規則で定められる内容含む）

１ 報告義務
（１）報告の義務化
• 漏えい等報告について、法令上の義務として明記する（現行個人情報保護法では、個人情報の漏えいの

報告は努力義務）。
（２）対象事案
• ①要配慮個人情報の漏えい、②不正アクセスによる漏えい、③財産的被害が生じるおそれのあるデータの

漏えい等が対象となる。これらは件数に関係なく報告の対象となる。
• 一定の数以上の大規模な漏えいが報告対象となる。
（３）報告の期限
• 明確な時間的な制限は設けないものの、報告内容を一定程度限定した上で「速やか」に報告することを義

務付ける。（速報）
• 速報とは別に、原因や再発防止策等の報告を一定の期限までに確報として報告を求める。（確報）
（４）報告先
• 漏えい等報告先は委員会又は権限委任官庁への提出に限定する。（現行個人情報保護法上は、一定の

場合、委員会以外に、権限委任官庁及び認定個人情報保護団体に対して提出することを認めている。
２ 受託個人情報取扱事業者の報告義務の免除（改正22条の２第１項ただし書）
• 当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者から当該個人データの取扱いの全部又は一部の

委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該
他の個人情報取扱事業者に通知したときは、個人情報保護委員会への報告することを要しない。

３ 本人への通知（改正22条の２第２項）
• 個人情報取扱事業者（同項ただし書の規定による通知をした者を除く。）は、本人に対し、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が
困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、本人へ
の通知を要しない。



55

漏えい等報告・本人への通知が必要となる場合の方向性（改正規則６条の２）

事態の類型 漏えい等報告・本人通知が必要な場合 件数 例外

個人データの性質 要配慮個人情報の含まれる個人データ
の漏えいが発生し、または発生のおそ
れがある事態

１件以上 高度な暗号
化 そ の 他
の 個 人 の
権利利益を
保護するた
めに必要な
措置を講じ
た個人デー
タ

個人データの内容 不正に利用されることにより財産的被
害が生じるおそれがある個人データの
漏えい等が発生し、または発生したおそ
れがある事態

（例：クレジットカード番号やインターネッ
トバンキングのＩＤ・パスワード等）

漏えい等の態様 不正の目的をもって行われたおそれが
ある個人データの漏えい等が発生し、ま
たは発生したおそれがある事態

（例：不正アクセスや従業員による持ち
出し等）

大規模な漏えい 個人データの性質・内容、漏えい等の
態様を問わず、大規模な個人データの
漏えい等が発生し、または発生のおそ
れがある事態

1000件
以上
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対象となる事態の類型と対象となる情報・件数

１．個人データの性質：要配慮個人情報
• 機微性は様々であるが、特に要配慮個人情報は、その取扱いによっては差別や偏見を生じるおそれがあり、漏え

い等による個人の権利利益に対する影響が大きい。

２．個人データの内容：財産的被害が発生するおそれがある場合

• 漏えい等によってクレジットカード番号等が不正利用される事案は、従前から大きな問題となっている。このように、
財産的被害が発生するおそれがある場合（例：クレジットカード番号やインターネットバンキングのID・パスワード
等）は、個人の権利利益に対する影響が大きい。

３．漏えい等の態様：故意による漏えい

• 過失により生じたものと故意により生じたものでは、個人の権利利益に対する影響が異なり、故意によるもの（例：
不正アクセスや従業員による持ち出し等）は、類型的に二次被害が発生するおそれが大きいとされている。

４．大規模な漏えい
• 上記１から３までに該当しない事案であっても、一定数以上の大規模な漏えい等については、安全管理措置の観点

から特に問題があると考えられる。
• 「大規模の漏えい等」の「一定数以上」については、これまでに発生した漏えい等事案について、件数の分布や事

案の傾向等を踏まえて、基準を検討する必要があるものとしている。
• 例えば、過去の漏えい等事案の件数の分布と、件数別の事案の傾向（1,000人を超える事案では、安全管理措置

に大きな問題がある傾向にある）を踏まえて、1,000人を基準とすることが考えられる。

５．漏えい等の「おそれ」がある場合
• 漏えい等が確定していない段階においても、事業者が漏えい等の「おそれ」を把握した場合、事態を把握した上で、

漏えい等が発生していた場合の被害を最小限にする必要がある。

• 「おそれ」が生じた時点で、個人情報保護委員会が報告を受け、事態を把握することができれば、当該事業者に対
して、必要な措置を講じるよう、求めることができる。

• 本人としても、「おそれ」が生じた時点で、早期に事態を把握することができれば、本人として必要な措置を講じるこ
とができる。

• したがって、漏えい等の「おそれ」がある事態についても、漏えい等報告・本人通知の対象とする。
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暗号化された個人データの取扱い

 暗号化が講じられた個人データの漏えい等について、「個人の権利利益を害する
おそれが大きいもの」に該当するか、検討する必要がある。

 暗号化については、その方法にもよるが、漏えい等が発生した場合においても、権
限のない第三者が見読することを困難にする措置として有効であり、現行の告示
に基づく報告制度においても、「高度な暗号化等の秘匿化」がされた個人データは
報告の対象外としている。

 改正法において、「仮名加工情報である個人データ」は、漏えい等報告の対象外と
なっている。

 そこで、高度な暗号化等の秘匿化がされた個人データについては、漏えい等報
告・本人通知の対象外となる場合を認める方向で検討する。
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個人情報保護委員会への報告事項（改正規則６条の３第１項）

① 概要
・発生日 ・発覚日 ・発生事案 ・規則６条の２各号該当性 ・委託元の有無
・委託先の有無
・事実経過（概要、発覚の経緯・発覚後の事実経緯（時系列）、外部機関による調査の実施状況（規則６条の
２第３号に該当する場合のみ記載））

② 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
・媒体（紙、電子媒体、その他） ・種類（顧客情報、従業員情報、その他）
・項目（氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、パスワード、その他）

③ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
・人数／うちクレジットカード情報を含む人数

④ 原因
・主体（報告者、委託先、不明）
・原因（不正アクセス（攻撃箇所・攻撃手法）、誤交付、誤送信（メールを含む）、誤廃棄、紛失、盗難、従業員

不正、その他）
・詳細

⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
・有無／不明 ・詳細

⑥ 本人への対応の実施状況
・対応済（対応中） ・対応予定 ・予定なし
・詳細（予定なしの場合は理由を記載）

⑦ 公表の実施状況
・事案の公表（実施済（公表日）） ・実施予定（公表予定日）
・公表の方法（ホームページに掲載／記者会見／報道機関への資料配布／その他）
・公表文

⑧ 再発防止のための措置
・実施済の措置 ・今後実施予定の措置（長期に講ずる措置を含む）及び完了時期

⑨ その他参考となる事項
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速報・確報（改正規則６条の３）

 「速報」（規則６条の３第１項）
①報告期限

明確な時間的制限は設けず、「速やかに」と定めた上で、速報の段階ではその時
点で把握している事項を報告事項とする。

②報告事項
その時点で把握している事項を報告事項とする。
※時間的即時性では、「直ちに」⇒「速やかに」⇒「遅滞なく」の順番。「直ちに」は「正にすぐに」、「速やかに」は「可能な限り
早く」、「遅滞なく」は「正当な理由・合理的な理由がない限り早く」

 「確報」（規則６条の３第２項）
①報告期限

• 原則
⇒これまでの報告実績も踏まえ、事態を知った日から30日

• 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態
⇒他の事案よりも時間的猶予を認め、事態を知った日から60日

②報告事項
• 報告が求められる事項について基本的に全て報告する必要がある。

報告の種類 報告期限 報告内容
速報 速やかに（ガイドラインで目安） その時点で把握している事項

確報
原則：事態を知った日から30日

※不正の目的をもって行われた行為によ
る漏えい等については、事態を知った日
から60日

報告が求められる事項について基
本的に全て報告をする
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本人通知の事態・時間的制限、通知事項

１．通知を行う事態（改正規則22条の２第２項）
• 個人情報保護委員会への報告を要する事態が生じた場合

２．上記１にかかわらず通知が不要となる場合

• 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる
べき措置をとるとき（改正法22条の２第１項ただし書）
（例）

漏えい事案が発生した場合において、「高度な暗号化処理等が施されている場合」や「即時
に回収出来た場合」等、本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可
能性がない又は極めて小さい場合には、個人データが漏えいしたことを公表すれば、本人
への通知を省略しうる。

３．通知のタイミング（改正規則６条の５）
• 規則６条の２各号に定める事態を知った後、「当該事態の状況に応じて速やかに」

• 本人側でも必要な措置を講じられるよう、速やかに行うことは確保しつつも、事案によっては
委員会への報告と同じタイミングで行うことまで求める必要はない。

４．通知事項・通知方法

• 当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において以下の事項を通知（改正規則６
条の５）
①概要（１号）、②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目（２号）、

③原因（４号）、④二次被害又はそのおそれの有無及びその内容（５号）、⑤その他参考とな
る事項（９号）

• 通知事項・通知方法は本人にとってわかりやすい形となるようガイドライン等で例示する。
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個人情報保護委員会等への報告の方法（改正規則６条の３第３項）

１．個人情報保護委員会に報告する場合（同項１号）
• 電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告
をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。）を使用する方法（電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場
合は、別記様式第一による報告書を提出する方法）

２．権限の委任を受けた事業所管大臣に報告する場合（同項２号）
• 別記様式第一による報告書を提出する方法（当該事業所管大臣が別に定
める場合には、その方法）
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委託先から委託元への通知方法（改正22条の２第１項ただし書）

 委託元への通知は速やかに行う必要があり、通知事項に関しては、個人
情報保護委員会に速報として報告する場合（規則６条の２各号に定める
事態）を知った後、速やかに個人情報保護委員会への報告事項を通知し
なければならない（改正規則６条の４）。

 委託元、委託先の関係は状況によって様々であるため、委託先が委託元
に速やかに通知を行うことで、委託先の個人情報保護委員会への報告義
務自体は免除される。

 その場合も、委託先は、引き続き、漏えい等事案について適正に対処する
必要があることは言うまでもなく、委託先は、実態把握を行うとともに、漏
えい等報告にも協力する必要がある旨、ガイドライン等で明確化する。
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クラウドサーバ特例（パブコメ回答）

パブコメ回答（概要）７番

クラウドサービスにおける漏えい等報告の考え方は、ガイドライン等において
お示しすることを検討してまいりますが、クラウドサービスを提供する事業者
が、個人データを取り扱わないこととなっている場合には、クラウドサービスを
利用する事業者において、改正後の法第 22 条の２第１項の報告義務を負
います。この場合、クラウドサービス提供事業者は、改正後の法第 22 条の２
第１項の報告義務を負いませんが、クラウドサービスを利用する事業者が安
全管理措置義務及び報告義務を負っていることを踏まえて、契約等に基づい
てクラウドサービスを利用する事業者に対して通知する等、適切な対応を行
うことが求められます。
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個人情報保護委員会のその他の提案

 改正法において漏えい等報告の対象とならない事案の取扱いについて

• 改正法における報告対象事案以外は、委員会として報告を求める対象ではない一
方で、漏えい等のおそれの判断が困難な場合等に、事業者側から任意の報告が
できるようにすべきである。

 認定個人情報保護団体の関与について

• 認定個人情報保護団体は、改正法における漏えい等報告の報告先となっていない
が、認定個人情報保護団体の制度趣旨や、これまで対象事業者の漏えい等事案
の対応・再発防止に関与してきたことを踏まえ、その関与の在り方を検討する必要
がある。

• なお、この点を含め、認定個人情報保護団体の活動について、団体にとっても参考
となるよう、望ましい取組の方向性等を委員会として示していくことが必要である。

 漏えい等事案に関する国際的な情報共有への貢献

• 改正法において、漏えい等報告を義務化した理由の１つとして、国際的な制度調和
が挙げられることや、諸外国のデータ保護機関間で漏えい等事案の傾向が情報共
有され、執行に活用されていることを踏まえ、我が国もこうした取組により積極的に
貢献すべきである。



ペナルティの強化
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改正の背景

• 国際比較の観点では、ＧＤＰＲなどの諸外国のプライバシー法制においては巨額の
制裁金規制が設けられている。これに対して、我が国においては現状においては、
個人情報の取扱いに係る違反行為について、委員会が捕捉した案件に関しては、
指導等により違法状態が是正されているのが実態である。

• 個人情報保護法は、罰則を違反行為に対する最終的な実効性確保の手段とし、法
人に対してもいわゆる両罰規定を設けているところ（法第87条）、罰金刑の効果は、

刑罰を科せられる者の資力によって大きく異なる。個人情報取扱事業者の中には、
十分な資力を持つ者も含まれるところ、法人に対して、現行法のように行為者と同
額の罰金を科したとしても、罰則として十分な抑止効果は期待できない。

• そこで、改正法では、現行の法定刑について、法人処罰規定に係る重科の導入を
含め、必要に応じた見直しが行われている。

【課徴金制度の見送り】

• 我が国で現在運用されている課徴金制度については、違反行為によって得た不当
利得を基準に算定することを基本にしていることや、個人情報については、これまで
の個人情報保護委員会の執行実績を見ても、安全管理措置義務違反のように、違
反行為があっても利得が生じていない場合も多く、課徴金による抑止がなじまない
ケースが多いため、今回のペナルティの強化は法定刑の引上げにより対処すること
として、課徴金の導入は継続的な検討課題として今回は導入しないものとされた。
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ペナルティの強化

 措置命令違反の罰則の強化
個人情報保護委員会の措置命令（法42条２項・３項）違反をした者に対する罰則は、現行法で
は「６月以下の懲役又は30万円以下の罰金」（現行84条）とされているが、「１年以下の懲役又は
100万円以下の罰金」（改正83条）と強化される。

 報告・立入検査の忌避に対する罰則の強化（法85条）
①法40条１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは

虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若し
くは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、または、②法56条の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をしたときは、現行法では「30万円以下の罰金」とされているが、改正法では「50万
円以下の罰金」に強化される。

 法人重科

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関して、①措置命令違反（法83条）、②個人情報データベース等不正流用（法84条）をした

場合、現行法では、各条の罰金刑が科せられるが、改正法では１億円以下の罰金が科せられる
ことになる。

 施行期日・経過措置
本規定の改正は、公布の日から６月を経過した日に施行される（改正法附則１条２号）。

この法律（附則第１条第２号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による（改正法附則８条）。
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GDPR:義務違反と制裁金（83条）

制裁金の上限額の基準 義務違反の類型

企業の全世界年間売上
高の2％、または、1,000 
万ユーロのいずれか高い
方

• 16 歳未満の子どもに対する直接的な情報社会サービスの提供に関する個人データの処理
には、子に対する保護責任を持つ者による同意または許可が必要という条件に従わなかっ
た場合(8条)

• 適切な技術的・組織的な対策を実施しなかった、またはそのような措置を実施しない処理者
を利用した場合(25条、28条)

• EU 代理人を選任する義務を怠った場合(27条)
• 処理活動の記録を保持しない場合(30条)
• 監督機関に協力しない場合(31条)
• リスクに対する適切なセキュリティレベルを保証する適切な技術的・組織的な対策を実施し
なかった場合(32条)

• セキュリティ違反を監督機関に通知する義務を怠った場合(33条)
• データ主体に通知しなかった場合(34条)
• データ保護影響評価を行なわなかった場合(35条)
• データ保護影響評価によってリスクが示されていたにも関わらず、処理の前に監督機関に相
談しなかった場合(36条)

• データ保護責任者を選任しなかった場合、または、その職や役務を尊重しなかった場合(37
～39条)

企業の全世界年間売上
高の4％、または、2,000 
万ユーロのいずれか高い
方

• 個人データの処理に関する原則を遵守しなかった場合(5条)
• 適法に個人データを処理しなかった場合(6条)
• 同意の条件を遵守しなかった場合(7条)
• 特別カテゴリーの個人データ処理の条件を遵守しなかった場合(9条)
• データ主体の権利およびその行使の手順を尊重しなかった場合(12-22条)
• 個人データの移転の条件に従わなかった場合(44-49条)
• 監督機関の命令に従わなかった場合(58 条)

• 違反は法人単体ではなく、グループベースの売上高により算定される。



個人関連情報の提供制限

Cookieなどのオンライン識別子の取扱い
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改正の背景（改正法26条の２・制度改正大綱）

 個人情報保護法は、それぞれの個人情報取扱事業者が個人情報を適切に取り扱
うことを求めている。このため、外部に提供する際、提供する部分単独では個人情
報を成していなくても、当該情報の提供元である事業者において「他の情報と容易
に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」
場合には、提供元に対して、個人情報としての管理の下で適切に提供することを
求めている。

 これは、提供先で個人情報として認識できないとしても、個人情報を取得した事業
者に、一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課すという基本的発想から、
提供元において、上記のような情報についても個人情報として扱うことを求めるも
のである（一般に「提供元基準」と呼ばれている。）。

 しかし、最近問題となっている「提供元においては個人データに該当しないが、提
供先においては個人データに該当する場合」に関しては必ずしも考え方が明らか
になっていなかった。

 そこで、前述のいわゆる提供元基準を基本としつつ、提供元では個人データに該
当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報について、
個人データの第三者提供を制限する規律を適用する。
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匿名化情報に関する従来の考え方

（提供元基準）
「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる」か否かは
提供元で判断する。A社（提供元）において容易に照合できる限りは、A社に
よる情報提供は、「個人データ（個人情報）」の提供には該当し、X（本人）の事
前の同意の取得が必要。

（提供先基準）
「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる」か否かは
提供先で判断する。B社（提供先）において容易に照合できない限りは、A社
による情報提供は、「個人データ（個人情報）」の提供には該当せず、X（本
人）の事前の同意の取得は不要。

＊従前は、提供先基準も有力だった。

A社 B社

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）
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Cookieは「個人情報」に該当するか？

〇個人情報保護法２条１項
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれ
かに該当するものをいう。
① １号個人情報
• 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく
は電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。）に
記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ
れた一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。）により特定の個人を識
別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それによ
り特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

② ２号個人情報
• 個人識別符号が含まれるもの

➡Cookieは、それ自体では特定の個人を識別することができず、（１号）個人
情報には該当しない。ただし、他の情報と容易に照合することができ、それ
により特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に該当する。
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DMPについて
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本人の同意なきデータの第三者提供

出所：個人情報保護委員会資料
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本人の同意なきデータの第三者提供

提供元基準によると、Cookie/ID等は他の情報と容易
に照合でき特定の個人を識別できるので、「個人情報
（個人データ）」の提供に該当しないか？

「個人データの取扱いの委託」と言えるのか？（⇒リク
ナビ問題を受け、多くのDMP事業者は「個人データの
取扱いの委託」と整理している模様）

「個人データの取扱いの委託」とは、契約の形態・種類
を問わず、個人情報取扱事業者が他の者に個人デー
タの取扱いを行わせることをいい、具体的処理を行う
ことを委託すること等が想定される（通則GL3-3-4）。

出所：個人情報保護委員会資料を修正
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個人データの取扱いの委託の場合（パブコメ回答（概要）40番）

・一般的に委託（法第 23 条第５項第１号）に伴って委託元が提
供した個人データが、委託先にとって個人データに該当せず、個
人関連情報に該当する場合において、委託先が委託された業
務の範囲内で委託元に当該データを返す行為については、改正
後の法第 26 条の２の規律は適用されないと考えられます。もっ
とも、委託先で独自に取得した個人関連情報を付加した上で、
委託元に返す場合には、改正後の法 26 条の２の規律が適用さ
れると考えられます。
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改正条文（新設）

（個人関連情報の第三者提供の制限等）
第26条の２ 個人関連情報取扱事業者（個人関連情報データベース等（個人関連情報（生存す

る個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当
しないものをいう。以下同じ。）を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計
算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報
を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。以
下この項において同じ。）を事業の用に供している者であって、第二条第五項各号に掲げる者
を除いたものをいう。以下同じ。）は、第三者が個人関連情報（個人関連情報データベース等を
構成するものに限る。以下同じ。）を個人データとして取得することが想定されるときは、第二
十三条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報
保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三
者に提供してはならない。
一当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別さ
れる個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報
の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本
人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

２ 第二十四条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情
報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本
人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読
み替えるものとする。

３ 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確
認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるの
は、「を提供した」と読み替えるものとする。
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改正法案条文：定義規定

「個人関連情報」

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも
該当しないものをいう。
⇒郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客番号、Cookie情報、IPアドレス、契約者・
端末固有IDなどの識別子情報および位置情報、閲覧履歴、購買履歴と言ったインターネット

の利用にかかるログ情報などの個人に関する情報で特定の個人が識別できないものが該当
すると考えられる。

「個人関連情報データベース等」（法26条の２第１項、令７条の２）

①「個人関連情報」を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて
検索することができるように体系的に構成したもの（法26条の２第１項）

②これに含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報
を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引そ
の他検索を容易にするためのものを有するもの（令７条の２）

⇒具体的には、CookieやＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲覧履歴
や趣味嗜好のデータベースが該当すると考えられる。

「個人関連情報取扱事業者」

「個人関連情報データベース等」を事業の用に供している者で、国、地方公共団体、独立行政法
人等、地方独立行政法人を除いたものをいう。
⇒具体的には、CookieやＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲覧履歴
や趣味嗜好のデータベース（個人関連情報データベース等）から、特定のCookieやID等の識
別子に紐付けられた閲覧履歴や趣味嗜好の情報を利用企業（第三者）に提供するDMP事業
者が「個人関連情報取扱事業者」に該当するものと考えられる。
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改正法における個人関連情報の第三者提供規制の概要

出所：第171回個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）
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提供先による同意取得

原則：提供先による同意取得

• 本人に対する説明を行い、同意を取得する主体は、本人と接点をもち、情報を利用
する主体となる提供先が原則であると考えられる。

出所：第171回個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）
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個人データの第三者提供の同意取得の有無

個人関連情報取扱事業者は法23条１項・法24条１項の個人データの第三者提供に
関する同意を取得する必要があるか。

• 個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取
得した「第三者」は、個人データの第三者提供を受けた第三者が負う（確認義務及
び）記録の作成・保存義務（法26条３項、４項）を負う。

• このことから、個人関連情報取扱事業者が、個人データの第三者提供をした場合
の本人の同意の取得義務（法23条１項、法24条１項）を負うかが問題となる。

• この点、①法23条１項及び法24条１項の義務は、「個人情報取扱事業者」が負う義

務であって、「個人関連情報取扱事業者」が負う義務ではないこと、②個人関連情
報の提供先の第三者において個人データとして取得する場合に、当該個人データ
（個人情報）に係る本人は把握しているとしても個人関連情報取扱事業者は個人
関連情報だけからは特定の個人が識別できないことから、そもそも、本人から同意
を取得することは不可能である。

• したがって、個人関連情報取扱事業者が、個人データの第三者提供をした場合の
本人の同意の取得義務（法23条１項、法24条１項）を負わないものと考えられる。
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提供先による同意取得の原則と提供元による同意取得の代行

以下の理由から、提供先において同意取得することとする。

• 本人との接点を持っているのは、基本的に顧客情報等の個人データを保有してい
る提供先であり、個人データとしての利用主体でもある提供先において同意取得し、
本人への説明を行うことで、個人情報の適正な取扱いを確保することができる。

• 本人としても、提供先が自ら同意を取得することで、利用の主体を認識することが
できる。

そのため、本人から同意を取得する場合は、提供先が取得しなければならないが、提
供先の義務である同意取得を提供元が代行することについては、同等の本人の権利
利益の保護が図られることを前提に許容されるのではないか。

出所：第171回個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）
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提供先による同意取得の原則と提供元による同意取得の代行

出所：第171回個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）
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提供先で同意を取得する場合の一般的なフロー

出所：個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）
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個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する第三者の義務①

１．同意取得義務（法26条の２第１項１号）
• 「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受ける「第三者」は、「個人関連情報」（「個人

関連情報データベース等」を構成するものに限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、
法23条１項各号に該当する場合を除いて、「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受
けて本人が識別される個人データとして取得することを認める本人の同意を取得する必要がある（法26条
の２第１項１号）。

２．確認にあたっての偽りの禁止（法26条の２第３項の準用する法26条２項）
• 上記１の「第三者」は、「個人関連情報取扱事業者」が本人の同意を取得したことの確認を行う場合、当該

「個人関連情報取扱事業者」に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
３．個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した場合の記録義務
（改正法26条３項、改正規則17条１項３号）
【以下の事項を記録する必要がある。】
①法26条の２第１項１号の本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業者については、
同項２号の情報提供が行われている旨

②当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
③当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④当該個人関連情報の項目
※記録の作成方法は文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法による（改正規則16条１
項）

場合 作成する場合 保存期間

①本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者
から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合（規
則18条１号、16条３項）

個人データとして取
得した場合の都度

最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日か
ら起算して一年を経過する日までの間

②当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データ
の提供（オプトアウトの方法による提供を除く。）を受けた
とき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個
人データの提供を受けることが確実であると見込まれる
場合（規則18条２項、16条２項ただし書）

一括して作成 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日か
ら起算して３年を経過する日までの間

③上記①・②以外の場合（規則18条３項） 個人データとして取
得した場合の都度

３年
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個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する第三者の義務①

１．同意取得義務（法26条の２第１項１号）
• 「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受ける「第三者」は、「個人関連情報」（「個人

関連情報データベース等」を構成するものに限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、
法23条１項各号に該当する場合を除いて、「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受
けて本人が識別される個人データとして取得することを認める本人の同意を取得する必要がある（法26条
の２第１項１号）。

２．確認にあたっての偽りの禁止（法26条の２第３項の準用する法26条２項）
• 上記１の「第三者」は、「個人関連情報取扱事業者」が本人の同意を取得したことの確認を行う場合、当該

「個人関連情報取扱事業者」に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
３．個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した場合の記録義務
（改正法26条３項、改正規則17条１項３号）
【以下の事項を記録する必要がある。】
①法26条の２第１項１号の本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業者については、
同項２号の情報提供が行われている旨

②当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
③当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④当該個人関連情報の項目
※記録の作成方法は文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法による（改正規則16条１
項）

場合 作成する場合 保存期間

①本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者
から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合（規
則18条１号、16条３項）

個人データとして取
得した場合の都度

最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日か
ら起算して一年を経過する日までの間

②当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データ
の提供（オプトアウトの方法による提供を除く。）を受けた
とき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個
人データの提供を受けることが確実であると見込まれる
場合（規則18条２項、16条２項ただし書）

一括して作成 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日か
ら起算して３年を経過する日までの間

③上記①・②以外の場合（規則18条３項） 個人データとして取
得した場合の都度

３年

【経過措置】（改正法附則５条１項）
改正法の施行日前になされた本人の「個人関連情報」の取扱いに関する同意がある場合は、その同意が改正法26条の２
第１項の規定による「個人関連情報」の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同
意があったものとみなされる。（附則５条１項）

【経過措置】（改正規則附則３条）
改正規則17条１項３号に規定する事項のうち、施行日前に規則16条（第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成）に
規定する方法に相当する方法で記録（当該記録を保存している場合に限る。）を作成しているものについては、規則17条２
項により、既に記録された事項と内容が同一であるものについては記録を省略できる。
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個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する第三者の義務②

４．外国にある第三者の義務
（１）本人の同意の取得に先立つ情報提供義務（改正法26条の２第１項２号）
「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受けて個人データとして取得する「外国にある第
三者」は、「本人の同意」を得ようとする場合は、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供
しなければならない（改正法26条の２第１項２号）。すなわち、いわゆる「インフォームド・コンセント」が必要とな
る。
本人に情報提供をしなければならない具体的な内容は以下のとおり（改正規則1条の３第２項）。
①当該外国の名称（同項１号）
②適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報（同
項２号）

③当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報（同項３号）
情報提供の方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法による（改
正規則11条の３第１項）。

（２）相当措置の継続的な実施（改正法26条の２第３項の準用する改正法24条３項）
「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受けて個人データとして取得する「外国にある第
三者」は、個人データの取扱いについて個人情報保護法第４章第１節の規定（同法15条から35条まで）により
個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」という。）を継続的に
講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備しなければなら
ない（改正法26条の２第３項の準用する改正法24条３項）。
「個人情報保護委員会規則で定める基準」とは、以下のいずれかに該当すること（規則11条の２）。
（P136～138参照）
①個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人
データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第四章第一節の規定の趣旨に沿った措置の
実施が確保されていること。（同条１号）

②個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
（同条２号）
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本人からの同意取得の態様・方法（第158回個人情報保護委員会）

１．基本的考え方

• 改正法において新たな規律を設けた趣旨は、個人関連情報の提供先である第三
者により、本人を識別した上で情報を利用されることによる個人の権利利益の侵
害を防止することにある。

• このような趣旨からすれば、本人関与の機会を実質的に確保できるよう、本人同意
の取得の態様・方法を検討する必要がある。

２．方向性

• 個人情報保護委員会は、本人関与の機会を実質的に確保するということからすれ
ば、本人に対して必要な情報提供を行い、本人がそれをよく理解した上で、明示の
同意を得ることを原則とすべき。

• 明示の同意としては、ウェブサイトでの同意の取得の場合は、ウェブサイト上で必
要な説明を行った上で、本人に当該ウェブサイト上のボタンのクリックを求める方法
が考えられる。

• プライバシーポリシーにおいて、個人関連情報の提供について、利用者側にこれを
拒否する選択肢を与えている（拒否されない限り同意しているものとして扱う）場合、
これをもって本人の同意を得たものとは認められない。

• 同意の取得の具体的な方法については、例示をガイドラインで示される予定。
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ウェブサイトでの同意の取得例（第158回個人情報保護委員会）

出所：個人情報保護委員会資料

パブコメ回答では「本人の予測できる範囲において包括的に同意を取得す
ることは可能」とされた（PC概要38番）。
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「個人データとして取得することが想定されるとき」（第158回個人情報保護委員会）

【方向性】
 「想定される」の語義
• 「想定される」かどうかは、まず提供元の認識を基準とすべき。他方で、一般人が通常想定できるような場

合に、提供元が認識をしていないことを理由に規律が適用されないとすれば、提供先での取扱を確認して
いない事業者が規制の適用を免れることになりかねず、相当ではない。

• そこで、「想定される」場合に該当するかどうかは、「提供元の認識」と「一般人の認識」の双方を基準に判
断すべき。その具体的については、ガイドラインで示される予定。

 「個人データとして取得」の語義
• 本条における「個人データとして取得」の典型例として、個人関連情報を直接個人データに付加する場合が

挙げられる。一方、直接個人データに紐付けて活用しないものの、別途、提供先が保有する個人データと
の容易照合性が排除できない場合まで規律を適用するか、検討する必要がある。

• 改正法の趣旨は、個人関連情報の提供先である第三者により、本人を識別した上で情報を利用されること
による個人の権利利益の侵害を防止することにある。容易照合性によって個人データになる場合は、提供
先が積極的に照合行為を行わない限り本人を識別できないことから、適用対象とする必要はない。

• したがって、本条における「個人データとして取得」は、提供先において、個人データに個人関連情報を付
加する等、個人データとして積極的に利用しようとする場合に限られる。

• なお、提供先事業者が、個人データとして積極的に利用する意図を秘して、本人同意を得ずに個人関連情
報を個人データとして取得した場合には、個人情報の「不正取得」（個人情報保護法17条１項）に該当し得
る。

〇「想定される」の判断基準のイメージ
提供元の認識を基準に「想定される」に該当する例
• 第三者となる提供先の事業者から、事前に「個人関連情報を受領した後に他の情報と照合して個人

データとする」旨を告げられている場合
一般人の認識を基準に「想定される」に該当する例
• 第三者に個人関連情報を提供する際、当該第三者において当該個人関連情報を氏名等と紐付けて利

用することを念頭に、そのために用いる固有ＩＤ等も併せて提供する場合
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個人関連情報を提供する個人関連情報取扱事業者の義務①

１．確認義務（法26条の２第１項１号）

• 「個人関連情報取扱事業者」は、「第三者」が「個人関連情報」（「個人関連情報データベース
等」を構成するものに限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、法23条１

項各号に該当する場合を除いて、当該「第三者」が「個人関連情報取扱事業者」から「個人関
連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める本人の同
意を得ていることを確認する必要がある。

• 個人関連情報取扱事業者による確認事項および確認方法は以下のとおり（規則18条の２）。
①本人の同意（改正法26条の２第１項１号、改正規則18条の２第１項）
⇒個人関連情報の提供を受ける第三者からの申告を受ける方法その他の適切な方法

②当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護
のための措置その他当該本人に参考となるべき情報（改正法26条の２第１項２号、改正規
則18条の２第２項）

⇒当該情報の提供が行われていることを示す書面の提示を受ける方法その他の適切な方
法

（具体例）
・提供先から本人に対する情報提供の方法を説明した書面の差し入れを受ける方法

・提供元において、提供先のプライバシーポリシー等を確認し、同意取得に際して越境移
転にかかる情報提供を行っていることを確認する方法

③既に上記①・②に規定する方法による確認（当該確認について記録の作成及び保存をし
ている場合におけるものに限る。）が行っている事項の確認を行う方法（改正規則18条の２
第３項）
⇒当該事項の内容と当該提供に係る法26条の２第１項各号に掲げる事項の内容が同一で

あることの確認を行う方法
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本人からの同意の確認方法

出所：個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）

パブコメ回答（概要）42番
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個人関連情報を提供する個人関連情報取扱事業者の義務①

１．確認義務（法26条の２第１項１号）

• 「個人関連情報取扱事業者」は、「第三者」が「個人関連情報」（「個人関連情報データベース
等」を構成するものに限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、法23条１

項各号に該当する場合を除いて、当該「第三者」が「個人関連情報取扱事業者」から「個人関
連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める本人の同
意を得ていることを確認する必要がある。

• 個人関連情報取扱事業者による確認事項および確認方法は以下のとおり（改正18条の２）。
①本人の同意（改正法26条の２第１項１号、改正規則18条の２第１項）
⇒個人関連情報の提供を受ける第三者からの申告を受ける方法その他の適切な方法

②当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護
のための措置その他当該本人に参考となるべき情報（改正法26条の２第１項２号、改正規
則18条の２第２項）

⇒当該情報の提供が行われていることを示す書面の提示を受ける方法その他の適切な方
法

（具体例）
・提供先から本人に対する情報提供の方法を説明した書面の差し入れを受ける方法

・提供元において、提供先のプライバシーポリシー等を確認し、同意取得に際して越境移
転にかかる情報提供を行っていることを確認する方法

③既に上記①・②に規定する方法による確認（当該確認について記録の作成及び保存をし
ている場合におけるものに限る。）が行っている事項の確認を行う方法（改正規則18条の２
第３項）
⇒当該事項の内容と当該提供に係る法26条の２第１項各号に掲げる事項の内容が同一で

あることの確認を行う方法

【経過措置】（改正規則附則４条）
改正法26条１項１号に規定する事項（当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関

連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該
本人の同意）についいて、施行日前に改正規則18条の２（第三者提供を受ける際の確認に
係る記録の作成）に規定する方法に相当する方法で記録（改正規則18条の３に規定する方

法で記録を作成し、かつ、保存している場合に限る。）を作成しているものについては、改正
規則18条の２第３項により、既に記録された事項と内容が同一であるものについては記録を
省略できる。
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個人関連情報を提供する個人関連情報取扱事業者の義務②

２．記録の作成・保存義務（法26条の２第３項、法26条３項・４項）
（１）記録事項（規則18条の４第１項）
①法26条の２第１項第１号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供
にあっては、同項第２号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨

②個人関連情報を提供した年月日
③当該第三者の氏名または名称および住所ならびに法人に関してはその代表者の氏名
④当該個人関連情報の項目
※既に作成した記録（当該記録を保存している場合におけるものに限る。）に記録された事項と内容が同一
である場合は、記録を省略できる（改正規則18条の４第２項）

（２）記録の作成方法（改正法26条の３第３項の準用する法26条３項、規則18条の３）
①作成方法（改正規則18条の３第１項）
文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
②作成頻度（改正規則18条の３第２項、３項）
・個人関連情報を第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。
・当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該第三者に対し個人
関連情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作
成することができる。
・本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連情報を第三者に提供した場合に
おいて、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に記録すべき事項が記載されている場合は
記録に代えることができる。

（３）記録の保存期間（改正規則18条の５）

場合 期間

本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連
情報を第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契
約書その他の書面に記録すべき事項が記載された記録に代えた場合

最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から
起算して１年を経過する日までの間

当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したと
き、又は当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提
供することが確実であると見込まれる場合で一括して作成した場合

最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から
起算して３年を経過する日までの間

上記以外の場合 ３年
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個人関連情報を提供する個人関連情報取扱事業者の義務②

２．記録の作成・保存義務（法26条の２第３項、法26条３項・４項）
（１）記録事項（規則18条の４第１項）
①法26条の２第１項第１号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供
にあっては、同項第２号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨

②個人関連情報を提供した年月日
③当該第三者の氏名または名称および住所ならびに法人に関してはその代表者の氏名
④当該個人関連情報の項目
※既に作成した記録（当該記録を保存している場合におけるものに限る。）に記録された事項と内容が同一
である場合は、記録を省略できる（改正規則18条の４第２項）

（２）記録の作成方法（改正法26条の３第３項の準用する法26条３項、規則18条の３）
①作成方法（改正規則18条の３第１項）
文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
②作成頻度（改正規則18条の３第２項、３項）
・個人関連情報を第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。
・当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該第三者に対し個人
関連情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作
成することができる。
・本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連情報を第三者に提供した場合に
おいて、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に記録すべき事項が記載されている場合は
記録に代えることができる。

（３）記録の保存期間（改正規則18条の５）

場合 期間

本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連
情報を第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契
約書その他の書面に記録すべき事項が記載された記録に代えた場合

最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から
起算して１年を経過する日までの間

当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したと
き、又は当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提
供することが確実であると見込まれる場合で一括して作成した場合

最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から
起算して３年を経過する日までの間

上記以外の場合 ３年

【経過措置】（改正規則附則５条）
改正規則18条の４第１項に規定する事項のうち、施行日前に改正規則18条の３に規定する

方法に相当する方法で記録（当該記録を保存している場合におけるものに限る。）を作成し
ているものについては、改正規則18条の４第２項により、既に作成した記録に記録された事
項と内容が同一である場合は、記録を省略できる。
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個人関連情報を提供する個人関連情報取扱事業者の義務③

３．個人関連情報を外国にある第三者への提供する場合の相当措置の継続的な実施（法26条
の２第２項の準用する法24条３項、改正規則11条の４）

• 「個人関連情報取扱事業者」は、個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成するも
のに限る。）を外国にある第三者（法24条１項に規定する体制を整備している者に限る。）に

提供した場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措
置として以下の措置を講じなければならない。

①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそ
れのある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的
に確認すること。

②当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたとき（※）は、必要かつ適切な措置を講
ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人関連情報
の当該第三者への提供を停止すること。

（※）「支障が生じたとき」とは、例えば、提供元の事業者と提供先の第三者との間で契約を締結
することにより、当該第三者の基準適合体制（法第４章第１節の規定により個人情報取扱事業者
が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人
情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制）を担保している場合において、当該第三者
が当該契約の一部に違反して個人データを取り扱っているような場合等が考えられる（パブコメ
（概要）35番）。

【経過措置】

「個人関連情報取扱事業者」は、改正法の施行日前に個人関連情報（個人関連情報データベー
ス等を構成するものに限る。）を外国にある第三者（法24条１項に規定する体制を整備している

者に限る。）に提供した場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第
三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じている場合は、法26条
２項第２項の準用する法24条３項の適用を受ける。（改正法附則５条２項）
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適正な利用義務
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適正な利用義務の明確化（法16条の２）

【制度改正大綱】

⚫ 個人情報取扱事業者は、適正とは認めがたい方法による、個人情報の利用を行ってはならない
旨が規定化される。（←リクナビ問題が背景に）

（不適正な利用の禁止）
第16条の２ 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方
法により個人情報を利用してはならない。
※施行期日は改正法の公布の日から起算して２年を超えない範囲内で政令で定める日（附則１条本文）

（参照）
（適正な取得）
第17条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

（実務上の影響）

個人情報取扱事業者は、形式的には個人情報保護法の規定に違反しなくても、違法又は不当な行
為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合は、法16条の２違反と

なり、個人情報保護委員会の行政処分の対象となり得ることになる。（リクナビ問題で問題となった
クッキー等の識別子情報の第三者提供に限られない。）

〇「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した
場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ（個人情報保護委員会）
Ｑ２－３ 「利用」とは何を意味しますか。
Ａ２－３特段の定義があるわけではありませんが、取得及び廃棄を除く取扱い全般を意味すると考えられ
ます。したがって、保管しているだけでも利用に該当します。
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適正な利用義務の明確化（法16条の２）：具体例

参議院内閣委員会（2020年６月４日）

○政府参考人（其田真理君） お尋ねの不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ
のある方法による個人情報の利用の具体的な例、今想定されるものといたしまして
は、暴力団員や総会屋に該当する人物の情報や、不当な要求による被害を防止する
ための業務を行う責任者、担当者の名簿等をみだりに開示したりその存在を明らか
にすることといったようなことが想定をされます。

○政府参考人（其田真理君） 今回の改正は、個人情報保護法の規定に照らして違
法でないとしても、法の目的である個人の権利利益の保護に照らして見過ごすことが
できないような方法で個人情報が利用されている事例が委員会が執行した事案の中
にも見られましたことを踏まえまして、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する
おそれがある方法による個人情報の利用を行ってはならない旨を明確化するもので
ございまして、相当悪質なケースを念頭に置いたものでございます。具体例といたし
ましては、ただいま御指摘いただきましたようなケースのほか、違法行為を営む第三
者に個人情報を提供することなどが考えられます。

※官報に記載された自己破産者の氏名を情報収集してインターネットの上のグーグ
ルマップに載せる破産者マップというものを作成する事例
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適正な利用義務の解釈（ガイドラインの方向性）

１．「違法又は不当な行為」
 改正法第16条の２において助長又は誘発の対象とされている「違法又は不当な行為」とは、以
下の行為が考えられる。

• 個人情報保護法その他の法令に違反する行為

• 直ちに違法とは言えないものの、個人情報保護法その他の法令の制度趣旨や公序良俗に反
している等、社会通念上、適正とは認められない行為（個人の権利利益の保護という制度趣旨
を踏まえつつ、個別の事案ごとに、当該行為の目的・必要性、行為態様、行為者の認識等を
踏まえて社会通念により判断する必要がある。）

（具体例）
暴力団員により行われる暴力的要求行為、 本人に対して正当な理由なく行われる違法な差別的
取扱い等

２．助長又は誘発の「おそれ」
• 改正法第16条の２における「おそれ」の有無は、個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助
長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断される。

• 例えば、個人情報の第三者提供の場面において、提供先が提供元から受領した個人情報を違
法な行為に用いた場合、提供元の事情にかかわらず、当該個人情報の提供は、提供先の違法
な行為を助長又は誘発したとも評価し得る。

• しかし、提供先が個人情報の取得目的を偽っていた等、提供元が、提供先による違法行為のお
それを一般的な注意力をもってしても予見できなかった場合にまで、違法行為を助長又は誘発
する「おそれ」があったとして、個人情報の提供行為が不適正利用に該当すると評価されるとす
れば、提供元の予測可能性を著しく害し、制度趣旨を超えた萎縮効果を与えかねない。

• 改正法第16条の２における「おそれ」の有無は、個別具体的な事案に応じて、個人情報の利用

方法等の客観的な事情に加え、個人情報の利用時点における事業者の認識及び予見可能性も
踏まえて判断されるという方向で検討してはどうか。

【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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助長又は誘発の「おそれ」（ガイドラインの方向性）

１．「おそれ」が認められると考えられる例

• 提供先が個人情報を違法に利用していることを認識している等、自己が
提供する個人情報についても、同様に違法に利用されることが予見でき
るにもかかわらず、当該提供先に対して個人情報を提供する場合

２．「おそれ」が認められないと考えられる例

• 提供先が個人情報の取得目的を偽っており、当該提供先が取得した個
人情報を違法に利用することについて、一般的な注意力をもってしても
予見できない状況で、当該提供先に対して個人情報を提供する場合

【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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不適正利用に該当すると考えられる例（ガイドラインの方向性）

• 違法な行為を営むことが疑われる者（例：貸金業登録を行っていない貸金業者）からの突
然の接触による本人の平穏な生活を送る権利の侵害等、当該違反事業者の違法な行為
を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、当該違反事業者に当該本人の個人情
報を提供すること。

• 裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報（例：官報に掲載される破
産者情報）を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の者によっ
て誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベー
ス化し、インターネット上で公開すること。

• 暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為や総会屋による不当な要求を
助長し、又は誘発するおそれが予見できるにもかかわらず、事業者間で共有している暴
力団員等に該当する人物を本人とする個人情報や、不当要求による被害を防止するた
めに必要な業務を行う各事業者の責任者の名簿等を、みだりに開示し、又は暴力団等
に対しその存在を明らかにすること。

• 個人情報を提供した場合、提供先において法第23条第１項に違反する第三者提供がな
されることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して、個人情報を提供すること。

• 採用選考を通じて個人情報を取得した事業者が、性別、国籍等の特定の属性のみによ
り、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報を利用す
ること。

• 広告配信を行っている事業者が、第三者から広告配信依頼を受けた商品が違法薬物等
の違法な商品であることが予見できるにもかかわらず、当該商品の広告配信のために、
自社で取得した個人情報を利用すること。

【出所：第166回個人情報保護委員会（令和３年２月19日）資料】
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個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について
（令和２年７月29日：個人情報保護委員会）

個人情報保護委員会は、本日、多数の破産者等の個人情報をウェブサイトに違法に
掲載している２事業者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
第42条第２項に基づき、当該ウェブサイトを直ちに停止等するよう命令を行った。なお、

当該２事業者の所在をいずれも知ることができなかったため、公示送達の手法により
行った。

１命令の原因となる事実

当該２事業者は、破産手続開始決定の公告として官報に掲載された破産者等の個人
情報を取得するにあたり、利用目的の通知・公表を行わず（同法第18条）、当該個人

情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェ
ブサイトに掲載していたものである（同法第 23条第１項）。

２命令事項等

当委員会は、当該２事業者に対し、ウェブサイトを直ちに停止した上、前記利用目的
の通知・公表を行うとともに、その個人データを第三者に提供することの同意を得るま
では、同ウェブサイトを再開してはならない旨の勧告を行ったが、対応期限の日まで
に措置が講じられなかったため、その勧告に係る措置をとるべきことを命令した。
本命令の対応期限（本年８月27日）までに具体的な対応がなされない場合は、同法第
84条の罰則適用を求めて刑事告発することを予定している。

以上
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仮名加工情報
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改正の背景（制度改正大綱）

• 個人情報保護法に、一定の安全性を確保しつつ、イノベーションを促進する
観点から、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない
ように加工された個人情報の類型「仮名化情報（仮称）」を設ける。

• 「仮名化情報（仮称）」については、本人を識別する利用を伴わない、事業
者内部における分析に限定するための一定の行為規制を緩和し、様々な分析
に活用できるようにする。

• 「仮名化情報（仮称）」に係る利用目的の特定・公表を前提に、個人の各種
請求（開示・訂正等、利用停止等の請求）への対応義務を緩和される。

• 「仮名化情報（仮称）」は、事業者内部における分析のために用いられるこ
とに鑑み、「仮名化情報（仮称）」それ自体を第三者に提供することは原則
として禁止される。

• ただし、「仮名化情報（仮称）」の作成に用いられた原データ（保有個人
データ）を、本人の同意を得ること等により第三者に提供することは可能で
ある。また、あらかじめ本人の同意を得ること等により、原データのほか、
原データを仮名化したデータを、（現行法における）個人データとして、第
三者に提供することも可能である。
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仮名加工情報の創設の意義

衆議院内閣委員会（2020年５月22日）

○其田政府参考人 お答え申し上げます。

このたびの改正法の中で導入いたしました仮名加工情報は、データ内の氏名等の
記述を削除等することで、加工後のデータ単体からは特定の個人を識別できないよう
にするものです。仮名化された個人情報は、一定の安全性を確保しつつも、匿名加工
情報よりも詳細な分析を比較的簡便な加工方法で実施し得るものでございまして、そ
れを利活用しようとするニーズが高まっております。

しかしながら、現行法においては、仮名化された個人情報であっても、通常の個人情
報としての取扱いに係る義務が一律に課されることから、企業からは負担の軽減を求
める声もございました。

また、仮名化された個人情報は、本人とひもづいて利用されることがない限りは、個
人の権利利益が侵害されるリスクが相当程度低下することになりますので、再識別を
しない、内部分析に限定するといった前提で、利用目的の特定、公表を条件といたし
まして、開示や利用停止等の個人の各種請求の対象から除外をしてございます。

事業者にとっては、今回の改正により内部分析の選択肢がふえ、ひいては競争力の
強化につながることを期待をしております。

また、このような加工プロセスをとることで、安全管理上からも、あるいは消費者に
とっても安心な状況になるのではないかというふうに考えております。
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GDPRの匿名化・仮名化

 ＧＤＰＲの下で、「匿名化」した場合は、個人データに関するルールは適用されない。
ただし、「匿名化」のためには、「加工方法」や「個人データから削除した情報」も完
全に削除しなければならない（「加工方法」や「個人データから削除した情報」につ
いて漏えい防止措置を講じるだけでは足りない。）。

 GDPRの下での仮名化の要件
①追加的な情報が分離して保管されていること

②その個人データが識別された自然人又は識別可能な自然人に属することを示さな
いことを確保するための技術上及び組織上の措置の下にあること

③①の追加的な情報の利用なしには、その個人データが特定のデータ主体に属す
ることを示すことができないようにする態様で行われること

 「仮名化」した情報はあくまで「個人データ」
• 「仮名化」自体が「適切な組織的・技術的保護措置」とみなされる。
• データ主体の以下の権利が適用されない。
①データ主体によるアクセス権
②訂正の権利
③消去権（「忘れられる権利」）
④処理の制限の権利
⑤個人データの訂正・消去・処理の制限に関する通知義務
⑥データポータビリティ権
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仮名加工情報（定義関係）

１ 仮名加工情報（法２条９項各号）
「１号個人情報」（法２条１項１号：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）と「２号個人情報」（法２条１項２号：個人識別符号が含まれるもの）の区分に応じて、以下の措置を講じて
他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する
情報をいう（法２条９項本文）。

①１号個人情報（法２条１項１号：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）
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方
法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

②２号個人情報（法２条１項２号：個人識別符号が含まれるもの）
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有し
ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

※ 仮名加工情報は、その加工の程度に応じて、「個人情報である仮名加工情報」（個人データである仮名加工情
報）と「個人情報でない仮名加工情報」（個人データでない仮名加工情報）に分かれる。すなわち、仮名加工情
報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないものであるが、他の情報と容易に照合で
き特定の個人が識別できるものは個人情報に該当するが、そうでないものは個人情報に該当しないことになる。

（２）仮名加工情報データベース等（法２条10項・令５条）
①仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるよ
うに体系的に構成したもの（法２条10項９
②これに含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索するこ
とができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有す
るもの（令５条）

（３）仮名加工情報取扱事業者（法２条10項）
「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の
機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人はこれに該当しない（法２条５項参照）。
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改正法における仮名加工情報の概要（第159回個人情報保護委員会）
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委員会規則を定めるにあたっての検討事項（第159回個人情報保護委員会）

 仮名加工情報の創設の趣旨は、一定の安全性を確保しつつ、データとしての有用
性を加工前の個人情報と同等程度に保つことができるように、匿名加工情報に比
してより簡便な加工により得られる新たな個人情報の類型を設けることで、イノ
ベーションの促進を図る点にある。

 削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された情報や
加工の方法に関する情報）の安全管理措置の趣旨は、削除情報等は、仮名加工
情報との照合により、特定の個人を識別するために利用されることが懸念されるこ
とから、これが漏えいし第三者に取得されることの無いよう、適切な管理を求める
点にある。

 こうした「仮名加工情報」・「削除情報等」の制度趣旨を踏まえ、以下の事項を検討
する必要がある。
①仮名加工情報を作成するための加工基準
②仮名加工情報に係る削除情報等の安全管理措置の基準
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仮名加工情報を作成するための加工基準の基本的な考え方（第159回個人情報保護委員会）

 仮名加工情報は、「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができな
いように」個人情報を加工して得られる情報であるため、加工によりそれ単体では
特定の個人を識別できないようにする必要がある。また、仮名加工情報である個
人データが漏えい等発生時の報告義務の対象外とされているのは、加工により本
人の権利利益が侵害されるリスクが相当程度低減されていることを踏まえたもの。

 イノベーションの促進という制度趣旨を踏まえると、仮名加工情報の加工基準は、
事業者にとって分かりやすい明確なものである必要がある。

 匿名加工情報の加工基準が参考になる一方で、仮名加工情報との差異、具体的
には、匿名加工情報は、加工により元の個人情報を「復元できない」ようにすること
が求められるのに対し、仮名加工情報は、他の情報との照合により元の個人情報
が復元されることは許容されているため、その加工基準は、より簡便なもので足り
るという点も踏まえる必要がある。

 以上を踏まえ、委員会資料は、仮名加工情報の加工基準は、単体識別性を失わ
せる観点や本人の権利利益の侵害リスクを低減させる観点を踏まえつつ、基準と
して明確なものとなるよう検討すべき。
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仮名加工情報を作成するための加工基準の方向性（第159回個人情報保護委員会）

１ 単体識別性を失わせる観点
単体で特定の個人を識別できないようにする観点から、委員会規則において、以下の加工基準を定め、ガイド
ラインにおいて、具体例を示す。
• 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除又は置換すること
• 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除又は置換すること

２ 権利利益の侵害リスクを低減させる観点
• それ自体では特定の個人を識別できないように加工された情報については、基本的には、それが漏えいし

た場合に個人の権利利益の侵害が生じるリスクは相当程度低減されていると考えられる。
• もっとも、例えば、クレジットカード番号については、カードの保有者が特定できていない状態でも、不正利

用により、個人の財産的被害が生じる可能性がある。
• そこで、漏えい時に個人の権利利益の侵害が生じるリスクを低減する観点から、個人情報保護委員会規則

において、以下の加工基準を定め、ガイドラインにおいて、具体例を示す。
✓ 個人情報に含まれる記述等のうち、当該記述等が不正に利用されることにより、財産的被害が発生す

るおそれがあるものを削除又は置換すること（例：クレジットカード番号、インターネットバンキングのID・
パスワード等）

【想定される加工の例】
• 会員ID、氏名、年齢、性別、利用サービスの名称が含まれる個人情報を加工する場合：
１）氏名を削除する。

• 氏名、年齢、性別、旅券番号、旅行先国が含まれる個人情報を加工する場合：
１）氏名を削除する。
２）旅券番号を削除する。

【想定される加工の例】
• 会員ID、氏名、年齢、性別、購買履歴、クレジットカード番号が含まれる個人情報を加工する場合
１）氏名を削除する。
２）クレジットカード番号を削除する。
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加名加工情報の作成の方法に関する基準（改正法35条の２第１項、改正規則18条の７）

• 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等
を構成するものに限る。）を作成するときは、他の情報と照合しない
限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なも
のとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加
工しなければならない。

【加名加工情報の作成の方法に関する基準】（改正規則18条の７）
① 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全

部又は一部を削除すること（当該全部又は一部の記述等を復元する
ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換える
ことを含む。）。

② 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人
識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の
記述等に置き換えることを含む。）。

③ 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じ
るおそれがある記述等を削除（※）すること（当該記述等を復元す
ることのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換え
ることを含む。）。※クレジットカード番号等（PC（概要）55）
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仮名加工情報と匿名加工情報の加工基準の差異

仮名加工情報 匿名加工情報
定義 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別

することができないように加工された個人に関
する情報
（改正法２条９項）

特定の個人を識別することができず、加工元の
個人情報を復元することができないように加工
された個人に関する情報（改正法２条11項）

加工基準

特定の個人を識別することができる記述等の
全部又は一部の削除又は置換

特定の個人を識別することができる記述等の全
部又は一部の削除又は置換（規則19条１号）

個人識別符号の全部の削除又は置換 個人識別符号の全部の削除又は置換（規則19
条２号）

―
個人情報と当該個人情報に措置を講じて得ら
れる情報を連結する符号の削除又は置換
（規則第19条第３号）

― 特異な記述等の削除又は置換
（規則第19条第４号）

―
その他の個人情報データベース等の性質を勘
案した適切な措置
（規則第19条第５号）

不正利用されることにより、財産的被害が生じ
るおそれのある記述等の削除又は置換

―

※クレジットカード番号は、通常、１号又は５号
の基準に基づき削除されると考えられる。

出所：個人情報保護委員会資料
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仮名加工情報に係る削除情報等の安全管理措置の基準の基本的な考え方

 改正法では、「仮名加工情報を作成したとき」、又は「仮名加工情報及び
当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したとき」は、事業者は、仮名
加工情報に係る削除情報等の漏えいを防止するための安全管理措置を
講じなければならない（改正法35条の２第２項）。

 現行法上、匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報に係る加工
方法等情報（匿名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除した情
報や加工の方法に関する情報）の漏えいを防止するための安全管理措置
を講じなければならない（法36条２項）。

 上記の各情報の安全管理措置の目的は、いずれも、当該情報の漏えい
による個人の権利利益の侵害を防止することにある。また、安全管理措
置の対象となる情報は、いずれも、加工前の個人情報から削除した情報
や加工の方法に関する情報。

 そこで、仮名加工情報に係る削除情報等については、匿名加工情報に係
る加工方法等情報と同程度の安全管理措置を求めるべき。
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本人 個人情報

事業者A
（作成・提供） 個人情報

事業者B
（受領・提供）

個人情報保護委員会適正加工基準

匿名加工情報
➢ 適正加工基準に基づく特定の個人を識別できる記述

等削除
➢ 加工方法等情報に関する安全管理措置
➢ 作成した匿名加工情報に関する公表義務
➢ 自ら取り扱う場合の識別行為の禁止
➢ 匿名加工情報の安全管理措置等（努力義務）
➢ 匿名加工情報を第三者提供することを明示・公表

特定の個人識別できる記述等削除

個人情報保護委員会規則の定める基準に従う

➢ 作成した匿名加工情報に関する公表
➢ 第三者提供をすることを公表

事業者C
（受領）

匿名加工情報であることを明示
匿名加工情報で
あることを明示

匿名加工情報

匿名加工情報

〇本人を識別するため
以下の行為禁止
➢ 作成者が削除した
記述等や加工方法
の取得

➢ 他の情報と照合
〇安全管理措置・苦情
処理、措置の公表（努
力義務）

〇本人を識別するため以下の行為禁止
➢ 作成者が削除した記述等や加工方法の取得
➢ 他の情報と照合
〇安全管理措置・苦情処理、措置の公表（努力義務）

第三者提供をすることを公表

匿名加工情報のルール
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匿名加工情報に係る加工方法等情報の安全管理措置の基準

〇個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年10月５日個人情報保護
委員会規則第３号）

（加工方法等情報に係る安全管理措置の基準）
第20条 法第36条第２項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の
とおりとする。

一 加工方法等情報（匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した
記述等及び個人識別符号並びに法第36条第１項の規定により行った加工

の方法に関する情報（その情報を用いて当該個人情報を復元することが
できるものに限る。）をいう。以下この条において同じ。）を取り扱う者の権
限及び責任を明確に定めること。

二加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従っ

て加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について
評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

三加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情
報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
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仮名加工情報に係る削除情報等の安全管理措置の基準の方向性（第159回個人情報保護委員会）

 匿名加工情報に係る加工方法等情報の安全管理措置の内容を踏まえ、仮名加工情報に係る削除情報等
については、委員会規則において、以下の基準に基づく安全管理措置を求める。
• 削除情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること
• 削除情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って削除情報等を適切に取り扱うとと

もに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ず
ること

• 削除情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による削除情報等の取扱いを防止するために必要かつ
適切な措置を講ずること

講じなければならない措置 具体例

削除情報等を取り扱う者の権限及び
責任の明確化

・ 削除情報等の安全管理措置を講ずるための組織体制の整
備

(ア)削除情報等の取扱いに関する規
程類の整備、

(イ)当該規程類に従った適切な取扱
い、

(ウ)削除情報等の取扱状況の評価及

びその結果に基づき改善を図るた
めに必要な措置の実施

・ 削除情報等の取扱いに係る規程等の整備とこれに従った運
用

・ 従業員の教育
・ 削除情報等の取扱状況を確認する手段の整備

・ 削除情報等の取扱状況の把握、安全管理措置の評価、見
直し及び改善

削除情報等を取り扱う正当な権限を
有しない者による削除情報等の取扱
いを防止するために必要かつ適切な
措置

・ 削除情報等を取り扱う権限を有しない者による閲覧等の防
止

・ 機器、電子媒体等の盗難等の防止
・ 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
・ 削除情報等の削除並びに機器、電子媒体等の廃棄
・ 削除情報等へのアクセス制御
・ 削除情報等へのアクセス者の識別と認証
・ 外部からの不正アクセス等の防止

・ 情報システムの使用に伴う削除情報等の漏えい等の防止

出所：個人情報保護委員会資料
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削除情報等の安全管理措置の基準（改正法35条の２第２項、改正規則18条の８）

• 「削除情報等」とは、仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除さ
れた記述等及び個人識別符号並びに法35条の２第１項により行われた加工の
方法に関する情報をいう。

• 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構成
するものに限る。）を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情
報に係る「削除情報等」を取得したときは、「削除情報等」の漏えいを防止
するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、
削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

【削除情報等に係る安全管理措置の基準】（改正規則18条の８）
① 削除情報等（仮名加工情報の加工の方法に関する情報に関しては、その情

報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元することがで
きるものに限る。以下同じ。）を取り扱う者の権限及び責任を明確に定め
ること。

② 削除情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って削除情
報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、
その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

③ 削除情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による削除情報等の取扱い
を防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
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「匿名加工情報の加工方法等基準」（規則20条）と「仮名加工情報の削除情報等」（規則18条の８）

パブコメ回答（概要）58番

• 匿名加工情報に係る加工方法等情報の安全管理措置と、仮名加工情報に係る削
除情報等の安全管理措置は、目的（当該情報の漏洩による個人の権利利益の侵
害を防止すること）、及び対象（加工前の個人情報から削除した情報や加工の方法
に関する情報）が共通していることから、仮名加工情報に係る削除情報等の安全
管理措置の基準（規則18条の８）は、匿名加工情報に係る加工方法等情報の安全
管理措置の基準（規則20条）と同様の内容としています。

• ただし、講ずべき安全管理措置の具体的な内容については、当該情報が漏えいし
た場合におけるリスクの大きさを考慮し、当該情報の量や性質等に応じた内容とす
る必要があることから、匿名加工情報に係る加工方法等情報について講ずべき安
全管理措置の具体的な内容と、仮名加工情報に係る削除情報等の安全管理措置
の具体的な内容は、情報の性質に応じて異なり得るものと考えられます。
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削除情報等が漏えいした場合

衆議院内閣委員会（2020年５月22日）

○其田政府参考人 ただいま委員が御指摘のような削除情報が漏えいした場合です
けれども、これは、安全管理措置義務を履行する観点からも、当該仮名加工情報に含
まれるＩＤなど、そのつなぐものを振り直すことなどによって、仮名加工情報を新たにつ
くり直す必要があるのではないかというふうに考えます。つまり、もとの仮名加工情報
を使い続けることはできないのではないかというふうに思います。

したがいまして、仮名加工情報に係る削除情報が漏えいした場合において、その漏
えいが起きた事業者においては、その仮名加工情報をそのまま継続して利用すること
は原則として許容されないというふうに考えます。

なお、仮名加工情報の作成に用いた個人情報のみが漏えいした場合には、その仮
名加工情報及び削除情報の安全管理措置義務の履行が確保されている限り、必ずし
も直ちにそのまま継続して利用することができないとは限らないというケースもあるか
と思います。

いずれにしても、こういったケースも、どういった場合にというようなことも含めまして、
丁寧にガイドラインなどでお示ししていく必要もありますし、また、それをうまく広報啓発
して、企業の方に御理解をいただく、あるいは、消費者の方にも安心していただくとい
うことが必要だろうというふうに考えております。
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個人情報である仮名加工情報の目的外利用の禁止（法35条の２第３項）

• 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、第16条の
規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第15条第１項の規定により特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個人情報であるも
のに限る。）を取り扱ってはならない。

• 「個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者」は、「個人情報である仮
名加工情報」について、法15条１項において特定された利用目的の達成に必要な
範囲を超えて取り扱ってはならず、以下の取扱いが認められない。
① 「個人情報である仮名加工情報」について本人の事前の同意を得て目的外利用をすること

（法16条１項参照）
② 「法令に基づく場合」（法16条３項１号）以外の公益的理由による目的外利用をすること（以

下参照）

• 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき。（法16条３項２号）

• 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。（法16条３項３号）

• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。（法16条３項４号）

• 反対解釈として、個人情報ではない仮名加工情報については、目的外利用の禁止
の適用はないものと考えられる。
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個人情報である仮名加工情報の取得に際しての利用目的の公表等（法35条の２第４項の準用する法18条）

① 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情報（個人情報
に限る。）を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その
利用目的を公表しなければならない。（法35条の２第４項による法18条１項の準用・読み替え）

② 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、前項の規定にかかわらず、
本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電磁的記録を含む。以下この項
において同じ。）に記載された当該本人の仮名加工情報（個人情報に限る。）を取得する場合その
他本人から直接書面に記載された当該本人の仮名加工情報（個人情報に限る。）を取得する場合
は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又
は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。（法35条の２第４項による法18

条２項の準用）
③ 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、利用目的を変更した場合

は、変更された利用目的について公表しなければならない。（法35条の２第４項による法18条３項
の準用）

④ 上記の①利用目的の公表、②書面により直接取得する場合の利用目的の明示、③利用目的の変
更に係る規定について、以下の場合は適用されない（法35条の４項による法18条４項の準用・読
み替え）

(i) 利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する
おそれがある場合

(ii) 利用目的を公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそ
れがある場合

(iii) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると
き。

(iv) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

なお、反対解釈として、仮名加工情報取扱事業者は、個人情報ではない仮名加工情報を取得するにあ
たっての利用目的の公表等をする必要はないものと考えられる。
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仮名加工情報である個人データ及び削除情報等の消去の努力義務（法35条の２第５項）

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情
報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人
データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合にお
いては、第19条の規定は、適用しない。

〇参考
（データ内容の正確性の確保等）
第19条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人

データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該
個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
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仮名加工情報である個人データの第三者提供が認められる場合

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、法令に基づく場合を除くほか、
仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。（法35条の２第６項が準用する法23条
１項・２項、24条１項）
通常の個人データの第三者提供において認められる以下の方法による提供は認められない。
• 本人の事前の同意（法23条１項）
• 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき。（法23条１項２号）
• 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。（法23条１項３号）
• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるとき。（法23条１項４号）

• オプトアウト手続（法23条２項）
• 外国にある第三者への提供を認める旨の同意（法24条１項）

仮名加工情報の原データ（保有個人データ）を本人の同意を得ること等により第三者に提供することは
可能であると考えられる。また、あらかじめ本人の同意を得ること等により、仮名加工情報の原データ
のほか、原データを仮名加工情報としたものを、個人データとして、第三者に提供することも可能である
と考えられる。（制度改正大綱の記述参照）

第４節 データ利活用に関する施策の在り方
２．「仮名化情報（仮称）」の創設
〇 また、「仮名化情報（仮称）」は、事業者内部における分析のために用いられることに鑑み、「仮名化情報（仮称）」それ自体を第
三者に提供することは許容しないこととする。その場合であっても、「仮名化情報（仮称）」の作成に用いられた原データ（保有個人
データ）を、本人の同意を得ること等により第三者に提供することは可能である（脚注７）。
（脚注７）あらかじめ本人の同意を得ること等により、原データのほか、原データを仮名化したデータを、（現行法における）個人
データとして、第三者に提供することも可能である。
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仮名加工情報の第三者提供

参議院内閣委員会（2020年６月４日）

○其田政府参考人 お答え申し上げます。

仮名加工情報の第三者提供につきましては、それを取得した悪意のある者が特定
の個人を識別するおそれがあるということの懸念がございます。

また、漏えい発生時におけるリスクの低下を図るために個人を識別できないようにし
ているにもかかわらず、第三者提供について本人に関与させるためには、あえて加工
前の個人情報を復元するといったような、リスクが高まる点もございます。そういったこ
とから、仮名加工情報それ自体の第三者提供を禁止してございます。

なお、仮名加工情報を作成した事業者におきましては、一般的に、当該仮名加工情
報の作成に用いた個人情報自体は保有しておると思いますので、現行法にあります
ように、それを普通の個人データとして、本人の同意を得て第三者に提供することは
可能になっております。
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仮名加工情報である個人データ（「第三者」に該当しない場合）

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、以下の場合は、「第三者」に該
当しないものとして、（本人の同意なしに）仮名加工情報である個人データの提供ができる。
通常の個人データの提供と同様に、以下の場合が認められる。
①仮名加工情報である個人データの取扱いの委託（法35条の２第６項が準用する法23条５項１号）
②合併その他の事由による事業の承継に伴って仮名加工情報である個人データが提供される場合（法

35条の２第６項が準用する法23条５項２号）
③仮名加工情報である個人データの共同利用の場合（法35条の２第６項が準用する法23条５項３号）

【③仮名加工情報である個人データの共同利用】
• 特定の者との間で共同して利用される仮名加工情報である個人データが当該特定の者に提供され

る場合で、以下についてあらかじめ公表している場合には共同利用が認められる。（法35条の２第６
項が準用する法23条５項３号）
(i) 特定の者との間で共同して利用される仮名加工情報である個人データが当該特定の者に提供される旨
(ii)  共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目
(iii) 共同して利用する者の範囲
(iv) 利用する者の利用目的
(v) 当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所（法人

の場合は、その代表者の氏名）

• 個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人については、その
代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責
任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について公表しなければならない。（法35
条の２第６項が準用する法23条６項）

• 通常の個人データの共同利用の場合（変更の場合を含む）（法23条５項３号、６項）については、「本
人に通知し、又は容易に知り得る状態に置く」ことが求められるが仮名加工情報である個人データ
の共同利用の場合（変更の場合を含む）については、「公表」のみが認められる。
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仮名加工情報である個人データの第三者提供の確認・記録義務

• 改正35条の２第６項の第２文においては、法25条（第三者提供に係る記録の作成
等）及び26条（第三者提供を受ける際の確認等）の読み替えが行われている。

• 仮名加工情報は内部利用が原則であり、仮名加工情報取扱事業者（個人情報取
扱事業者である者に限る。）は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報であ
る個人データを第三者に提供してはならないこととされている（改正35条の２第６項
が準用する法23条１項）。

• 改正35条の２第６項により読み替え後の法25条１項及び法26条１項においては、

仮名加工情報である個人データの第三者提供が唯一認められる場合である「法令
に基づく場合」及び「第三者に該当しない場合」である「法25条５項各号の場合」に

は、仮名加工情報である個人データの第三者提供に係る確認・記録の作成・保存
義務がないこととされていることに鑑みれば、仮名加工情報である個人データの第
三者提供に係る確認・記録の作成・保存義務が必要な場合はないと考えられる。

• なお、仮名加工情報の原データ（保有個人データ）を本人の同意を得ること等によ
り第三者に提供することは可能であると考えられる。また、あらかじめ本人の同意
を得ること等により、仮名加工情報の原データのほか、原データを仮名加工情報と
したものを、個人データとして第三者に提供する場合には、当然ながら法25条及び
法26条の適用がある。
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個人情報である仮名加工情報の他の情報との照合禁止（法35条の２第７項）

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名
加工情報（個人情報であるものに限る。）を取り扱うに当たっては、当該仮名
加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該
仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
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個人情報である仮名加工情報に含まれる情報の利用の禁止（法35条の２第８項）

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加
工情報（個人情報であるものに限る。）を取り扱うに当たっては、電話をかけ、
郵便若しくは一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による信書便により
送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報
保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問する
ために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならな
い。
【送信・情報の利用が禁止される電磁的方法】（改正規則18条の９）
① 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯し

て使用する通信端末機器に送信する方法（他人に委託して行う場合を含
む。）

② 電子メールを送信する方法（他人に委託して行う場合を含む。）
③ ②に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するため

に用いられる電気通信（電気通信事業法第２条第１号に規定する電気通信
をいう。）を送信する方法（他人に委託して行う場合を含む。）
※例えば、いわゆるSNSのメッセージ機能等を使用する方法が考えられる。
（パブコメ回答（概要）59番）
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仮名加工情報（個人情報であるものに限る。）、仮名加工情報である個人データ及び仮名加
工情報である保有個人データに適用がない規定（法35条の２第９項）

以下の規定は、仮名加工情報（個人情報であるものに限る。）、仮名加工情報である
個人データ及び仮名加工情報である保有個人データには適用されない。

第15条第２項（利用目的の変更の範囲）
第22条の２（漏えい等の報告等）
第27条（保有個人データに関する事項の公表等）
第28条（開示）
第29条（訂正等）
第30条（利用停止等）
第31条（理由の説明）
第32条（開示等の請求手続等に応じる手続）
第33条（手数料）
第34条（事前の請求）

⇒これらの規定が適用されないことが仮名加工情報とすることのメ
リット
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個人情報でない仮名加工情報の第三者提供の制限（法35条の３第１項）

• 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人
情報であるものを除く。）を第三者に提供してはならない。

• 個人データでない仮名加工情報であるので、法23条１項の適用はないが、仮名加
工情報である個人データの第三者提供の場合（35条の２第６項）の場合の場合と
平仄を合わせて、仮名加工情報の第三者提供の制限をしている。

• 仮名加工情報の原データ（保有個人データ）を本人の同意を得ること等により第三
者に提供することは可能であると考えられる。また、あらかじめ本人の同意を得る
こと等により、仮名加工情報の原データのほか、原データを仮名加工情報としたも
のを、個人データとして、第三者に提供することも可能であると考えられる。（下記
の制度改正大綱の記述参照）

第４節 データ利活用に関する施策の在り方
２．「仮名化情報（仮称）」の創設
〇 また、「仮名化情報（仮称）」は、事業者内部における分析のために用いられることに鑑み、「仮名化情報（仮称）」それ自体を第
三者に提供することは許容しないこととする。その場合であっても、「仮名化情報（仮称）」の作成に用いられた原データ（保有個人
データ）を、本人の同意を得ること等により第三者に提供することは可能である（脚注７）。

（脚注７）あらかじめ本人の同意を得ること等により、原データのほか、原データを仮名化したデータを、（現行法における）個人
データとして、第三者に提供することも可能である。
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個人情報でない仮名加工情報の第三者提供の制限（第三者に該当しない場合）

仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）の提供をする場合に
おいては、以下の各場合は第三者への提供には該当せず、（本人の同意なしに）提供することが
できる。（法35条の３第２項の準用する法23条５項各号）

① 仮名加工情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において仮名加工情報の取
扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該仮名加工情報が提供される場合

② 合併その他の事由による事業の承継に伴って仮名加工情報が提供される場合
③ 仮名加工情報の共同利用の場合

【③仮名加工情報の共同利用】
• 特定の者との間で共同して利用される仮名加工情報が当該特定の者に提供される場合で
あって、以下の事項についてあらかじめ公表している場合。
(i) 特定の者との間で共同して利用される仮名加工情報が当該特定の者に提供する旨
(ii) 共同して利用される仮名加工情報の項目
(iii) 共同して利用する者の範囲
(iv) 利用する者の利用目的
(v) 当該仮名加工情報の管理について責任を有する者の氏名または名称・住所（法人の場合は、その代表

者の氏名）

• 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報の管理について責任を有する者の氏名、名称若
しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に
規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじ
め、その旨について公表しなければならない。（法35条の３第２項の準用する法23条６項）

• 個人データでない仮名加工情報であるので、法23条１項の適用はないが、上記アのとおり、

仮名加工情報である個人データの第三者提供の制限の例外として第三者に該当しない場合
（法35条の２第６項が準用する法23条５項各号）の場合と平仄を合わせて、第三者に該当し
ない場合を規定している。
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個人情報ではない仮名加工情報への個人データに関する規定の準用

個人情報ではない仮名加工情報にも、以下の個人データに関する規定が準用して適
用される。
• 安全管理措置（法20条）：漏えいの防止のみ問題となる（滅失・毀損の防止は問題
とならない）。

• 従業者の監督（法21条）
• 委託先の監督（法22条）
• 苦情の処理（法35条）
• 削除情報等・仮名加工情報の他の情報との照合禁止（法35条の２第７項）
• 仮名加工情報に含まれる情報の流用禁止（法35条の２第８項）

個人情報ではない仮名加工情報については、目的外利用の禁止の適用はなく、また、
仮名加工情報取扱事業者は、個人情報ではない仮名加工情報を取得するにあたって
の利用目的の公表等をする必要はないものと考えられる。

個人情報ではない仮名加工情報であるので、保有個人データに関する規律（法27条
から法34条まで）の適用はない。



135

『個人情報（個人データ）である仮名加工情報』と『個人情報でない仮名加工情報』

個人情報（個人データ）である仮名加工情報 個人情報でない仮名加工情報

利用目的の特定（法15条） 法15条１項（利用目的の特定）は適用あり
法15条２項（利用目的の範囲の変更）は適用なし（法35条の２第９項）

準用なし

目的外利用の禁止（法16条） 適用あり（法35条の２第３項の準用する法16条）
➡本人の同意があっても目的外利用不可

準用なし

取得に際しての利用目的の公表等（法18条） 取得に際しての利用目的の公表（法35条の２第４項の準用する法18条）：公
表のみ

準用なし

データ内容の正確性の確保等（法19条）
：消去の努力義務

法19条は適用なし：
仮名加工情報である個人データ及び削除情報等の消去の努力義務（法35
条の２第５項）

準用なし

安全管理措置（法20条） 適用あり 準用あり（法35条の３第３項の準用
する法20条）：漏えいのみ対象

従業者の監督（法21条） 適用あり 準用あり（法35条の３第３項の準用
する法21条）

委託先の監督（法22条） 適用あり 準用あり（法35条の３第３項の準用
する法22条）

漏えい等の報告等（法22条の２） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

第三者提供の制限（法23条）
外国にある第三者への提供の制限（法24条）

・法令に基づく場合のみ提供可（法35条の３第１項）
・第三者に該当しない場合（法35条の３第２項の準用する法23条５項・６項）

・法令に基づく場合（法35条の３第１
項）
・第三者に該当しない場合（法35条
の３第２項）

第三者提供に係る記録の作成等（法25条） 第三者提供に係る記録の作成等（法35条の２第６項が準用する法25条１項） 準用なし

第三者提供を受ける際の確認等（法26条） 仮名加工情報である個人データの第三者提供を受ける際の確認等（法35条
の２第６項が準用する法26条１項）

準用なし

保有個人データに関する事項の公表等（法27条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

開示（法28条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

訂正等（法29条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

利用停止等（法30条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

理由の説明（法31条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

開示等の請求手続等に応じる手続（法32条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

手数料（法33条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし

事前の請求（法34条） 適用なし（法35条の２第９項） 準用なし
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『個人情報（個人データ）である仮名加工情報』と『個人情報でない仮名加工情報』

個人情報（個人データ）である仮名加工情報 個人情報でない仮名加工情報

仮名加工情報（法２条９項各号） 適用あり 適用あり

仮名加工情報データベース等（法２条10項） 適用あり 適用あり

仮名加工情報取扱事業者（法２条10項） 適用あり 適用あり

仮名加工情報の加工方法・加工基準（法35条の２
第１項）

適用あり 適用あり

削除情報等の安全管理措置（法35条の２第２項） 適用あり 適用あり

他の情報との照合禁止（法35条の２第７項） 適用あり 準用あり（法35条の３第３項）

仮名加工情報に含まれる情報の流用（法35条の２
第８項）

適用あり 準用あり（法35条の３第３項）
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域外適用・外国にある第三者への個人データの提供
制限の強化
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域外適用に関する改正

• ＧＤＰＲのような代理人の設置義務は求められていない。

• 日本国内にある者に係る個人情報、個人関連情報、仮名加工情報又は
匿名加工情報を取り扱う外国の事業者を、罰則によって担保された報告
徴収及び命令の対象とする。

• 事業者が命令に従わなかった場合には、その旨を個人情報保護委員会
が公表できることとする。

• 個人情報保護委員会による外国の事業者に対する立入検査を可能とす
る。

• 外国主権との関係から、他国の同意がない限り、他国領域内における公
権力の行使はできないため、必要に応じて、外国当局との執行協力を
行っていく。

• 内外の事業者に対して実効的に権限を行使し、かつ、適正手続を担保す
るため、領事送達・公示送達等の送達に関する手続を具体化している。
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GDPRの域外適用

 EU一般データ保護規則は、以下の（a）または(b)に関連して、EU 域内に拠
点のない管理者または処理者によるEU 在住のデータ主体の個人データ
の処理に適用される。（規則３条２項）
(a) EU 在住のデータ主体に対する商品・サービスの提供に関する処理。
＊ウェブサイトにおいて、１つのEU加盟国で用いられる言語または通貨を
利用して、商品・サービスの提供を行っている場合が該当する。（例：フラ
ンス語＋ユーロ）

＊単に管理者や処理者のウェブサイト、電子メールでアクセスできるだけ
では該当しない。

(b) EU 域内で行われるデータ主体の行動の監視に関する処理。

たとえば、日本国内の旅館が、EU域内所在者向けにインターネット上で、
EU言語（英語・フランス語など）で宿泊サービスというサービスを提供して
いる場合で、インターネット経由で個人データ（住所・氏名・クレジットカード
番号など）を登録してもらう場合には、GDPR上の管理者としての義務を負
う。
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域外適用の規定（７５条）：改正前後

〇第75条（適用範囲）・改正前後

【改正後】
第75条 この法律は、個人情報取扱事業者等（※）が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に
関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情
報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱
う場合についても、適用する。
（※）「個人情報取扱事業者等」とは、個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、仮名加工情報
取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者をいう（法40条１項）。

• 個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者等」が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に
関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関
連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国におい
て取り扱う場合についても、適用する（法75条）。

• 「個人情報取扱事業者等」とは、個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、仮名加工情
報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者をいう（法40条１項）。

• 本規定は、平成27年改正で設けられたが、今回の改正により、外国にある「個人関連情報取扱事
業者」および「仮名加工情報取扱事業者」に関する規律についても域外適用されることになる。

【改正前】
第75条 第15条、第16条、第18条（第２項を除く。）、第19条から第25条まで、第27条から第36条まで、
第41条、第42条第１項、第43条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関
連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報
又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。
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報告及び立入検査（法40条１項）・（３）命令違反の公表（法42条４項）

１ 報告及び立入検査（法40条１項）（改正）

個人情報保護委員会は、前三節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、「個人情報
取扱事業者等」その他の関係者に対し、個人情報、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工
情報（以下「個人情報等」という。）の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は
その職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入
らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることが
できる。

改正法により、（外国にある者も含め）「個人関連情報取扱事業者」および「仮名加工情報取扱
事業者」による「個人関連情報」および「仮名加工情報」の取扱いも報告・立入検査の対象となる。

また、「その他関係者」に対して報告・資料の提出を求め、「その他の関係者の事務所」も立入
検査の対象となる。

「その他の関係者」には個人情報取扱事業者である外国事業者の役職員が含まれ、「その他
の関係者の事務所」には個人情報取扱事業者である外国事業者の国外の本支店が含まれるも
のと考えられる。制度改正大綱では、個人情報保護委員会による外国の事業者に対する立入
検査を可能とするとされているところである。

２ 命令違反の公表（法42条４項）（新設）
個人情報保護委員会は、法42条２項または３項の規定による命令をした場合において、その命

令を受けた個人情報取扱事業者等（個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、仮名加
工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者）がその命令に違反したときは、その旨を公表
することができる。
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送達等の規定の整備等

１ 送達等の規定の整備（法58条の２から法58条の５まで）
内外の個人情報取扱事業者等に対して実効的に権限を行使し、かつ、適正
手続を担保するため、領事送達・公示送達等の送達に関する手続が規定さ
れた。
• 第58条の２（送達すべき書類）
• 第58条の３（送達に関する民事訴訟法の準用）
• 第58条の４（公示送達）
• 第58条の５（電子情報処理組織の使用）

２ 国際約束の誠実な履行等（法78条の２）（新設）
個人情報保護法の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際
約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際
法規を遵守しなければならない。
制度改正大綱では、外国主権との関係から、他国の同意がない限り、他国
領域内における公権力の行使はできないため、必要に応じて、外国当局との
執行協力を行っていくとされていることに鑑みて置かれた規定であると考えら
れる。
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外国にある第三者への個人データの提供制限（改正条文）

（外国にある第三者への提供の制限）
第24条 個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下
同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個
人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定
めるものを除く。以下この条及び第26条の２第１項第２号において同じ。）にある第
三者（個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講
ずべきこととされている措置に相当する措置（第３項において「相当措置」という。）を
継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に
適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同
じ。）に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければなら
ない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個
人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置
その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

３ 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（第１項に規定する体制
を整備している者に限る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定め
るところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要
な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該
本人に提供しなければならない。



外国にある第三者への提供

本邦の域外にある国・地域の第三者
（個人情報取扱事業者に該当する者を除く）（※１）への提供か

（※１）同一法人の海外支店
や駐在員事務所は「第三者」
に該当しない。

Yes

保護法23条適用（※２）個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にある外国として個
人情報保護委員会規則で定める国・地域の第三者への提供か

保護法23条適用（※２） 個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相
当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める
基準に適合する体制を整備している者の提供か

保護法23条適用（※２） 保護法23条1項各号に該当するか

No

Yes

Yes No

Yes

第三者提供可

No

外国の第三者への提供につ
いての本人の同意があるか

Yes

第三者提供可

No

第三者提供不可

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

EU加盟国・英国が指定

No

本人の求めに応じて当該必要な措置に
関する情報を当該本人に提供しなけれ
ばならない。 当該外国における個人情報の保護に関

する制度、当該第三者が講ずる個人情
報の保護のための措置その他当該本人
に参考となるべき情報を当該本人に提
供しなければならない。
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現行法：外国にある第三者への提供を認める旨の同意

• 法24条１項は、「あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意

がある場合」は、個人情報取扱事業者は外国にある第三者に対して個人データを
提供することができる。法23条１項の「本人の同意」がある場合でも、「外国にある

第三者への提供を認める旨の本人の同意」がなければ外国にある第三者には個
人データを移転することはできない。

• 「外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」を取得する際には、事業
の性質及び個人データの処理状況に応じ、当該本人が当該同意に係る判断を行う
ために必要と考えられる適切かつ合理的な方法によらなければならない。この方
法には、提供先の国または地域名（例：米国、EU 加盟国）を個別に示す方法、「実

質的に本人からみて提供先の国名等を特定できる方法」、「国名等を特定する代わ
りに外国にある第三者に提供する場面を具体的に特定する方法」などが含まれ得
る。（『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」および「個人データ
の漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ』（以下「個
人情報保護法ガイドラインＱ＆Ａ」という。）９－２）

• 「実質的に本人からみて提供先の国名等を特定できる方法」とは、本人がサービス
を受ける際に実質的に本人自身が個人データの提供先が所在する国等を決めて
いる場合を指す。例えば、本人が日本の旅行会社に外国旅行を申し込んだ場合に、
当該旅行会社が当該国の宿泊先に当該本人の情報を提供することは、当該国の
記載がなくても、実質的に本人からみて提供先の国名を特定できるものと考えられ
る。（個人情報保護法ガイドラインＱ＆Ａ９－３）
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現行法：個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制整備

 個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける
者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法
第四章第一節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること（規則11条
１号）

「適切かつ合理的な方法」（GL（外国第三者提供編）3-1）
事例1）外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合

提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等
事例2）同一の企業グループ内で個人データを移転する場合

提供元及び提供先に共通して適用される内規、プライバシーポリシー等
「法第四章第１節の規定の趣旨に沿った措置」（GL（外国第三者提供編）3-1）
次頁以下参照。

 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基
づく認定を受けていること（規則11条２号）

提供先の外国にある第三者が、APECの越境プライバシールール（CBPR）システム
の認証を得ていることが該当する。
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現行法：法第４条第１節の規定の趣旨に沿った措置

法第４条第１節の規定の趣旨に沿った措置 日本にある個人情報取扱事業者が、
外国にある事業者に顧客データの入
力業務を委託する場合

日本にある個人情報取扱事業者が、外国
にある親会社に従業員情報を提供する場
合

第15条 利用目的の特定 委託契約において、外国にある事業
者による利用目的を特定する。

就業規則等において利用目的を特定する。

第16条 利用目的による制限 委託契約において、委託の内容として、
外国にある事業者による利用目的の
範囲内での事務処理を規定する。

従業員情報を就業規則において特定され
た利用目的の範囲内で利用する。なお、
利用目的の範囲を超える場合には、当該
従業員の同意を得る必要があるが、その
場合、日本にある個人情報取扱事業者が
同意を取得することも認められるものと解
される。

第17条 適正な取得 外国にある事業者が委託契約に基づ
いて適切に個人データを取得している
ことが自明であれば、不正の手段によ
る取得ではない。

外国にある親会社が内規等に基づいて適
切に個人データを取得していることが自明
であれば、不正の手段による取得ではな
い。

第18条 取得に際しての利用目的の
通知等

日本にある個人情報取扱事業者から
顧客に対して利用目的の通知等をす
る。

日本にある個人情報取扱事業者が従業員
に対して利用目的の通知等をする。

第19条 データ内容の正確性の確
保等

委託契約によりデータ内容の正確性
の確保等について規定するか、又は、
データ内容の正確性の確保等に係る
責任を個人データの提供元たる個人
情報取扱事業者が負うことになる。

日本にある個人情報取扱事業者を通じて
従業員情報の正確性を確保する。

第20条 安全管理措置 委託契約により外国にある事業者が
安全管理措置を講ずる旨を規定する。
GL（通則編）「（別添）講ずべき安全管
理措置の内容」を参照。
➡LINEがこの対応ができていたか
が問題

内規等により外国にある親会社が安全管
理措置を講ずる旨を規定する。

第21条 従業者の監督 委託契約により外国にある事業者の
従業者の監督に係る措置を規定する。

内規等により外国にある親会社の従業者
の監督に係る措置を規定する。



148

現行法：法第４条第１節の規定の趣旨に沿った措置

法第４条第１節の規定の趣旨に沿った措置 日本にある個人情報取扱事業者が、
外国にある事業者に顧客データの入
力業務を委託する場合

日本にある個人情報取扱事業者が、外国
にある親会社に従業員情報を提供する場
合

第22条 委託先の監督 委託契約により外国にある事業者の
再委託先の監督に係る措置を規定す
る。
①適切な委託先の選定
②委託契約の締結

③委託先における個人データ取扱状
況の把握

内規等により外国にある親会社の再委託
先の監督に係る措置を規定する。

第23条 第三者提供の制限 委託契約により外国にある事業者か
らの個人データの第三者提供を禁止
する。

内規等により外国にある事業者からの個
人データの第三者提供を禁止する。

第24条 外国にある第三者への提
供の制限

委託契約により外国にある事業者か
らの個人データの第三者提供を禁止
する。

外国の事業者から更に外国にある第
三者に個人データの取扱いを再委託
する場合には、法22条の委託先の監
督義務のほか、法第4章第1節の規定

の趣旨に沿った措置の実施を確保す
る。

内規等により外国にある親会社からの個
人データの第三者提供を禁止する。

外国にある親会社から更に他の国にある
子会社等に個人データを移転する場合に
も、内規等により法第4章第1節の規定の
趣旨に沿った措置の実施を確保する。

第27条～第33
条、第35条

保有個人データに関する事
項の公表等、開示、訂正等、
利用停止等、理由の説明、
開示等の請求等に応じる手
続、手数料、苦情の処理

提供する個人データが外国にある事
業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、委
託元が保有個人データに関する事項
の公表等、開示、訂正等、利用停止等、
理由の説明、開示等の請求等に応じ
る手続、手数料、苦情の処理に係る義
務を履行することについて明確にする。

なお、提供する個人データが外国にあ
る事業者にとって「保有個人データ」に
該当しない場合には、結果として「措
置」としての対応は不要である。

内規等により、日本にある個人情報取扱
事業者が保有個人データに関する事項の
公表等、開示、訂正等、利用停止等、理由
の説明、開示等の請求等に応じる手続、
手数料、苦情の処理に係る義務を履行す
ることについて明確にする。
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個人情報保護委員会規則で定めることになる事項

出所：個人情報保護委員会資料
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改正24条２項・３項の趣旨（第157回個人情報保護委員会資料）

〇改正24条２項
『個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員
会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三
者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供し
なければならない。』
（趣旨）
改正法第24条第２項の趣旨は、移転先の外国における個人情報の保護に関する制度や移転先の第
三者による個人情報の取扱いを含む移転先の状況の多様性等に起因する、個人データの越境移転に
伴うリスクについて、本人の予測可能性を高めることにある。
（個人情報保護委員会規則で定める内容）
①同意取得時に本人に提供すべき情報

〇改正24条３項
個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（第１項に規定する体制を整備している者に
限る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当
措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な
措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
（趣旨）
改正法第24条第3項の趣旨は、個人データの越境移転後において、移転先の第三者による相当措置
の継続的な実施を確保するとともに、本人が自己の個人データの移転先の第三者における相当措置
の実施状況について把握できるようにすることにある。
（個人情報保護委員会規則で定める内容）
①移転元の事業者が講ずべき「必要な措置」
②本人の求めに応じて提供すべき「必要な措置に関する情報」
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同意取得時の情報提供（改正24条２項）に関する基本的な考え方（個人情報保護委員会）

• 改正法においては、「当該外国における個人情報の保護に関する制度」、
「当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置」、「その他当該本人
に参考となるべき情報」を個人データの越境移転に係る同意取得時に本
人に提供すべき情報としている。

• 本人の予測可能性の向上という制度趣旨を踏まえると、提供すべき情報
は、自己の個人データの越境移転に伴うリスクについて本人が適切に認
識できるものである必要がある。

• 情報提供義務がその制度趣旨を超えて事業者の過度の負担とならないよ
う配意する必要がある。

• 以上を踏まえ、同意取得時に本人への提供を義務付ける情報の内容・粒
度は、本人が自己の個人データの越境移転に伴うリスクを認識できる範
囲のものとする。
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同意取得時の情報提供（改正24条２項）に関する個人情報保護委員会規則の方向性

①当該外国における個人情報の保護に関する制度
• 事業者が「適切かつ合理的な方法」により一般的な注意力をもって調査・確認を行って得た情報を

提供すれば足りるという方向で検討

※個人情報保護委員会においても、外国の個人情報の保護に関する制度を調査した上で、事業者
の参考になる一定の情報を取りまとめて公表することを予定。

②当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置
• 提供すべき情報は、個人データの取扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措

置との間の本質的な差異を認識できるようにする方向で、委員会規則においては、「当該第三者が
講ずる個人情報の保護のための措置」について情報提供を求める旨を定めた上で、提供すべき情
報の内容については、ガイドラインにおいて、適切な内容・粒度を示す。

③その他当該本人に参考となるべき情報
• 委員会規則において、「その他当該本人に参考となるべき情報」として、移転先の第三者が所在す

る外国の名称の提供を求める。

※「当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置」に関する情報提供の例
移転先の第三者において、個人データの取扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる
措置の一部（例：利用目的の通知・公表）を講じていない場合
「提供先は、利用目的の通知・公表を行っていないものの、それ以外の点については、個人データの取
扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措置と同水準の措置を講じています。」

※ 「適切かつ合理的な方法」の例：
移転先の第三者に照会することや、我が国又は外国の行政機関等が公表している情報を参照すること
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同意取得時の情報提供（改正24条２項）に移転先が特定できない場合等の取扱い

 同意取得時に移転先の外国が特定できない場合や、同意取得時に第三者が講
ずる個人情報の保護のための措置についての情報提供が困難な場合は、その旨
及びその理由について情報提供を求める。

➡同意取得時に移転先の外国が特定できない場合や、同意取得時に第三者が講
ずる個人情報の保護のための措置についての情報提供が困難な場合でも、そ
の旨及びその理由についての情報提供がなされることで、本人は、自己の個人
データの越境移転について一定のリスクが存在することを認識できる。

 移転先の外国が特定できないとしても、移転先の外国の名称に代わる本人に参
考となるべき情報（例：移転先の外国の範囲）の情報提供ができる場合には、当
該情報の提供を求める。

➡同意取得時に移転先の外国が特定できないものの、移転先の外国の範囲は定
まっている場合、当該範囲についての情報提供がなされれば、本人のリスク認
識に資する。

 本人のリスク認識の観点からは、事後的に移転先の外国が特定できた場合や、第
三者が講ずる個人情報の保護のための措置についての情報提供が可能となった
場合には、本人の求めに応じて情報提供を行うことが望ましい。
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改正法：外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供（改正規則11条の３）

１．提供すべき事項
（１）原則（改正法24条２項、改正規則11条の３第２項）
① 当該外国の名称
② 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度

に関する情報
③ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

（２）提供する当該外国の名称を特定できない場合（改正規則11条の３第３項）
個人情報取扱事業者は、法24条１項の規定による本人の同意を得ようとする時点において、上
記①（当該外国の名称）が特定できない場合には、上記①・②に定める事項に代えて、次に掲
げる事項について情報提供しなければならない。
① 当該外国の名称が特定できない旨およびその理由
② 当該外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
（３）提供する第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を提供できない場合
（改正規則11条の３第４項）
個人情報取扱事業者は、法24条１項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、上
記１③に定める事項について情報提供できない場合には、同事項に代えて、その旨及びその理
由について情報提供しなければならない。

２．提供方法（改正規則11条の３第１項）
• 電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法
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「必要な措置」（改正24条３項）の基本的な考え方

 現行法上、外国にある第三者が基準適合体制（法に基づき個人データの
取扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措置と同等
の措置を継続的に講ずるために必要なものとして委員会規則で定める基
準に適合する体制）を整備している場合、越境移転に関する本人同意を
得ることなく、当該第三者に対して個人データを提供することが許容され
ている。

 改正法では、移転先の第三者が基準適合体制を整備していることを根拠
に、個人データの越境移転を行った場合、移転元の事業者は、移転先の
第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を
講じなければならないとしている。

 これは、本人の権利利益の保護の観点から、個人データの越境移転後に
おいても、移転元の事業者に、移転先の第三者による個人データの適正
な取扱いを継続的に確保する責務があることを明確化するものである。
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移転元の事業者が講ずべき「必要な措置」（改正24条３項）の委員会規則の方向性

１．定期的な確認の実施
 移転元の事業者が講ずべき「必要な措置」として、

• 移転先の第三者による相当措置の実施状況

• 移転先の第三者の所在する外国における相当措置の実施に影響を及ぼすおそ
れのある制度の有無

を定期的に確認することを求める。

 定期的な確認の頻度については、移転元と移転先との関係が様々であることや事
業者の負担等を踏まえ、ガイドラインにおいて、例えば、年1回程度といった目安を
示す。

２．支障時の対応

 移転先の第三者による相当措置の実施に支障が生じた場合には、当該支障の解
消のために必要かつ適切な措置を講ずることとともに、当該第三者による相当措
置の継続的な実施の確保が困難になった場合は、当該第三者に対する個人デー
タの提供を停止することを求める。

※「必要かつ適切な措置」としては、例えば、移転先の第三者との間で委託契約を
締結している場合で、移転先の第三者が契約上の義務に違反して個人データを
取り扱っている場合に、これを是正するよう要請すること等が考えられる。
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「必要な措置に関する情報」（改正24条３項）の基本的な考え方

改正24条３項では、移転元の事業者に対して、本人の求めに応じて、「必
要な措置に関する情報」の提供を求めることとしている。

この趣旨は、本人が移転先の第三者における自己の個人データの取扱状
況について把握できるようにすることで、必要な場合に、本人が自己の権
利利益を保護するための措置を講じられるようにすることにある。

 したがって、「必要な措置」の内容のうち、移転先の第三者における自己の
個人データの取扱状況について把握できるようにする観点から、以下の情
報の提供を求める。
✓定期的に実施する確認の対象、頻度及び方法
✓移転先の第三者による相当措置の実施に関する支障及び当該支障へ
の対応等
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「必要な措置に関する情報」（改正24条３項）の個人情報保護委員会規則の方向性

１．定期的に実施する確認の対象、頻度及び方法
 確認の対象に関する情報として、以下の情報の提供を求める。
➢ 移転先の第三者による相当措置の実施状況を確認する観点

• 基準適合体制の整備の方法（例：移転先との間の契約、移転元と移転先に共通
して適用される内規・プライバシーポリシー等）

• 基準適合体制に基づいて第三者が講ずる相当措置の概要

➢ 移転先の第三者の所在する外国における相当措置の実施に影響を及ぼすおそれ
のある制度の有無を確認する観点
• 移転先の第三者が所在する外国の名称

• 当該外国における相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及
び概要

 確認の頻度及び方法に関する情報として、以下の情報の提供を求める。
• 移転元の事業者が上記の確認を行う頻度及び方法

２．移転先の第三者による相当措置の実施に支障が生じた場合の対応等

➢ 移転先の第三者による相当措置の実施に支障が生じた場合の対応等に関する情
報として、以下の情報の提供を求める。
• 移転先の第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
• 当該支障に対して移転元の事業者が講じた措置の概要
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改正法：外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（改正法24条３
項、改正規則11条の４）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（改正規則11条の４第１
項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外
国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。

②当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたとき（※）は、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当
該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき（※）は、個人データの当該第三者への提供を停止
すること。

２．提供方法（改正規則11条の４第２項）
電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法による。
３．本人の求めによる情報提供（改正規則11条の４第３項）
個人情報取扱事業者は、法24条３項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事
項について情報提供しなければならない。
① 当該第三者による相当措置（法24条１項に規定する体制）の整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 定期的な確認の頻度及び方法
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ 上記⑥の支障に関して上記１②により当該個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要
４．本人の求めによる情報提供をしない決定（改正規則11条の４第３項ただし書、４項）
• 個人情報取扱事業者は、情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい

支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
• 個人情報取扱事業者は、法24条３項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨

の決定をした場合は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
• 本人から求められた情報の全部又は一部について提供しない旨を通知する場合には、本人に対し、その

理由を説明するよう努めなければならない。

※LINE問題を受けて本人の求めがない場合でも、個人情報保護委員会のガイドラインやQ&Aでプライバシーポリシー等で委託先の
外国名などの開示が求められていく可能性がある。
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支障が生じたとき・相当措置の実施が困難となったとき（規則11条の４第１項２号）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（改正規則
11条の４第１項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれ
のある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認
すること。

②当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたとき（※）は、必要かつ適切な措置を講ずる
とともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき（※）は、個人データの当該
第三者への提供を停止すること。

 「支障が生じたとき」とは、例えば、提供元の事業者と提供先の第三者との間で契約を締結す
ることにより、当該第三者の基準適合体制（法第４章第１節の規定により個人情報取扱事業
者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとし
て個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制）を担保している場合において、当
該第三者が当該契約の一部に違反して個人データを取り扱っているような場合等が考えられ
る。（パブコメ回答（概要）35番）

 「相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき」とは、例えば、上記の場合において、
当該第三者に是正を求めたにもかかわらず、当該第三者がこれに従わない等により、法第４
章第１節の規定の趣旨に沿った措置の継続的な実施の確保が困難となった場合等が考えら
れる。（パブコメ回答（概要）35番）
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業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合（規則11条の４第３項）

個人情報取扱事業者は、「個人情報取扱事業者は、情報提供することにより
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ
れがある場合」は、その全部又は一部を提供しないことができる（規則11条
の４第３項）。

「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ
れがある場合」（本規則案第 11 条の４第３項ただし書）とは、例えば、同一
の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し情報提供の求
めがあり、事実上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ対応業
務が立ち行かなくなる場合等が考えられるが、具体例等については、ガイド
ライン等で示される。（パブコメ回答（概要）37番）
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「必要な措置に関する情報」の具体例

（A国に所在する第三者に対する委託に伴う個人データの提供の場合）

 基準適合体制の整備の方法：
移転先との間の委託契約

 移転先が講ずる相当措置の概要：

委託契約において、特定した利用目的の範囲内で個人データを取り扱う旨、必要
かつ適切な安全管理措置を講ずる旨、従業者に対する必要かつ適切な監督を行う
旨、再委託の禁止、個人データの第三者提供の禁止等を定めている

 移転先が所在する外国の名称：
A国

 移転先による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度：

特段の制限なく、政府による民間事業者が保有する個人情報へのアクセスが認め
られている

 確認の頻度及び方法：
毎年、移転先から書面による報告を受ける形で確認している

 移転先による相当措置の実施に支障が生じた場合の対応等：

移転先が、契約上の義務を遵守せず、相当措置の継続的な実施の確保が困難で
あるため、個人データの提供を停止した
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外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する施行期日・経過措置

• 公布の日から起算して２年を超えない範囲内で政令で定める日（附則１条本文）

• 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個
人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置
その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。（改
正法24条２項）
➡個人情報取扱事業者が施行日前に法24条１項の規定により本人の同意を得る
場合に適用する。（附則４条１項）

• 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（法24条１項に規定する

体制を整備している者に限る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で
定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するため
に必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情
報を当該本人に提供しなければならない。（改正法24条３項）

➡個人情報取扱事業者が施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある
第三者に提供した場合について適用する。（附則４条２項）
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クラウドサーバ特例（パブコメ回答）

パブコメ回答（概要）32番

なお、外国の事業者が運営するクラウドサービスを利用する場合であっても、
当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わないこととなってい
る場合には、外国にある第三者への提供（法第 24 条）に該当しません（Ｑ＆
Ａ５-33、９-５、９-６参照）。この点は、改正後の法第 24 条第１項においても
同様です。
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LINE問題に対する弊職の見解：個人情報保護法違反ではない
➢ LINEの海外の開発業務・モニタリング業務の委託先は、個人データの取扱いの委託に該当する。
（クラウドサーバ特例は適用されない場面）

➢ 個人情報保護法24条の「個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置
を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する
体制」（「個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制」）を講ずることを要する（個人
情報保護法22条の委託先の監督の規定も適用あり。）。

➢ 「個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制」が備わっている場合には、個人情報
保護法23条５項１号の「個人データの取扱いの委託」に該当し、「第三者」への提供ではなく、本
人の同意なく個人データの提供が認められる。

➢ これに対して、「個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制」が備わっていない場
合は、個人情報保護法24条の「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると
認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で
定めるもの」（EU加盟国・英国のみ現在は指定）に該当しない限り、ユーザー（個人）から同条の
「外国にある第三者に提供する旨の事前の同意」（移転先の国・地域も明示する必要があると解
されている。）を取得する必要がある。

➢ LINE Digital Technology (Shanghai) Limited（大連）に国内の情報に対するアクセス権限が
あったことだけをもってして、個人情報保護法24条の「個人情報保護委員会規則で定める基準
に適合する体制」を整備していなかったとまでは言えないのではないか。また、必要ないアクセス
権限があったとしても、直ちに個人情報保護法22条の委託先の監督違反とまでは言えないので
はないか。したがって、個人情報保護法違反は認められないと考えられる。

➢ 個人情報保護法上、委託先企業の所在国をプライバシーポリシーなどで明示することは求めら
れていない。

➢ 改正個人情報保護法により、本人の求めにより委託先の国やその国における個人情報の法制
などの情報を提供することが求められることになる。

➢ データガバナンスの観点からは、政府から個人データの強制開示を求められる国・地域の事業
者への個人データの取扱いの委託は速やかに解消すべき。
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報道で指摘されている問題点

➢ LINEはシステム開発や管理業務をグループ内外の企業に委託している。各社に

は作業に応じて情報アクセス権を与えるが、本来は慎重に判断しなければならな
い中国企業にまで閲覧権が渡っていた。（日経新聞2020年３月21日社説）

➢ 中国側では利用者の氏名、電話番号のほか、投稿や写真の一部も見ることができ
たという。LINEはこうした詳細を規約に明記しておらず、説明や管理体制に不備が
あったのは明らかだろう。（日経新聞2020年３月21日社説）

➢ （中国では）2017年には国家情報法を施行し、民間企業や個人にも情報活動への
協力を義務づけた。LINEからすれば委託先であり、監督が行き届いていなかった

のだろう。しかしだからといって責任逃れはできない。国家による民間データ利用の
懸念がどこまでも残るのが中国である。（日経新聞2020年３月21日社説）

➢ データを適切に管理する「データガバナンス」の基準では、個人情報などの重要
データは国内のみで管理運用するのが鉄則とされる。これに対し、LINEは動画や
決済情報を韓国のサーバーに保管していることも明らかにした。（日経新聞2020年
３月21日社説）

➢ LINEは中国の関連会社の従業員4人が国内にサーバーがある利用者データにア
クセスできる状態にしていた。個人情報保護委の福浦裕介事務局長は3月19日の
衆院内閣委員会で、中国の4人が日本国内のサーバーに計32回アクセスしたと説

明した。「中国共産党から情報提供を求められたことはなく自ら提出したことはない
と説明を受けている」と述べた。（日経新聞2020年３月19日）
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通則編ガイドラインで求められる技術的安全管理措置

講じなければならない措置 手法の例示

（１）アクセス制御

担当者及び取り扱う個人情報データ
ベース等の範囲を限定するために、適
切なアクセス制御を行わなければなら
ない。

• 個人情報データベース等を取り扱うことのできる情報システムを限定する。

• 情報システムによってアクセスすることのできる個人情報データベース等を限定
する。

• ユーザーIDに付与するアクセス権により、個人情報データベース等を取り扱う情
報システムを使用できる従業者を限定する。

（2）アクセス者の識別と認証

個人データを取り扱う情報システムを
使用する従業者が正当なアクセス権を
有する者であることを、識別した結果に
基づき認証しなければならない。

（情報システムを使用する従業者の識別・認証手法の例）
• ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等

（3）外部からの不正アクセス等の防止

個人データを取り扱う情報システムを
外部からの不正アクセス又は不正ソフ
トウェアから保護する仕組みを導入し、
適切に運用しなければならない。

• 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し、
不正アクセスを遮断する。

• 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等（ウイルス対策ソフト
ウェア等）を導入し、不正ソフトウェアの有無を確認する。

• 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフ
トウェア等を最新状態とする。

• ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する。

（4）情報システムの使用に伴う漏えい
等の防止

情報システムの使用に伴う個人データ
の漏えい等を防止するための措置を
講じ、適切に運用しなければならない。

• 情報システムの設計時に安全性を確保し、継続的に見直す（情報システムのぜ
い弱性を突いた攻撃への対策を講ずることも含む。）。

• 個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する。
• 移送する個人データについて、パスワード等による保護を行う。

LINEの中国現地法人において上記の技術的安全管理措置が講じられている場合には、「法第４条第１
節の規定の趣旨に沿った措置」を講じていたと考えられる。
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個人情報保護委員会による2021年３月26日時点での確認状況

○法第２２条及び第２４条の遵守状況について

➢ 法第２２条（委託先の監督）及び第２４条（外国にある第三者への提供制限）の遵守
状況について、いずれも、期日までに提出された資料のみでは十分な検証ができ
なかった。このため、LINE 社に対し、必要な資料を随時求めながら精査を継続し
ている。

○ 中国に所在する委託先事業者からの日本ユーザーの個人情報へのアクセスの遮
断について
➢ 中国に所在する委託先事業者からの日本ユーザーの個人情報へのアクセスは本

年３月２３日までに遮断した旨の報告を受けた。現状の適法性を評価する上での重
要性に鑑み、現に、アクセスが遮断されていることの検証を行っている。

○ 個人情報の取扱いに関する今後の方針について
➢ LINE 社から同社の今後の個人情報の取扱いに関する今後の方針として報告があ
り、また同社が公表している「LINE のグローバルデータガバナンスの現状と今後
の方針について」（https://d.line-scdn.net/stf/linecorp/ja/pr/20210323_LINE.pdf）
で示された施策の実施状況について注視していく。

（主な施策）
• トークデータの完全国内移転
• ユーザー向けプライバシーポリシーの改訂
• データ・セキュリティのガバナンス体制と情報保護の強化
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自民党ルール形成戦略議員連盟の甘利会長の見解

甘利氏の発言の主なポイント

データの安全な移転で法整備が必要

移転先の保護レベルを見て是非判断

データ管理ルールで日米欧の連携

中国の委託先企業の調査を各省に指示

重要項目が分かりやすい指針の策定

データローカライゼーションの方向には行かないものの、データガバナンスの
観点から、移転先の明示・制限が法改正で求められていく可能性がある。

出所：日本経済新聞『甘利氏「データ国外移転を厳格に」』2021年３月26日参照



171

LINEによるデータ管理のポイント①

2021年３月17日『ユーザーの個人情報に関する一部報道について』の概要
１．総論
➢ 「LINE」に対して外部からの不正アクセスや情報漏えいが発生したという
ことはない。ユーザーの「LINE」でのトークテキストやプライバシー性の高
い個人情報（名前・電話番号・メールアドレス・LINE ID・トークテキストなど、
それひとつでユーザー個人を特定できるもの、または金銭的被害が発生
する可能性があるもの）は、原則として日本国内のサーバーで安全に管理
している。

➢ 「LINE」の日本国内ユーザーの一部の個人情報に関して、LINEのグロー
バル拠点から日々の開発・運営業務上の必要性からアクセスを行ってい
ることについて、ユーザーへの説明が十分でなかった。

【まとめ】
• 「LINE」に対して外部からの不正アクセスや情報漏えいが発生したことは
ない。

• 個人情報は、原則として日本国内のサーバで安全管理
• LINEのグローバル拠点からの日々の開発・運営業務上の必要性からの
アクセスについてユーザーえの説明が十分でなかった。

https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3675
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LINEによるデータ管理のポイント②

２．国内ユーザのデータ管理
（１）日本のデータセンターで保管されているデータ
• ユーザーのトークテキストおよび会員登録情報などプライバシー性の高い
個人情報は日本国内のサーバーで管理されており、日本の法規法令に基
づく当社のデータガバナンス基準に準拠して適切に取り扱っている。
（具体例）
トークテキスト・LINE ID・電話番号・メールアドレス・友だち関係・友だちリ
スト・位置情報・アドレス帳・LINE Profile+（氏名、住所等）、音声通話履歴
（通話内容は保存されません）、LINE内サービスの決済履歴等

（２）韓国のデータセンターで保管されているデータ

• 画像や動画などのデータは、韓国のデータセンターにて適切なセキュリティ体制の
もとで管理が行われている。

（具体例）
画像・動画・Keep・アルバム・ノート・タイムライン・LINE Payの取引情報
（※）（※）氏名・住所など本人確認に必要な情報は国内に保管されている。
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LINEによるデータ管理のポイント③

２．国内ユーザのデータ管理
（３）暗号化（LINE Sealing）の状況
• ユーザー間のトークテキストや通話の内容については暗号化を行っており、
データベースへアクセスするだけではデータの中身を確認することはできない。

• 暗号化は、LINEが開発した「Letter Sealing」というエンドツーエンド暗号化プ
ロトコルを用いて暗号化されている。「Letter Sealing」によって暗号化されたテ
キストは、当社のサーバー管理者であっても閲覧することはできない。「Letter 

Sealing」はデフォルトの設定でオンとなっており、ユーザーが明示的にオフに
しない限り有効。

• トークテキスト・画像・動画データ等に関しては「Letter Sealing」の設定状況に
関わらず、通信経路上で暗号化してサーバーに送信される。

• 画像・動画データについては複数のサーバーにファイルを分散化して保管を
行っている。

• LINEのセキュリティチームがネットワーク上のトラフィックを常時監視し、LINE

の安全性を脅かす可能性のある全ての動きの分析を実施し、即座に必要な
対応を行う。

• 画像・動画を保管するサーバーに関しては、今後の各国の法制度等の環境変
化に合わせて、2021年半ば以降、段階的に国内への移転を行う計画を進め
ている。
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LINEによるデータ管理のポイント④

２．国内ユーザーのデータ管理
（4）LINE暗号化（Letter Sealing）①
➢ LINEクライアントとサーバー間の通信を保護する通信レイヤーの暗号化(LEGY暗号、

HTTPS)に加えて、 対応しているメッセージタイプや通話タイプにおいては Letter Sealing に
よる暗号化が行われている。

➢ Letter Sealing はLINEの開発したエンドツーエンド暗号化(end-to-end encryption, E2EE)

プロトコル。 Letter Sealingが有効化されたメッセージは、LINEクライアント内で予め暗号化
された状態で送信され、LINEサーバー側でも内容を解読することは出来ない。

➢ LINEのメッセンジャー機能で送受信される「テキスト」及び「位置情報」は、①両者のユー
ザーがLetter SealingをONにした状態の１対１のトーク、②全てのユーザーがLetter

SealingをONにした状態の１対nトーク（50人以下）、③全てのユーザーがLetter Sealingを
ONにした状態のグループトーク（50人以下）に適用される。

➢ テキスト、位置情報以外に送受信される画像、動画、ファイル、音声メッセージなどのコンテン
ツは、「LEGY暗号」または HTTPS により通信レイヤーで暗号化されている。「LEGY」とは
LINE Event-Delivery GatewaYの略称で、カスタムで構築されたAPIゲートウェイサーバーを
指す。LEGYは鍵交換と暗号化に標準的な暗号化アルゴリズムを用いている。

➢ 過去、通信レイヤーの暗号化が特定の種類のコンテンツに対し十分に適用されていなかった
が、2017年9月以降は概ね100%の適用率を維持している。

➢ LINEの通話機能において、「音声通話 (1対1通話)」「ビデオ通話 (1対1通話)」は、Letter 

Sealingによってend-to-endで暗号化される。「グループ通話」、「グループビデオ通話」およ
び「LINEミーティング」は、Letter Sealingは適用されないが通信路上の暗号化が適用されて
いる。
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LINEによるデータ管理のポイント⑤
２．国内ユーザーのデータ管理
（4）LINE暗号化（Letter Sealing）②
ア Letter Sealingの適用状況
➢ Letter Sealingが有効化されたメッセージは、LINEクライアント内で予め暗号化された状態で送信され、LINEサーバー側でも

内容を解読することは出来ない。 Letter Sealingは2015年8月よりオプション機能として提供され、2016年中に主要な利用環
境でデフォルトで有効化された。現時点では、Letter Sealingによる暗号化に対応しているメッセージタイプは限定されている。

【Letter Sealingによる保護対象】
• テキストメッセージ (1対1トーク、50人以下の1対nトーク及びグループトーク)

• 位置情報メッセージ (1対1トーク、50人以下の1対nトーク及びグループトーク)

• 音声通話 (1対1通話)

• ビデオ通話 (1対1通話)

※ファイルとして送信された、動画、音声は、現時点ではLetter Sealingの対象外
イ Letter Sealingの例外
➢ 以下のケースではユーザーのコミュニケーションの一部がLINEのサーバーに送られることがある。

• ウェブサイトのプレビュー機能（「PagePoker」）：チャットルーム内でウェブサイトのプレビューを生成するためにURLが
PagePokerサーバーに送信されます。送信されたURLはプレビューを生成する目的のみにおいて利用される。ユーザー
は設定画面からこの機能を無効化することができる。（設定 → トーク → URLプレビュー)

• スパムの通報：ユーザーがスパム行為を通報する場合、スパム行為が疑われるチャットメッセージの一部が調査のため
サーバーに送信される。報告者が同意する場合に限りこのようなメッセージはサーバーに送信される。

ウ Letter Sealingの補足
➢ Letter Sealingによるメッセージの暗号化は、通信を行う双方(グループの場合はグループ参加者全員)のクライアントが

Letter Sealingに対応し、Letter Sealingを有効にしている必要がある。Letter Sealingが無効化されている場合、通信経路上
での暗号化のみが行われる。

エ Forward Secrecyへの対応状況
➢ 一部のLINEの利用環境はForward Secrecy（前方秘匿性） に対応している。もしも一方当事者の秘密鍵が漏洩した場合で

も、漏洩以前に暗号化されたメッセージが保護されることをForward Secrecyは保証する。 現時点では、Forward Secrecy

の性質を持つ暗号化通信は限定されている。
➢ LINEサーバーとの通信暗号化における Forward Secrecy 

(LINEサーバー内の秘密鍵が漏洩した場合の前方秘匿性)

2017年9月◯主要な利用環境において対応（OSやLINEクライアントバージョンによっては非対応）
2016年△部分的に対応（一部の地域、クライアントでのみ対応）
（Letter Sealingにおける Forward Secrecy (ユーザーの端末内の秘密鍵が漏洩した場合の前方秘匿性))

非対応



176

LINEによるデータ管理のポイント⑥

３．国内ユーザのデータへの国外拠点からのアクセス
• 「LINE」は日本を含む世界230以上の国と地域で月間1億8,600万人に使
用されているサービス。LINEは日本、韓国、インドネシア、ベトナム、中国、
タイ、台湾の7カ国に開発および運営拠点を持ち、拠点問わず、LINEグ
ループ内で統一のルール、ガバナンスのもと開発・運営を行っている。

• サービスの開発・提供・運営に関しては、各国の拠点やサービス提供者と
一体となって対応しているため、海外での開発やモニタリングといった処
理が発生することがある。

• 国外のグループ会社の拠点や委託先において、一部の機能や内部ツー
ルの開発およびタイムラインとオープンチャットのモニタリング業務を行っ
ている。

• 各拠点での業務に伴うデータベースへのアクセス権限については、当社
のセキュリティ方針に則り、責任者による承認を経た上で適切な権限付与
を行い、厳格に管理を行っている。

• モニタリングにおいては、ユーザーが「公開」設定で投稿したコンテンツお
よびユーザー自身が「通報」機能を利用して報告を行ったコンテンツのみ
が対象。



177

LINEによるデータ管理のポイント⑦

４．今回の報道において言及されている国外での開発・運用業務
（１）各開発・運用拠点における業務内容
ア 開発業務
• 中国においては、LINEの子会社LINE Plus Corporationの子会社であるLINE Digital 

Technology (Shanghai) Limited（大連）と、NAVER Corporationの中国法人であり、LINE

の業務委託先であるNAVER China（北京）の2拠点で開発業務を行っている。LINE 

Digital Technology (Shanghai) Limited（大連）では、内部ツール、AI機能、LINEアプリ内
から利用できる各種機能の3つの開発業務を行っている。

• 中国拠点で開発しているプログラムに関しては、当社管轄下のサーバー、ネットワーク、
PC端末等を監視し、不正アクセスを検知できる体制をとっている。また、ソフトウェア開発
の過程においては、LINEのセキュリティチームによるソースコードのチェックおよびセキュ
リティテストによって、不正なプログラムの混入を防止する対策を行っている。

• NAVER China（北京）においては、「LINE」の国内ユーザーのデータは取り扱っておらず、
LINEの主要4カ国である日本・台湾・タイ・インドネシア以外のユーザーから「通報」された
トークテキストやLINE公式アカウントおよびタイムラインのコンテンツのモニタリングなどを
実施している。

イ モニタリング業務
• LINEの子会社LINE Fukuokaの外部委託先（大連）において、一部公開コンテンツおよび
ユーザーから「通報」（※）されたトークテキストのモニタリング業務を行っている。

• LINE Fukuokaの外部委託先（大連）においては、タイムライン、オープンチャットのコンテン
ツのモニタリングを実施。当該モニタリング業務は、タイムラインにおいて約1万8千件/日、
オープンチャットにおいては約7万4千件/日の処理を行っている。本業務は、国内大手業務
代行業者のグループ会社の中国現地法人への委託であり、LINE Fukuokaのセキュリティ

チームにてセキュリティ体制の点検を行っている。
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LINEによるデータ管理のポイント⑧

４．今回の報道において言及されている国外での開発・運用業務
（１）各開発・運用拠点における業務内容
「通報」（※）されたトークテキストのモニタリング業務

• ユーザーのトークのやりとりにおいて発生するスパムを始めとする迷惑行
為をLINEが検知するため、ユーザーがトークルーム内から迷惑行為を報
告できるよう「通報」機能を提供している。この機能を利用してユーザーが
通報を行ったテキストに関しては、ユーザーの端末からサーバーにアップ
ロードされ、アカウント停止等の適切な対応判断のため、暗号化されてい
ない平文のテキストデータでのモニタリングを行う。

• ユーザーからの「通報」機能を利用した迷惑行為の報告がない限り、トー
クのテキストのモニタリングは行わない。トーク内でやりとりされる画像や
動画についても同様である。なお、国内ユーザーの通報されたトークのテ
キスト・画像・動画のモニタリングは、LINE Fukuokaにて行う。

• タイムラインとオープンチャットについてはLINE FukuokaのみならずLINE 

Fukuokaの外部委託先（大連）においても行っている。
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LINEによるデータ管理のポイント⑨

４．今回の報道において言及されている国外での開発・運用業務
（２）各開発・運用拠点からのデータアクセスコントロールの強化
➢ LINEでは、国・拠点・職種・業務内容に関わらず、プライバシー性が高いと考えられる情報へ

アクセスするための権限は、必要最小限の範囲にとどめるべきであるとの考えのもと、各社
員からの事前申請を義務付け、責任者の承認を経て発行している。そのうえで、中国での近
年の新法制定や、日本の個人情報保護法の改正等を含む環境変化に合わせた対応、また
経営統合を踏まえて個人情報保護にかかる国際的外部認証の取得を検討していく中で、より
一層セキュリティレベルを高めるための対応として2021年2月から3月にかけて、アクセスコン
トロールの強化を行いました。

➢ 上記の対応においては、LINE Digital Technology (Shanghai) Limitedの一部の開発業務で

アクセスできた以下のデータへのアクセス権限の削除を行った。これらのアクセス権限は、開
発業務においてリリース時の検証または不具合発生時の原因追跡のために、適切に付与さ
れたものである。
① LINEの捜査機関対応業務従事者用CMSの開発（名前・電話番号・メールアドレス・LINE 

ID・トークテキスト（※）通報によらないトークテキストの扱いについては、捜査機関への実

務対応を行うためのツール開発保守であり、当該拠点においてユーザーの実データへの
アクセスは行われていない。）

② LINEのモニタリング業務従事者用CMSの開発（通報によりモニタリング対象となったトー

クのテキスト・画像・動画・ファイル、および、通報または公開によりモニタリング対象と
なったLINE公式アカウントとタイムラインの投稿）

③ 問い合わせフォームの開発（名前・電話番号・メールアドレス）
④ アバター機能、LINEアプリ内のOCR機能の開発（同機能の利用において明示的に当社

のデータ活用について同意した顔写真）
⑤ Keep機能の開発（ユーザーが同機能を利用して保存したテキスト・画像・動画・ファイル）
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LINEによるデータ管理のポイント⑩

５．「LINE公式アカウント」の開発・運用状況
（１）「LINE公式アカウント」の機能開発業務
➢ 日本国内にて提供されている「LINE公式アカウント」の開発・運用に関しては、管理画面や

サービスプラットフォームなどは日本国内と韓国にて実施している。またデータについては、
「LINE」と同様、ユーザーのトークテキストおよび会員登録情報などのプライバシー性の高い

個人情報は日本国内のデータセンター、画像や動画などのデータは、韓国のデータセンター
にて適切なセキュリティ体制のもとで管理が行われている。Messaging APIを利用して運用さ
れている公式アカウントについては、当該APIを利用するパートナー各社によってやりとりされ
たデータの保存先が異なる。

（２）「LINE公式アカウント」に関わるモニタリング
➢ 「LINE公式アカウント」では、一部のメッセージについて不正監視のためにモニタリングを行っ
ている。このモニタリング業務において、「LINE公式アカウント」からの一斉送信メッセージ、タ
イムライン投稿、プロフィールページはモニタリング対象となるが、チャット、APIを介したトーク、
Chatbotへの回答のデータについてはモニタリングの対象外としている。

➢ 日本国内の「LINE公式アカウント」のデータはすべてLINE Fukuokaにてモニタリングを行っ
ている。主要4カ国である日本・台湾・タイ・インドネシア以外のデータは、NAVER Chinaにて
モニタリングを行っている。NAVER Chinaから国内の「LINE公式アカウント」のデータへのア
クセス権限はない。

（３）通報

➢ ユーザーによって明示的に「通報」が行われた場合は、「通報」前後のチャットのテキストデー
タのモニタリングを行う。この場合も、日本国内のユーザーからの「通報」については、LINE 

Fukuokaにて行われ、NAVER Chinaからのアクセス権限はない。
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LINEによるデータ管理のポイント⑪

６．今後の対応
➢ LINEはユーザーに安心してご利用いただけるよう、社内において高いセキュリティ

基準を設け、適切な運用を行ってきた。加えて、透明性を高めるための定期的な取
り組みとして、世界各国の捜査機関から受領した要請状況および対応の内訳等を
「Transparency Report」として開示している。

➢ 今後、各国の法制度等の環境変化に合わせて、さらに先回りした対応や情報開示
を実施していく。具体的には、現在、グローバル企業としての開発力における国際
競争力を維持することを前提に、国内ユーザーのプライバシー性の高いデータへ
のアクセスを伴う業務の国内移転を進めている。また、データの海外移転に関して
は、国名の列挙などを含め、よりユーザーにとって明確で分かりやすい説明を行っ
ていく。

➢ グローバルでビジネスを展開する企業として、各種社会情勢などに先回りして対応
していくためのデータ・セキュリティのガバナンス体制を強化してまいります。具体
的には、セキュリティ・プライバシーの有識者による特別委員会による検証や、米国
「NIST」が定めた世界トップレベルのサイバーセキュリティ基準への準拠を進めて
いく。

➢ LINEはグローバル企業として、国内外の開発力を積極的に活用することでサービ

ス価値を高めていくべきであるとの考えのもと、海外拠点での開発は必要なものと
位置づけていく。その上で、国・拠点・職種・業務内容に関わらず、プライバシー性
が高いと考えられる情報へのアクセス権限付与については、今後も引き続き必要
最小限の範囲にとどめ、各種手続きの上でアクセスが行われるよう厳格に運用し
ていく。
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個人情報保護法上のクラウドサーバーの取扱い（国内）

『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生
した場合等の対応について」に関するQ&A』（個人情報保護委員会）
（第三者に該当しない場合）
Ｑ５－33 個人情報取扱事業者が、個人データを含む電子データを取り扱う情報システムに関して、クラ
ウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、個人データを第三者に提供したものとし
て、「本人の同意」（法第 23 条第１項柱書）を得る必要がありますか。または、「個人データの取扱いの
全部又は一部を委託」（法第 23 条第５項第１号）しているものとして、法第 22 条に基づきクラウドサー
ビス事業者を監督する必要がありますか。
Ａ５－33 クラウドサービスには多種多様な形態がありますが、クラウドサービスの利用が、本人の同意
が必要な第三者提供（法第 23 条第１項）又は委託（法第 23 条第５項第１号）に該当するかどうかは、
保存している電子データに個人データが含まれているかどうかではなく、クラウドサービスを提供する事
業者において個人データを取り扱うこととなっているのかどうかが判断の基準となります。
当該クラウドサービス提供事業者が、当該個人データを取り扱わないこととなっている場合には、当該
個人情報取扱事業者は個人データを提供したことにはならないため、「本人の同意」を得る必要はあり
ません。
また、上述の場合は、個人データを提供したことにならないため、「個人データの取扱いの全部又は一
部を委託することに伴って・・・提供される場合」（法第 23 条第５項第１号）にも該当せず、法第 22 条に
基づきクラウドサービス事業者を監督する義務はありません。
当該クラウドサービス提供事業者が当該個人データを取り扱わないこととなっている場合の個人情報取
扱事業者の安全管理措置の考え方についてはＱ５－34 参照。当該クラウドサービス提供事業者が、当
該個人データを取り扱わないこととなっている場合とは、契約条項によって当該外部事業者がサーバに
保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等が
考えられます。
なお、法第 24 条との関係についてはＱ９－５参照。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2009_APPI_QA.pdf
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個人情報保護法上の保守サービス事業者等の取扱い（国内）

（第三者に該当しない場合）
Ｑ５－35 

個人データを含む電子データを取り扱う情報システム（機器を含む。）の保守の全部又は一部に外部の事業者を活用している場
合、個人データを第三者に提供したものとして、「本人の同意」（法第23条第１項柱書）を得る必要がありますか。または、「個人
データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って・・・提供」（法第23条第５項第１号）しているものとして、法第22条に基づ
き当該事業者を監督する必要がありますか。
Ａ５－35 

当該保守サービスを提供する事業者（以下本項において「保守サービス事業者」という。）がサービス内容の全部又は一部として
情報システム内の個人データを取り扱うこととなっている場合には、個人データを提供したことになり、本人の同意を得るか、又は、
「個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って・・・提供」（法第 23条第５項第１号）しているものとして、法第 22 

条に基づき当該保守サービス事業者を監督する必要があります。
（例）
○ 個人データを用いて情報システムの不具合を再現させ検証する場合
○個人データをキーワードとして情報を抽出する場合

一方、単純なハードウェア・ソフトウェア保守サービスのみを行う場合で、契約条項によって当該保守サービス事業者が個人デー
タを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等には、個人データの提供に該当しません。
（例）
○システム修正パッチやマルウェア対策のためのデータを配布し、適用する場合

○保守サービスの作業中に個人データが閲覧可能となる場合であっても、個人データの取得（閲覧するにとどまらず、これを記
録・印刷等すること等をいう。）を防止するための措置が講じられている場合
○保守サービスの受付時等に個人データが保存されていることを知らされていない場合であって、保守サービス中に個人データ
が保存されていることが分かった場合であっても、個人データの取得を防止するための措置が講じられている場合
○不具合の生じた機器等を交換若しくは廃棄又は機器等を再利用するために初期化する場合等であって、機器等に保存されて
いる個人データを取り扱わないことが契約等で明確化されており、取扱いを防止するためのアクセス制御等の措置が講じられて
いる場合

○不具合の生じたソフトウェアの解析をするためにメモリダンプの解析をする場合であって、メモリダンプ内の個人データを再現し
ないこと等が契約等で明確化されており、再現等を防止するための措置が講じられている場合
○個人データのバックアップの取得又は復元を行う場合であって、バックアップデータ内の当該個人データを取り扱わないことが
契約等で明確化されており、取扱いを防止するためのアクセス制御等の措置が講じられている場合
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個人情報保護法上の外国サーバ事業者の取扱い

Ｑ９－５ 外国にあるサーバに個人データを含む電子データを保存することは外国にある第三者
への提供に該当しますか。
Ａ９－５ 当該サーバの運営事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱わないことと
なっている場合には、外国にある第三者への提供（法第 24 条）に該当しません。

当該サーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合とは、契約条項によっ
て当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にア
クセス制御を行っている場合等が考えられます（Ｑ５－33 参照）。

（第三者に該当しない場合）
Ｑ５－34 クラウドサービスの利用が、法第 23 条の「提供」に該当しない場合、クラウドサービス

を利用する事業者は、クラウドサービスを提供する事業者に対して監督を行う義務は課されない
と考えてよいですか。
Ａ５－34 クラウドサービスの利用が、法第 23 条の「提供」に該当しない場合、法第 22 条に基づ
く委託先の監督義務は課されませんが（Ｑ５－33 参照）、クラウドサービスを利用する事業者は、
自ら果たすべき安全管理措置の一環として、適切な安全管理措置を講じる必要があります。

Ｑ９－６ 外国の事業者が運営するクラウドを利用していますが、サーバは国内にある場合、外国
にある第三者への提供に該当しますか。
Ａ９－６ 当該サーバの運営事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱わないことと
なっている場合には、外国にある第三者への提供に該当しません（Ｑ５－33、Ｑ９－５参照）。

また、当該サーバの運営事業者が、当該サーバに保存された個人データを国内で取り扱ってい
ると認められる場合には、当該サーバの運営事業者は個人情報取扱事業者に該当しますので、
外国にある第三者への提供に該当しません。
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クラウドサーバ特例についての意見

➢ 個人情報保護委員会がマイナンバー法におけるマイナンバー（個人番号）
の取扱いに関する考え方をそのまま個人情報（個人データ）全般について
認めたもの。

➢ GDPRなどでは、クラウドサーバ事業者も処理者（Processor)と扱われ、
海外のクラウドサーバーの場合は越境データ移転と考えられる。

➢ AWSなどでは、クラウドサービスのリージョンをコントロールできるように
なっている。

➢ 委託であるか単なるクラウドサービスであるのかの区別は困難。
➢ 日本のクラウドサーバ特例は、個人データの越境データ移転の抜け穴
（ループホール）として利用されている可能性がある。
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制定経緯等

 正式名称：中华人民共和国国家情报法

 全５章・32条：第 1 章：総則（第 1 条～第 9 条）、第 2 章：国家情報活動機構の職権（第 10 
条～第 19 条）、第 3 章：国家情報活動の保障（第 20 条～第 27 条）、第 4 章：法的責任（第
28 条～第 31 条）、第 5 章：附則（第 32 条）。

 全国人民代表大会常務委員会2017年6月27日制定、同日公布、2017年6月28日施行。全国
人民代表大会常務委員会2018年4月27日改正、同日公布、同日施行

 中華人民共和国の国家情報機関に関連する最初の法律。2014年4月に習近平政権は「総体

的国家安全観」という国家安全保障に係る基本方針を打ち出し、国家情報法は中央政府・中
国共産党が主導する法に基づいた統制強化（「依法治国」）に向けた取組の中で成立したも
の。2014年には反スパイ法が改正強化され、2015年には国家安全法及び反テロリズム法、
2016年にはサイバーセキュリティ法及び海外NGO国内活動管理法が成立したのもその一環。

 総体的国家安全観

国家の安全という概念を極めて幅広い分野に適用し、包括的かつ効果的な安全の実現を目
指すものであり、国家安全体系に含まれる安全として、①政治の安全、②国土の安全、③軍
事の安全、④経済の安全、⑤文化の安全、⑥社会の安全、⑦科学技術の安全、⑧情報の安
全、⑨生態系の安全、⑩資源の安全、⑪核の安全の 11 項目を掲げる。

 目的（第１条）

『国家情報活動を強化し、保障し、国家の安全及び利益を維持保護するため、憲法に基づき、
本法を制定する。』

 国家情報活動（第２条）

『国家情報活動は、総体的国家安全観を堅持し、国の重大な政策決定のために情報上の参
考を提供し、国家の安全を脅かすリスクの防止及び解消のために情報上の支援を提供し、国
の政権、主権、統一及び領土の完全性、人民の福祉、経済社会の持続可能な発展及び国の
その他の重大な利益を維持保護する。』
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国家情報活動の実施体制

国家情報活動は、「中央国家安全指導機構」、「中央軍事委員会」、「国家情報活動機構」、
「関連国家機関」により統一的に実施される。
①中央国家安全指導機構（➡中央国家安全委員会）（第３条第２項）
• 国家情報活動について統一指導を実行し、国家情報活動の方針政策を制定し、国家情
報活動全体の発展を計画し、国家情報活動の調整の仕組みを確立し、整備し、各分野
の国家情報活動を統一運営し、調整し、国家情報活動における重大事項を検討し、決
定する。

②中央軍事委員会（第３条第３項）
• （人民解放軍の）軍事情報活動を統一的に指導する。
③国家情報活動機構（第５条第１項）
• 「国家安全機関」（➡中国共産党中央国家安全委員会）、「公安機関の情報機構」（➡国
家安全部・公安部）、「軍隊の情報機構」（➡人民解放軍の情報機関）の総称（第５条）

• 「国家情報活動機構」は、職責に従い分担し、相互に協力し、情報活動を適切に行い、
情報行動を展開する。

④各関連国家機関（第５条第２項）
• 各自の職能及び任務に基づき分担し、国家情報活動機構と密接に協力しなければなら
ない。
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国家情報活動機構（その職員）の義務・職権等①

１．忠実義務（第６条）
• 国家情報活動機構及びその職員は、国及び人民に忠実であり、憲法及び法律を遵守し、職
務に忠実であり、規律が厳正であり、清廉潔白であり、私心なく奉仕し、国家の安全及び利益
を断固として維持保護しなければならない。

２．情報活動の展開（第10条）
• 国家情報活動機構は、活動の需要に基づき、必要な方法、手段及び経路を法に従い使用し、
国内外において情報活動を展開する。

３．情報の収集（第11条）
• 国家情報活動機構は、国外の機構、組織、個人が実施し、もしくは他人に指図し、経済的に
援助して実施させ、又は国内外の機構、組織、個人が結託して実施する、中華人民共和国の
国家の安全及び利益を脅かす行為の関連情報を法に従い収集し、処理し、上記行為の防止、
制止及び懲罰のために情報上の根拠又は参考を提供しなければならない。

４．委託（第12条）
• 国家情報活動機構は、国の関連規定に従い、関連する個人及び組織と合作関係を確立し、
関連活動の展開を委託することができる。

５．対外交流（第13条）
• 国家情報活動機構は、国の関連規定に従い、対外交流及び合作を展開することができる。
６．支援要求（第14条）
• 国家情報活動機構は、情報活動を法に従い展開するにあたり、関連機関、組織及び公民に
対し、必要な支援、協力をするよう要求することができる。

７．技術的捜査措置（第15条）
• 国家情報活動機構は、活動の需要に基づき、国の関連規定に従い、厳格な承認手続を経た
上で、技術的捜査措置及び身分保護措置を講じることができる。
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国家情報活動機構（その職員）の義務・職権等②

８．立入検査（第16条）
• 国家情報活動機構の職員は、任務を法に従い執行する際、国の関連規定に従い、承認を経
た上で、相応の証明書を提示して、立入が制限される関連区域、場所に立ち入ることができ、
関連機関、組織及び個人に関連状況を尋ね、質問することができ、関連する記録、資料、物
品を閲覧し、又は調査収集することができる。

９．緊急任務の執行（第17条）
• 国家情報活動機構の職員は、緊急任務を執行するために必要であるときは、相応の証明書
を提示して、通行の便宜を受けることができる。

• 国家情報活動機構の職員は、活動の需要に基づき、国の関連規定に従い、関連機関、組織
及び個人の交通手段、通信手段、用地及び建築物を優先使用し、又は法に従い公用使用す
ることができ、必要な場合には、関連する活動場所及び設備、施設を設置することができ、任
務完了後は、遅滞なく返還し、又は原状回復し、かつ規定に従い相応の費用を支払わなけれ
ばならない。損失をもたらしたときは、補償しなければならない。

10．検査免除等の要請（第18条）

• 国家情報活動機構は、活動の需要に基づき、国の関連規定に従い、税関、出入国検査等の
機関に対し、検査免除等の便宜を提供するよう要請することができる。

11．職権濫用の防止（第19条）

• 国家情報活動機構及びその職員は、厳格に法に従い処理しなければならず、職権超越、職
権濫用をしてはならず、公民及び組織の合法的権益を侵害してはならず、職務上の便宜を利
用して自ら又は他者のために私利を図ってはならず、国家秘密、営業秘密及び個人情報を漏
洩してはならない。
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国家情報活動機構の体制の保障・職権濫用の防止

１．法律による保護（第20条）
• 国家情報活動機構及びその職員は、情報活動を法に従い展開するにあたり、法律による保護を受ける。
２．特別の管理と保障（第21条）
• 国は、国家情報活動機構の建設を強化し、その機構の設置、人員、編成、経費、資産について特別な管理を

実行し、特別な保障を与える。
• 国は、情報活動の需要に適応する人員の採用、選抜派遣、考査、研修、待遇、離脱等の管理制度を確立する。
３．情報活動能力の向上（第22条）
• 情報活動の需要に適応し、情報活動展開能力を高めなければならない。
• 科学技術的手段を運用して、情報の識別、選別、総合及び検討判断分析水準を高めなければならない。
４．本人の安全保障（第23条）
• 国家情報活動機構の職員が任務を執行することにより、又は国家情報活動機構と合作関係を確立した人員が

国家情報活動に協力することにより、その本人又は近親者の人身の安全が脅威にさらされるときは、国の関連
部門は、必要な措置を講じて、保護、救済をしなければならない。

５．安全審査（第26条）
• 厳格な監督及び安全審査制度を確立し、整備し、その職員の法律及び規律の遵守等の状況について監督を

行い、かつ法に従い必要な措置を講じて、定期的又は不定期に安全審査を行わなければならない。
６．告発・告訴（第27条）
• いかなる個人及び組織も、国家情報活動機構及びその職員による職権超越、職権濫用及びその他の法律規

則違反行為につき、告発し、告訴する権利を有する。告発、告訴を受理した関連機関は、遅滞なく取り締まり、
取締結果を告発者、告訴人に告知しなければならない。

• 国家情報活動機構及びその職員を法に従い告発し、告訴した個人及び組織に対して、いかなる個人及び組織
も、抑圧及び報復をしてはならない。

• 国家情報活動機構は、個人及び組織による告発、告訴、状況報告のために便利な経路を提供し、かつ告発者、
告訴人のために秘密を守らなければならない。

７．職権濫用（第31条）
• 国家情報活動機構及びその職員に、職権を超越し、職権を濫用し、公民及び組織の合法的権益を侵害し、職

務上の便宜を利用して自ら又は他者のために私利を図り、国家秘密、営業秘密及び個人情報を漏洩する等の
法律法規違反行為があった場合、法に従い処分を与える。犯罪を構成するときは、法に従い刑事責任を追及
する。
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組織・人民の義務・保障

１．国家情報活動の支援（第７条）
• いかなる組織及び公民も、国家情報活動を法に従い支援し、それに協力し、それが知った国家情報活動の

秘密を守らなければならない。
• 国は、国家情報活動を支援し、それに協力する個人及び組織に対し、保護を与える。
２．人権の尊重（第８条）
• 国家情報活動は、法に従い行い、人権を尊重し、保障し、個人及び組織の合法的権益を維持保護しなけれ

ばならない。
３．表彰（第９条）
• 国は、国家情報活動の中で重大な貢献をした個人及び組織に対し、表彰を行い、報奨を与える。
４．本人の安全の保護（第23条）
• 国家情報活動機構の職員が任務を執行することにより、又は国家情報活動機構と合作関係を確立した人

員が国家情報活動に協力することにより、その本人又は近親者の人身の安全が脅威にさらされるときは、
国の関連部門は、必要な措置を講じて、保護、救済をしなければならない。

５．貢献者の処遇（第24条）
• 国家情報活動のために貢献し、かつ処遇を必要とする人員については、国は、適切な処遇をする。
• 公安、民政、財政、衛生、教育、人材資源社会保障、退役軍人事務、医療保障等の関連部門及び国有企

業事業単位は、国家情報活動機構に協力して処遇活動を適切に行わなければならない。
６．支援者の救済（第25条）
• 国家情報活動を展開し、又は国家情報活動を支援し、それに協力したことにより障害が残り、又は犠牲に

なり、死亡した人員については、国の関連規定に従い相応の救済優遇を与える。
• 個人及び組織が国家情報活動を支援し、それに協力したことにより財産の損失を被った場合、国の関連規

定に従い補償を与える。
７．妨害（第28条）
• 本法の定めに違反して、国家情報活動機構及びその職員が法に従い情報活動を展開するのを妨害した場

合、国家情報活動機構が関連単位に対し、処分を行うよう提案し、又は国家安全機関、公安機関が警告も
しくは15日以下の拘留に処する。犯罪を構成するときは、法に従い刑事責任を追及する。
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国家情報活動の支援（第７条）の適用範囲

第７条（国家情報活動の支援）
１ いかなる組織及び公民も、国家情報活動を法に従い支援し、それに協力し、それが知った国家情報活動の
秘密を守らなければならない。
２ 国は、国家情報活動を支援し、それに協力する個人及び組織に対し、保護を与える。

１．組織
• 中国国内の組織（中国法に基づき設立された法人）に適用（たとえば、日本企業の現地法人であっても適

用対象）
• 中国法人の海外子会社にも適用されるとの見解あり。
• 中国法人がマイノリティ出資をする海外法人には適用されないのではないかと思われる。
• 中国法人が海外法人から業務委託を受けている場合には当該中国法人には適用されるものと考えられる。

２．個人
• 中国では「国民」、「国籍者」の意味で憲法上、「公民」という用語が使われている。
• 海外にいる中華人民共和国の国籍者も含まれる。
• 中国法人または中国法人の海外子会社に所属する中国国籍以外の者には適用されないものと思われる。

ただし、所属する中国法人または中国法人の海外子会社から業務命令を受けた場合はどうするか？

３．第８条との関係
• 中国政府は、国家情報法第８条で「国家情報活動は、法に従い行い、人権を尊重し、保障し、個人及び組

織の合法的権益を維持保護しなければならない。」と規定されていることから、Huaweiなどの中国系企業に
対してバックドアによる情報収集を要請することはないと主張。

• 米国・英国の学者・弁護士などの論稿では本規定はほぼ無視されている。
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中国政府・Haweiの見解

「人民網日本語版」2019年2月20日（http://j.people.com.cn/n3/2019/0220/c94474-9548118.html）
耿報道官の回答の抜粋
中国「国家情報法」の第7条は確かに「いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動を支持し、これに
協力し、知り得た国家情報活動の秘密を守らなければならない」と定めている。だが続く第8条で「国家情報活
動は法に基づき行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権益を守らなければならない」と明確に
定めてもいる。中国の他の法律にもデータセキュリティーやプライバシー権を含む国民及び組織の合法的権益
の保障について、多くの規定がある。こうした規定はいずれも国家情報活動に適用される。関係方面がこうした
規定に対して選択的に目をつむり、耳をふさぐことをせず、色眼鏡を外して、推定有罪を止め、中国企業の正常
なビジネス活動を客観的かつ公正に見ることを望む。関係国政府が公正な競争という市場原則を真に順守し、
現地中国企業の合法的で正当な経営のために公平・公正かつ非差別的な環境を提供することを望む。

Huawei社のプレスリリース（https://www.huawei.com/jp/trust-center/trustworthy/we-are）
最近、中国の国家情報法について、さまざまな議論が行われています。一部の政治家は、中国の法律によって、
政府に代わって企業が情報収集を強制することを政府が許可していると主張しています。
これは断じて真実ではありません。中国政府はこのことについて、はっきりと否定しており、複数の法学の教授
や有名な国際法律事務所も中立公正の立場から、このことを否定しています。政府から企業に支援を要請す
る場合、法律に従う必要があります。通信機器メーカーにバックドアの埋め込みまたは顧客ネットワークの無効
化を要請することを国家情報機関に許可するような中国の法律はありません。中国政府が当社のビジネスや
製品のセキュリティに干渉することはありません。さらに、いかなる国や組織から、そのようなことを強要するよ
うな試みが行われた場合、当社は断固として拒否します。
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Clause 2 Local laws affecting compliance with the Clauses

第２条 本条項の遵守に影響を与える現地法

(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws in the 

third country of destination applicable to the processing of the personal data by 

the data importer, including any requirements to disclose personal data or 

measures authorising access by public authorities, prevent the data importer 

from fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the 

understanding that laws that respect the essence of the fundamental rights and 

freedoms and do not exceed what is necessary and proportionate in a 

democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) 

GDPR, are not in contradiction with the Clauses. 

(a) 当事者は、データ輸入者による個人データの取扱いに適用される第三国の法律が、

個人データの開示要件または公的機関によるアクセスを許可する措置を含め、データ
輸入者が本条項に基づく義務を履行することを妨げることを信じる理由がないことを保
証する。これは、基本的権利および自由の本質的部分を尊重し、GDPR第23条第１項

に列挙されている目的を保護するために民主主義社会で必要かつ比例的な範囲を超
えない法律と本条項が矛盾しないとの考え方に基づくものである。

新たなSCC（標準契約条項）案の条項①
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(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph a, they have taken due 

account in particular of the following elements: 

(i) the specific circumstances of the transfer, including the content and duration of the 

contract; the scale and regularity of transfers; the length of the processing chain, the 

number of actors involved and the transmission channels used; the type of recipient; the 

purpose of processing; the nature of the personal data transferred; any relevant practical 

experience with prior instances, or the absence of requests for disclosure from public 

authorities received by the data importer for the type of data transferred;

(ii) the laws of the third country of destination relevant in light of the circumstances of the 

transfer, including those requiring to disclose data to public authorities or authorising

access by such authorities, as well as the applicable limitations and safeguards; 

(iii) any safeguards in addition to those under these Clauses, including the technical and 

organisational measures applied during transmission and to the processing of the personal 

data in the country of destination. 

（b）当事者は、(a)項の保証を提供する際に、特に以下の要素を十分に考慮していることを誓約
する。
(i) 契約の内容および期間、移転の規模および周期、取扱いの連鎖の数、関係者の数、および使

用される移転のチャンネル、従前の事例に関する関連する実務経験、または移転されたデータ
の種類について受領したデータ輸入者に対して公的機関からの開示要請がないことを含む移転
に関する特定の状況。
（ii）データを公的機関に開示すること、または公的機関によるアクセスを許可することを請求する

ものを含む、移転の状況に照らして関連する第三国の法律、ならびに適用される制限および保
護措置。
（iii）移転中および移転先の個人データの取扱いに適用される技術的および組織的措置を含む、
本条項に基づくものを含むあらゆる保護措置。

新たなSCC（標準契約条項）案の条項②
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(e) The data importer agrees to promptly notify the data exporter if, after having 

agreed to these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to 

believe that it is or has become subject to laws not in line with the requirements 

under paragraph a), including following a change of the laws in the third country 

or a measure (such as a disclosure request) indicating an application of such 

laws in practice that is not in line with the requirements under paragraph a). 

（e）データ輸入者は、本条項を締結した後、契約期間中、第三国の法律の変更または
(a）項の要件に適合しない当該法律の実際の適用による措置（開示請求など）に従う
ことなど、(a)項の要件に準拠していない法律の対象である、または対象となったと考
える場合、データ輸出者に直ちに通知することに合意する。

新たなSCC（標準契約条項）案の条項③
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(f) Following a notification pursuant to paragraph e), or if the data exporter otherwise has reason to 

believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under the Clauses, the data exporter 

shall promptly identify appropriate measures (such as, for instance, technical or organisational

measures to ensure security and confidentiality) to be adopted by the data exporter and / or data 

importer to address the situation, if appropriate in consultation with the [for Module Three: controller 

and] competent supervisory authority. If the data exporter decides to continue the transfer, based on its 

assessment that these additional measures will allow the data importer to fulfil its obligations under the 

Clauses, the data exporter shall forward the notification to the competent supervisory authority together 

with an explanation, including a description of the measures taken. The data exporter shall suspend the 

data transfer if it considers that no appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if 

instructed by [for Module Three: the controller or] the competent supervisory authority to do so. In this 

case, the data exporter shall inform the competent supervisory authority and shall be entitled to 

terminate the contract. In case the contract involves more than two Parties, the data exporter may 

exercise this right to termination only with respect to the responsible Party, unless the Parties have 

agreed otherwise. When the contract is terminated pursuant to this Clause, Section III, Clause 1 (d) and 

(e) shall apply.

(f)  (e)項に基づく通知があった場合、または、データ輸出者が、データ輸入者が本条項に基づく義務を履行で
きなくなったと信じる理由がある場合、データ輸出者は、[構成要素３の場合:管理者および]所管の監督機関と
協議をして、状況に対処するためにデータ輸出者および/またはデータ輸入者が採用する適切な措置（たとえば、
セキュリティと機密性を確保するための技術的または組織的措置など）を迅速に特定するものとする。データ輸
出者が個人データの移転を継続することを決定した場合、これらの追加措置によりデータ輸入者が本条項に基
づく義務を履行できるとの評価に基づいて、データ輸出者は講じた措置の内容等の説明とともに当該通知を所
管の監督機関に通知するものとする。データ輸出者は、個人データの移転に関して適切な保護措置が確保で
きないと判断した場合、または[構成要素３の場合：管理者または]所管の監督機関から指示された場合、個人
データの移転を一時停止するものとする。この場合、データ輸出者は所管の監督機関に通知するとともに、本
契約を終了する権利を有するものとする。本契約に3以上の当事者が関与する場合、データ輸出者は、当該当
事者らが別段の合意をしない限り、責任のある当事者に関してのみ、当該解除の権利を行使することができる。

新たなSCC（標準契約条項）案の条項④
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認定個人情報保護団体
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認定団体の概要（現行制度）

出所：第164回個人情報保護委員会（令和３年１月26日）資料
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認定団体一覧（40団体）

出所：第164回個人情報保護委員会（令和３年１月26日）資料
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2020年改正（事業の種類・業務範囲を限定した認定個人情報保護団体）

• 2020年改正により、事業の種類および業務範囲を限定した認定個人情報保護団体の設立が
可能となる（改正法正47条２項）。

※認定団体の業務（法47条１項各号）
① 業務の対象となる個人情報取扱事業者等（「対象事業者」）の個人情報等の取扱いに関す

る法52条の規定による苦情の処理
② 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報

の提供
③ 前①・②に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必

要な業務

• 業務範囲の変更をする場合は、変更認定を受けなければならない（改正49条の２）
※法47条１項各号に定める業務の内容の実質的な変更を伴わない軽微な変更は個人情報
保護委員会の変更認定不要（改正規則23条の２）

• 認定個人情報保護団体が、公表された個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧
告その他の措置をとったにもかかわらず、対象事業者が個人情報保護指針を遵守しないとき
は、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。（改正法51条１項２文）

• 現行法では、漏えい等報告が認定個人情報保護団体経由で個人情報保護委員会に提出さ
れることとなっていたが、改正後は、個人情報保護委員会（または権限委任官庁）に直接提出
することになる。
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分野を限定した認定団体が可能に

出所：第164回個人情報保護委員会（令和３年１月26日）資料
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認定団体の望ましい方向性（個人情報保護委員会）

 認定団体を対象とした個別のガイドラインを策定し、認定団体に求められ
る役割や具体的な業務等を示す。

 認定団体の望ましい取組の方向性を示すものであり、また、事業者に広く
適用される通則編に含める形では馴染まないことからも、認定団体編とし
て新たに策定。

【ガイドライン（認定団体編）に記載することが考えられる事項】
➢ 認定団体制度の目的や意義
➢ 認定団体の業務（漏えい等事案に対する関与の在り方含む）
➢ 個人情報保護指針
➢ その他関係法令の解説等
（※）認定の手続きについては、当該ガイドラインの別紙として、現行の「認定個人情報保護団体の認定等

に関する指針」の内容を記載。
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目的・意義：ガイドライン（認定団体編）のイメージ

 分野ごとにより高い水準の個人情報保護が図られるべく、民間団体等による自主的な取組
を尊重し、支援するための仕組み。

 認定団体は、個人情報等の取扱いに関して、事業者自身による苦情処理の取組を補完し、
問題の自主的、実際的な解決を図るとともに、事業者の実態に応じた法の適切な運用等を
推進するため、対象事業者の運用実態や課題等の情報を収集し、それを対象事業者に還
元するとともに委員会と共有するといった役割が期待される。

 特に、技術やサービスの内容が複雑化・多様化し、市場の態様も急激に変化することが常
態化する中で、行政機関と民間が有する情報量等に格差が生ずるなど、情報の非対称性が
発生するケースが増大している。

 認定団体制度における自主的な取組については、
① 相互的な扶助・監視・苦情対応等の共同活動による、円滑かつ徹底した法の遵守、
② 民間が有する専門性や柔軟性を活用することによる、基本的な法の履行よりも深化させ

た自主ルールの策定・運用、
の２つの側面が考えられるが、特に、今日においては、後者の側面の重要性が増している。

 したがって、法の遵守のための取組はもちろん、上記のような自主ルールを策定して運用し
ていくことや、積極的に構成員等に対して分野に応じた適正な取扱いの確保のための指導
等を行っていくことがより求められる。
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認定団体の業務・苦情処理：ガイドライン（認定団体編）のイメージ

【 個人情報等の取扱いに関する苦情の処理（法第47条第１項第１号、法第52条関
係）】

 対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について、当事者間で解決が困
難である場合等、認定団体が当事者の立場を離れて公正な第三者としての立場
から苦情処理に当たる ことにより、実効的な苦情処理を行う必要。

 認定団体は、苦情に簡易・迅速に対応するため、人材の養成・確保を含む体制を
整備することが求められる。

 苦情申立人と対象事業者の両方に働きかけて円満な処理を図ることができるよう、
苦情申立人に助言をし、対象事業者に苦情の内容を通知して、その迅速な処理
を求める必要。
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認定団体の業務・情報提供：ガイドライン（認定団体編）のイメージ

【 対象事業者に対する情報の提供（法第47条第１項第２号関係）】

 対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与するため、対象事業者に
対して関係法令や自主ルールの内容等について、会報の制作・配布やセミナーの
開催などを通じて情報提供を行う必要。

 対象事業者の適切な個人情報等の取扱いを促し、対象事業者の個人情報等の取
扱いに関する苦情の発生を未然に防止する観点から、苦情が多いケースなどを取
りまとめて対象事業者に対して情報提供等を行うことが望ましい（苦情処理につい
ては前ページ参照）。

 漏えい等事案の情報を参考に、分野ごとの安全管理措置の水準を高め、より実効
的な漏えい等の対策が自主的に行われるようにする観点から、漏えい等事案の傾
向や求められる対策について対象事業者に対して情報提供等を行うことが望まし
い（漏えい等事案への対応については193ページ参照）。

 なお、上記の苦情や漏えい等事案などの情報については、個人情報保護委員会
にも共有し、相互に連携を図っていき、全体として実効的な個人情報等の適正な
取扱いの確保につなげていくことが重要。
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認定団体の業務・その他：ガイドライン（認定団体編）のイメージ

【その他対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務（法第47

条第１項第３号関係）】

 （苦情処理、情報提供以外にも）認定団体は、対象事業者の個人情報等の適正な
取扱いの確保に関し必要な業務を行うことが必要。

 例えば、個人情報の取扱いが複雑化・高度化している中にあって、対象事業者が
自身の個人情報の取扱い等について、いかに本人に対して透明性を確保しながら
説明責任を果たしていくかも重要。そのための自主ルールを踏まえた指導等につ
いても認定団体が積極的に行っていくことが望ましい。

 また、対象事業者の従業員に対する研修、調査研究などの業務のほか、ＰＩＡ
（Privacy Impact Assessment、個人情報保護評価）（※）を含むプライバシー・バ

イ・デザインの実施や個人データの取扱いに関する責任者の設置を含む組織体制
の整備などの個人情報等の適正な取扱いの確保に関する事項についても対象事
業者に対して積極的に推奨していくことが望ましい。

（※）認定団体として、PIAの自主ルール（業界の特性を踏まえた実施の閾値や評価項目、第三者評価の在り方等）を定めた
上で、当該自主ルールに沿った実施を対象事業者に求めていくといった取組も望ましい。
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認定団体の業務・その他：ガイドライン（認定団体編）のイメージ

【その他対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務（法第47条第
１項第３号関係）（続き）】
（対象事業者における個人データの漏えい等の事案が発生した場合等における対応）

 認定団体は、対象事業者が安全管理措置を適切に実施するために必要な助言や指導
を行うことも期待されているところ、対象事業者の漏えい等の事案を把握しておくことは、
円滑な認定業務の遂行に資すると考えられる。

 したがって、漏えい等事案について、法令上の義務である委員会等への報告に加えて、
自主的取組の一環として、対象事業者から事案の情報を受け付けることは有効。委員
会への報告義務化の対象となる事案以外のものを含め、認定団体が報告を受け付け
る体制を確立し、対象事業者による当該事案への対応、再発防止のための措置や本人
通知・公表等に対する実効的な指導・助言等を行うことが望ましい。

 なお、改正法で委員会への報告が義務化される事案については、報告事項を委員会が
求める内容とできる限り一致させるなど、事業者の過度な負担とならないよう配慮する
必要がある。

 また、事業者が複数の認定団体の対象事業者となっている場合の負担にも配慮する必
要。
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個人情報保護方針（法53条）：ガイドライン（認定団体編）のイメージ

 法の定める規律が一般法としての必要最小限度のものであることを踏まえ、分野ごとに
より高い水準の個人情報保護が図られるため、取り扱う個人情報の性質、利用方法、
取扱いの実態等に即した自主ルールとして、個人情報保護指針の作成が努力義務とさ
れている。

 個人情報保護指針は、法の趣旨に沿って策定される必要があるが、単に法令の内容を
落とし込むのみならず、事業分野等の実態に応じた自主ルールとして（※）、利用目的
の特定、安全管理措置、開示請求等に応じる手続き、仮名加工情報、匿名加工情報に
係る作成の方法等について、細目や事例を盛り込んでいくことが望ましい。
（※）個人情報保護指針に法の内容にとどまらない当該事業分野に固有のルールを織り込み、例えば、当該事業分野におけ

る個人関連情報なども含めた適切な取扱いを促進するための各種の取組を自主的に実施することは、認定団体制度の
趣旨を適切に踏まえた取組と考えられる。

 個人情報保護指針の内容が公平かつ適正なものとなるよう、事業者のみならず、本人
の側である消費者の意見を代表する者をはじめ、多様な関係者の意見を聞きつつ、指
針を策定していくことが望ましい。また、各分野の情勢変化に応じて、不断に見直しを
図っていくことが望ましい。

 認定団体は、対象事業者に個人情報保護指針を遵守させるために、指導等を行う必要。
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公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定
の運用明確化
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制度改正大綱

第３章第４節 ３．公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用の明確化

 情報通信技術の飛躍的な進展により、顧客情報をはじめとしたビッグデータの収集、分析が可能と
なる中、例えば、地域活性化や医療・介護といった分野において、こうした分析結果等を用いて、社
会的な課題を解決する動きが見受けられる。

 こうした中、我が国では、ビッグデータ分析等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、
経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会であるＳｏｃｉｅｔｙ ５．０の実現を目指すなど、
データの更なる利活用等が求められている。 社会的課題が多様化する中、効率的・効果的にこうし
た課題を解決していくためにも、事業者がデータを利活用できる環境を後押ししていくことが望まし
いと考えられる。

 この点について、現行の個人情報保護法において、「人の生命、身体又は財産の保護のために必
要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」や「公衆衛生の向上又は児童の
健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であると
き」などの利用目的や第三者提供の制限の例外規定があり、個人情報の公益目的利用についても、
一定の場合では許容されると考えられるところ、これまで当該例外規定が厳格に運用されている傾
向があることから、想定されるニーズに応じ、ガイドラインやＱ＆Ａで具体的に示していくことで、社
会的課題の解決といった国民全体に利益をもたらす個人情報の利活用を促進することとする。

 具体的に示していく事例としては、例えば、安全面や効果面で質の高い医療サービスや医薬品、医
療機器等の実現に向け、医療機関や製薬会社が、医学研究の発展に資する目的で利用する場合
などが考えられる。
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制度改正大綱以降の対応

１．新型コロナ感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合、公衆衛生の向上のた
めに特に必要がある場合等公益目的例外の適用に関する考え方や、相談ダイヤ
ル等に寄せられたよくある質問とその答え（FAQ）を、委員会HPで周知（令和２年４
月。5月改定） 。
例１：社員に新型コロナウイルス感染者が出て、社内公表する場合。
例２：社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引

先にその旨情報提供する場合。
例３：社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から、感染症法に基づく

積極的疫学調査のためとして、当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼が
あった場合。

２．医療機関間で個人情報を共有する際の本人同意の要否について
 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の際の個人情
報の取扱いについて、本人の同意を得ることなく目的外利用や第三者への提供が
許される事例を、委員会HPで周知（令和２年４月）。
例１：患者が意識不明である等、本人の同意を得ることができない場合
例２：感染拡大防止のため、本人の同意を得るための作業が著しく不合理である場

合
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制度改正大綱以降の対応

３．「法令に基づく場合」における個人データの取扱いについて

 「法令に基づく場合」例外に関する事例を、ガイドラインへ追加して、周知（令和２年
９月）。
事例６）保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合（感染症法第15条第１項）
事例７）災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産業大臣の求めに

応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し
て必要な情報を提供する場合（電気事業法第34条第１項）

４．指定感染症罹患者についての個人データの取扱いについて
 自社従業員が指定感染症罹患時に取引先へ情報提供する場合に関する設問を

Q&Aに追加して、周知（令和２年９月）。
Q5-20-4（概要）：自社の従業者が指定感染症に罹患したため、当該従業者が感染
可能期間中に訪問した取引先が適切な対応策を取ることができるよう、本人同
意なく個人データを第三者提供可能か。

A5-20-4（概要）：取引先での２次感染の発生による取引先の従業者等の生命若し
くは身体への危険を防止するために必要がある場合や当該取引先における感
染拡大に伴う事業活動の停止等への危険を防止するために必要がある場合
（法第23条第１項第２号）、又は公衆衛生の向上のため特に必要がある場合（法
第23条第１項第３号）であって、自社の従業者本人の同意を取得することが困難
なときは、当該従業者本人の個人データを本人の同意なく取引先に対して提供
可能。
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今後の方針

１．公衆衛生例外規定の運用の明確化

• 医療機関や製薬会社が、医学研究の発展に資する目的で利用する場合の公衆衛生例外の
適用関係について、個人の権利利益の保護、関係法令や医学系研究等に関する指針との関
係も整理しながら、ガイドラインやQ&Aにおいて具体的な考え方を示すことを検討する。
（１）製薬企業が、保有する医療データを、取得時に特定した利用目的とは異なる目的で、自
社内で疾患理解等の研究に利用する場合

（２）医療機関が、他の医療機関における症例研究や医療技術の向上のために、医療データ
を提供する場合

（３）医療機関が、製薬企業が行う疾患理解等の研究のために、医療データを提供する場合

※医療情報の匿名加工情報の取扱いを形骸化してしまうのではないかとの懸念

２．公衆衛生例外以外の関連規定に関する運用の明確化

• 公衆衛生例外以外の規定に関する要望についても、公衆衛生例外規定の運用明確化との関
係性が高く、社会的課題の解決に資すると考えられることから、合わせてガイドライン、Q&A
等において具体的な事例を示すことを検討する。
（１）学術研究機関等と民間事業者による共同研究への学術研究例外の適用範囲の明確化
（２）医療分野における仮名加工情報制度の利用事例の提示
（３）深層学習により生成されたAI学習済パラメータの個人情報該当性
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検討経緯・国会への法案の提出

〇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
（令和３年２月９日 閣議決定・国会提出・内閣委員会に付託）
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/

〇個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース（内閣官房）
（令和元年12月25日~令和２年12月23日・計４回開催）
〇個人情報保護制度の見直しに関する検討会
（令和２年３月９日~令和２年12月17日・計11回開催）
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kojinjyoho_hogo/

・個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（令和２年12月23日）
・個人情報保護制度の見直しに向けた中間整理（令和２年８月28日）

〇地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会
（令和元年12月２日~令和２年７月３日・計４回開催）
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/

※報告書等はなし

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kojinjyoho_hogo/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要（個人情報保護法関連）

 趣旨

デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報
の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律等の関係法律について所要の整備を行う。

 概要（個人情報保護制度の見直し（個人情報保護法の改正等））
①個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律
を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法
律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。

②医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病
院、大学等と同等の規律を適用。

③学術研究分野を含めたGDPR（EU一般データ保護規則）の十分性認定への対応を目指し、学

術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として
精緻化。

④個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取
扱いに関する規律を明確化。

法律の原則的施行日：令和３年９月１日
①個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人の一元化
➡公布の日から１年以内の政令で定める日
②地方公共団体関係の一元化
➡公布の日から２年以内の政令で定める日
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個⼈情報保護制度見直しの背景

１．今般、新たに「デジタル庁」を創設し、国や地⽅のデジタル業務改革を強⼒に推進していく方針。こ
れに伴い、公的部⾨で取り扱うデータの質的・量的な増大が不可避。
⇒個⼈情報保護に万全を期すため、独立規制機関である個⼈情報保護委員会が、公的部⾨を含め、
個⼈情報の取扱いを⼀元的に監視監督する体制の確⽴が必要。

２．情報化の進展や個⼈情報の有用性の高まりを背景として、官⺠や地域の枠を超えたデータ利活⽤
が活発化。
⇒データ利活用の支障となり得る現⾏法制の不均衡・不整合を是正する必要。
＜不均衡・不整合の例＞
・民間部門と公的部門で「個⼈情報」の定義が異なる。
・国立病院、民間病院、公立病院で、データ流通に関する法律上のルールが異なる。
・国立大学と私立大学で学術研究に係る例外規定のあり方が異なる。
・地方公共団体間で個人情報保護条例の規定やその運用が異なる（いわゆる「2000個問題」）

３．国境を超えたデータ流通の増加を踏まえ、GDPR⼗分性認定への対応を始めとする国際的な制度
調和を図る必要性が一層向上。

〇平成27年個人情報保護法改正法附則
附則第12条第６項
政府は、改正個人情報保護法の施行の状況、第１項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新
個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規
定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討する。
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個⼈情報保護制度⾒直しの全体像

①個⼈情報保護法、⾏政機関個⼈情報保護法、独⽴⾏政法⼈等個⼈情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地
⽅公共団体の個⼈情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個⼈情報保護
委員会に⼀元化。

② 医療分野・学術分野の規制を統⼀するため、国公⽴の病院、⼤学等には原則として⺠間の病院、⼤学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの⼗分性認定への対応を⽬指し、学術研究に係る適⽤除外規定について、⼀律の適⽤除外ではな

く、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個⼈情報の定義等を国・民間・地⽅で統⼀するとともに、⾏政機関等での匿名加⼯情報の取扱いに関する規律を明確化。

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）
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第一弾の改正（法案第50条関係）

①法律の一元化・所管の一元化
・個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に
統合するとともに、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。

②個人情報の定義の統一
・容易照合性・個人識別行為について個人情報保護法に合わせる
③匿名加工情報の定義の一元化・行政機関等における匿名加工情報の取扱いの明確化
・「非識別加工情報」から「行政機関等匿名加工情報」に
・「行政機関等匿名加工情報」に識別行為の禁止が求められることに
④行政機関等に個人情報保護法の規律導入
・不適正な利用・不適正取得の禁止
・漏えい等報告等
・外国にある第三者への提供制限
・個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求
・仮名加工情報の取扱い
④医療分野・学区術分野の規律の統一（個人情報取扱事業者と開示等・審査請求の手続・匿名加工情報の取
扱いを除き同じ規律）
・医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同
等の規律を適用。

⑤学術研究分野を含めたGDPR（EU一般データ保護規則）の十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適
用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。

【施行期日】
公布の日から１年以内の政令で定める日
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第二弾の改正（法案第51条）

①適用対象
・地方公共団体の機関及び地方独立⾏政法人を対象とし、国と同じ規律を適⽤
・病院、診療所及び大学には、民間部門と同じ規律を適⽤
②定義の一元化
・個⼈情報の定義について、国・⺠間部⾨と同じ規律を適⽤
例） 容易照合可能性、個⼈識別符号、要配慮個⼈情報等
・条例で独自の要配慮個人情報を定められる。
③個人情報の取扱い
・個⼈情報の取扱いについて、国と同じ規律を適⽤
例）保有の制限、安全確保措置、利⽤及び提供の制限等

④個人情報ファイル簿の作成・公表
・個⼈情報ファイル簿の作成・公表について、国と同じ規律を適⽤
※個⼈情報ファイル簿の作成等を⾏う個⼈情報ファイルの範囲は国と同様（1,000⼈以上等）とする
※引き続き、個⼈情報取扱事務登録簿を作成することも可能とする

⑤自己情報の開示、訂正及び利⽤停⽌の請求
・開⽰等の請求権や要件、⼿続きは国と同じ制度。主要な部分を法律で規定
⑥匿名加工情報の提供制度の導入
・匿名加工情報の提供制度（定期的な提案募集）について、国と同じ規律を適⽤
※ただし、経過措置として、当分の間、都道府県及び指定都市について適⽤することとし、他の地方公共団体は任
意で提案募集を実施することを可能とする

⑦個⼈情報保護委員会と地⽅公共団体の関係
・個人情報保護委員会は、地⽅公共団体における個⼈情報の取扱い等に関し、国の⾏政機関に対する監視に準
じた措置を行う
・地方公共団体は、個⼈情報の取扱い等に関し、個⼈情報保護委員会に対し、助⾔その他の必要な⽀援を求める
ことが可能
例）個⼈情報の提供を⾏う場合、匿名加⼯情報の作成を⾏う場合等

⑧条例との関係
・保有個人情報の開示等の手続、審査請求の手続について、法律に反しない限り条例で必要な事項定められる。
【施行期日】
公布の日から２年以内の政令で定める日
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2020年改正・2021年改正（第１弾・第２弾）の施行期日

 2020年改正（個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年６
月12日公布））：平成27年改正の３年ごとの見直し
公布の日（2020年６月12日）から起算して２年を超えない範囲内で政令で定める日

 2021年改正 第１弾改正（デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律第50条）：個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個
人情報保護法の一元化
公布の日（2021年３月～４月）から１年を超えない範囲内で政令で定める日

 2021年改正 第２弾改正（デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律第51条）：地方公共団体等の一元化
公布の日（2021年３月～４月）から２年を超えない範囲内で政令で定める日

➡2020年改正と2021年改正第１弾は同時期に施行される可能性もあるので
はないか？
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2020年改正後 2021年第１弾改正 2021年第２弾改正

第１章 総則（１条～３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務（４～６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策
第１節 個人情報の保護に関する基本方針
第２節 国の施策（８条～10条）
第３節 地方公共団体の施策（11条～13条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（14条）
第４章 個人情報取扱事業者の義務等

第１節 個人情報取扱事業者等の義務（15条～35条）

第２節 仮名加工情報取扱事業者等の義務（35条の
２・35条の３）

第３節 匿名加工情報取扱事業者等の義務（36条～
39条）

第４節 監督（40条～46条）
第５節 民間団体による個人情報の保護の推進（47条

～56条）
第６節 送達（58条の２～58条の５）

第５章 個人情報保護委員会（59条～74条）

第６章 雑則（75条～81条）
第７章 罰則（82条～88条）
附則

第１章 総則（１条～３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務（４～６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策
第１節 個人情報の保護に関する基本方針
第２節 国の施策（８条～11条）
第３節 地方公共団体の施策（12条～14条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（15条）
第４章 個人情報取扱事業者等の義務等
第１節 総則（16条）
第２節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱

事業者の義務（17条～40条）
第３節 仮名化工場御法取扱事業者等の義務（41条・

42条）
第４節 匿名加工情報取扱事業者の義務（43条～46

条）

第５節 民間団体による個人情報の保護の推進（47条
～56条）

第６節 雑則（57条～59条）
第５章 行政機関等の義務等
第１節 雑則（60条）
第２節 行政機関等における個人情報等の取扱い（61

条～73条）
第３節 個人情報ファイル（74条・75条）
第４節 開示、訂正及び利用停止
第１款 開示（76条～89条）
第２款 訂正（90条～97条）
第３款 利用停止（98条～103条）
第４款 審査請求（104条～106条）
第５節 行政機関等匿名加工情報の提供等

（107条～121条）
第６節 雑則（122条～126条）

第６章 個人情報保護委員会
第１節 設置等（127条～142条）
第２節 監督及び監視
第１款 個人情報取扱事業者の監督

（143条～149条）
第２款 認定個人情報保護団体の監督

（150条～152条）
第３款 行政機関等の監視（153条～157条）
第３節 送達（158条～161条）
第４節 雑則（162条～165条）
第７章 雑則（166条～170条）
第８章 罰則（171条～180条）
附則

第１章 総則（１条～３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務（４～６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策
第１節 個人情報の保護に関する基本方針
第２節 国の施策（８条～11条）
第３節 地方公共団体の施策（12条～14条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（15条）
第４章 個人情報取扱い事業者等の義務等
第１節 総則（16条）
第２節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱

事業者の義務（17条～40条）
第３節 仮名化工場御法取扱事業者等の義務（41条・

42条）
第４節 匿名加工情報取扱事業者の義務（43条～46

条）

第５節 民間団体による個人情報の保護の推進（47条
～56条）

第６節 雑則（57条～59条）
第５章 行政機関等の義務等
第１節 雑則（60条）
第２節 行政機関等における個人情報等の取扱い（61

条～73条）
第３節 個人情報ファイル（74条・75条）
第４節 開示、訂正及び利用停止
第１款 開示（76条～89条）
第２款 訂正（90条～97条）
第３款 利用停止（98条～103条）
第４款 審査請求（104条～107条）
第５款 条例との関係（108条）
第５節 行政機関等匿名加工情報の提供等

（109条～123条）
第６節 雑則（124条～129条）
第６章 個人情報保護委員会
第１節 設置等（130条～145条）
第２節 監督及び監視
第１款 個人情報取扱事業者の監督

（146条～152条）
第２款 認定個人情報保護団体の監督

（153条～155条）
第３款 行政機関等の監視（156条～160条）
第３節 送達（161条～164条）
第４節 雑則（165条～170条）
第７章 雑則（171条～175条）
第８章 罰則（176条～185条）
附則
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目的規定

2020年改正後 2021年第１弾改正後

（目的）
第一条 この法律は、高度情報通信社会
の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡
大していることに鑑み、個人情報の適正
な取扱いに関し、基本理念及び政府によ
る基本方針の作成その他の個人情報の
保護に関する施策の基本となる事項を定
め、国及び地方公共団体の責務等を明ら
かにするとともに、個人情報を取り扱う事
業者の遵守すべき義務等を定めることに
より、個人情報の適正かつ効果的な活用
が新たな産業の創出並びに活力ある経
済社会及び豊かな国民生活の実現に資
するものであることその他の個人情報の
有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を
保護することを目的とする。

（目的）
第一条 この法律は、デジタル社会の進
展に伴い個人情報の利用が著しく拡大し
ていることに鑑み、個人情報の適正な取
扱いに関し、基本理念及び政府による基
本方針の作成その他の個人情報の保護
に関する施策の基本となる事項を定め、
国及び地方公共団体の責務等を明らか
にし、個人情報を取り扱う事業者及び行
政機関等についてこれらの特性に応じて
遵守すべき義務等を定めるとともに、個
人情報保護委員会を設置することにより、
行政機関等の事務及び事業の適正かつ
円滑な運営を図り、並びに個人情報の適
正かつ効果的な活用が新たな産業の創
出並びに活力ある経済社会及び豊かな
国民生活の実現に資するものであること
その他の個人情報の有用性に配慮しつ
つ、個人の権利利益を保護することを目
的とする。
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「個人情報」の定義

【現行法の規律】

◆個人情報保護法の個人情報：「他の情報と容易に照合することができ、それに
より特定の個人を識別することができることとなるものを含む」

◆行政機関個情法及び独法等個情法の個⼈情報：「他の情報と照合することが
でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」

【改正法の規律】
１．公的部門と民間部門とで個⼈情報の定義が異なることは、国民の目から見て

極めて分かりにくく、両部門の間でのデータ流通の妨げともなり得ることから、
一元化の機会に、両部門における「個⼈情報」の定義を統一する。

２．定義変更に伴う影響を最小化する観点から、一元化後の定義は、現行の個⼈
情報保護法の定義（＝容易照合可能性を要件とするもの）を採用する。

➡行政機関等にも法２条１項の「個人情報」の定義が適用される。
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「個人情報」の定義（改正後）

民間事業者 行政機関等

個人情報の定
義

共通の定義（容易照合性）（２条１項）

データベース 個人情報データベース等（16条１

項）
個人情報ファイル（60条２項）
：保有個人情報を含む情報の集合物で
体系化されたもの

主体 個人情報取扱事業者（16条２項） 行政機関等

保有する個人情
報

個人データ（16条３項）

：個人情報データベースを構成す
る個人情報

保有個人情報（60条１項）

行政機関等の職員が職務上作成、取得
した個人情報で、当該行政機関等の職
員が組織的に利用するものとして、当該
行政機関が保有しているもの（行政文書
（行政機関）・法人文書（独立行政法人
等）に記載されているものに限る）。

保有個人データ（16条４項）

：開示等請求の対象となる個人
データ
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医療分野・学術分野における規制の統⼀（現在の状況）

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）

※匿名化情報（匿名加工情報・非識別加工情報の取扱いの相違が実務上特に問題となる。
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医療分野・学術分野における規制の統⼀（改正後）

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）
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個人情報取扱事業者の規律が適用される大学・病院（第一段の改正）

1. 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院（いわゆる労災病院）の運営業務における個人情報、仮
名加工情報または個人関連情報については、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、個人
関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報または個人関連情報の取扱いとみなして、第４章
（個人情報取扱事業者等の義務等）、第６章（個人情報保護委員会）、第７章（雑則）、第８章（罰則）が適
用される。（法58条２項）

2. 「独立行政法人等」の定義から別表第二の以下の法人が除外される（法２条９項）。個人情報取扱事業
者の定義（法16条２項）からは「独立行政法人等」が除外（同項３号）されるので、下記の独立行政法人は
「個人情報取扱事業者」に該当する。（法58条１項）

• 沖縄科学技術大学院大学学園
• 国立研究開発法人（国立がん研究センター等）
• 国立大学法人
• 独立行政法人国立病院機構（東京医療センター等）
• 独立行政法人地域医療機能推進機構（東京新宿メディカルセンター等）
• 放送大学学園

３ 上記１・２のいずれの法人とも、以下の個人情報取扱事業者の規定は適用されない。（法58条１項・２項）
• 保有個人データの取扱いに関する規定（開示等請求等）（32条～39条）
• 匿名加工情報取扱事業者等の義務（第４節：43条～46条）

４ 上記１・２のいずれの法人とも、以下の行政機関等の義務の規定が適用される。（法123条１項・２項）
上記１の法人に適用される規定
・行政機関等の義務等の総則（第１節・60条）、安全管理措置（66条２項の準用する１項）、個人情報ファイ
ル簿の作成・公表（75条）、開示等請求手続（第４節：76条～106条）、行政機関等匿名加工情報の提供
等（第５節：107条～121条）、保有していないものとみなす保有個人情報（122条２項）、開示請求等をしよ
うとする者に対する情報提供（125条）、行政機関の職員に対する罰則（171条、175条、176条）
上記２の法人に適用される規定
・ 行政機関等の義務等の総則（第５章第１節・60条）、個人情報ファイル簿の作成・公表（75条）、開示等
請求手続（第４節：76条～106条）、行政機関等匿名加工情報の提供等（第５章第５節：107条～121条）保
有していないものとみなす保有個人情報（122条２項）、開示請求等をしようとする者に対する情報提供
（125条）、個人情報保護委員会（第６章：127条～165条）、雑則（第７章：166条～170条）、罰則（第８章、
ただし、行政機関の職員に対する罰則（171条、175条、176条）は適用されない。）
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個人情報取扱事業者の規律が適用される大学・病院（第二弾の改正）

1. ①地方公共団体の機関による病院、診療所、大学の運営、②独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院（いわゆる
労災病院）の運営業務における個人情報、仮名加工情報または個人関連情報については、個人情報取扱事業者、仮名
加工情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報または個人関連情報の取扱いとみなし
て、第４章（個人情報取扱事業者等の義務等）、第６章（個人情報保護委員会）、第７章（雑則）、第８章（罰則）が適用され
る。（法58条２項）

2. 「独立行政法人等」の定義から別表第二の以下の法人が除外される（法２条９項）。個人情報取扱事業者の定義（法16条
２項）からは「独立行政法人等」が除外（同項３号）されるので、下記の独立行政法人は「個人情報取扱事業者」に該当す
る。（第２弾の改正による追加なし）（法58条１項）

• 沖縄科学技術大学院大学学園
• 国立研究開発法人（国立がん研究センター等）
• 国立大学法人
• 独立行政法人国立病院機構（東京医療センター等）
• 独立行政法人地域医療機能推進機構（東京新宿メディカルセンター等）
• 放送大学学園

３． 「地方独立行政法人等」の定義から、地方独立行政法人のうち(i)試験研究、(ii)大学等、(iii)病院事業に掲げる業務を目的
とするものが除外される（法２条11項４号）ので、下記の独立行政法人は「個人情報取扱事業者」に該当する。

４． 上記１・２・３のいずれの法人とも、以下の規定は適用されない。（法58条１項・２項）
• 保有個人データの取扱いに関する規定（開示等請求等）（32条～39条）
• 匿名加工情報取扱事業者等の義務（第４節：43条～46条）

５． 上記１・２・３のいずれの法人とも、以下の行政機関等の義務の規定が適用される。（法125条１項・２項）
上記１の法人に適用される規定
・行政機関等の義務等の総則（第１節・60条）、安全管理措置（66条２項の準用する１項）、個人情報ファイル簿の作成・公表
（75条）、開示等請求手続（第４節：76条～106条）、行政機関等匿名加工情報の提供等（第５節：107条～121条）、保有し
ていないものとみなす保有個人情報（122条２項）、開示請求等をしようとする者に対する情報提供（125条）、行政機関の
職員に対する罰則（176条、180条、181条）

上記２２・３の法人に適用される規定
・ 行政機関等の義務等の総則（第５章第１節・60条）、個人情報ファイル簿の作成・公表（75条）、開示等請求手続（第４節：

76条～106条）、行政機関等匿名加工情報の提供等（第５章第５節：107条～121条）保有していないものとみなす保有個人
情報（122条２項）、開示請求等をしようとする者に対する情報提供（125条）、個人情報保護委員会（第６章：127条～165
条）、雑則（第７章：171条～175条）、罰則（第８章、ただし、行政機関の職員に対する罰則（176条、180条、181条）は適用
されない。）
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学術研究に係る適用除外規定の見直し（精緻化）

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）
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学術研究に係る適用除外規定（現行法の規律）

１．現行法は、憲法が保障する学問の自由への配慮から、大学その他の学術
研究を目的とする機関若しくは団体25又はそれらに属する者（以下「学術研
究機関等」という）が、学術研究目的で個人情報を取り扱う場合を、一律に個
人情報保護法第４章に定める各種義務の適用除外としている（個情法第７６
条第１項第３号）。

２．その一方、現行法は、学術研究機関等に対し、安全管理措置等の個人情
報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、その内容を公
表する努力義務を課している（同条第３項）。

３．また、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対して立入検査や
勧告・命令等の監督権限を行使する際は、「学問の自由を妨げてはならな
い」とされており（個情法第４３条第１項）、その趣旨に照らし、個人情報取扱
事業者が学術研究機関等に対して個人情報を提供する行為に対しては、監
督権限を行使しないこととされている（同条第２項）。
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学術研究に係る適用除外規定の見直し（精緻化）

１．利用目的による制限の適用除外（18条３項５号・６号）
①当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する
目的（以下この章において「学術研究目的」という。）で取り扱う必要があるとき（当該個人情報を取り扱う目的
の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。

②学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究
目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。

２．要配慮個人情報の取得の同意の例外（20条５号・６号）
①当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で
取り扱う必要があるとき（当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個
人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。

②学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的
で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機
関等が共同して学術研究を行う場合に限る。）。

３．第三者提供の制限の例外（27条１項５～７号）
①当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成
果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。

②当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供す
る必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利
利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術
研究を行う場合に限る。）。

③当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱
う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利
益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。
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行政機関等に対する個人情報保護法上の規律の追加（第一弾改正）

１．不適正な利用の禁止（63条）
２．適正な取得（64条）
３．漏えい等報告等（65条）
４．外国にある第三者への提供の制限（71条）
５．個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求（72条）
６．仮名加工情報の取扱いに係る義務（73条）
７．行政機関の職員による不正な利益を図る目的の盗用（175条）
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行政機関等における匿名加工情報の取扱い

１．行政機関等による非識別加工情報の作成・提供は、他の個人情報の利
用・提供と同様、原則として、利用目的の範囲内でのみ可能であることが前
提とされており（行個法第８条第１項、第４４条の２第２項等）、行個法第４章
の２等が定める提案募集手続は、当該手続に従った非識別加工情報の作
成・提供を「法令に基づく場合」として例外的に許容するものと位置付けられ
ている（行個法第４４条の２第１項等）。

２．行政機関等による匿名加工情報の取得は、他の個人情報の取得と同様、
原則として、利用目的の範囲内でのみ可能である（行個法第３条第２項）。

３．現行法は、行政機関等が民間事業者等から匿名加工情報を取得した場合
の安全管理措置や識別行為禁止については規定を置いていないが、これは、
〇 行政機関等は、自らが取得した匿名加工情報と当該匿名加工情報を作成
した民間事業者等が保有する削除記述等を照合可能であるため、
〇 匿名加工情報は当該行政機関等においては個人情報に該当し、個人情報
の管理についての規律（行個法第６条等）が適用されると考えられているた
めである。
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行政機関等における匿名加工情報の取扱い（改正法：第１弾）

１．行政機関等による匿名加工情報の「作成」「取得」「提供」のそれぞれについて、匿名加工情報が非個人情報
である前提で、法律上のルールを再構成する。（「非識別加工情報」➡「行政機関等匿名加工情報」（60条３
項））

２．「作成」については、匿名加工情報の作成それ自体が個人の権利利益を侵害する危険性はなく、行政機関
等が保有個人情報に対する安全管理措置の一環として匿名加工情報を作成することが必要な場合もあり得
ることから、柔軟な取扱いを認めるべきであり、法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な範囲内であ
れば、作成を認める。（107条１項）

３．「取得」についても、行政機関等（特に独立行政法人等）が民間事業者等から匿名加工情報を取得して業務
を遂行することが必要な場合もあり得ることから、柔軟な取扱いを認めるべきであり、法令の定める所掌事務
又は業務の遂行に必要な範囲内であれば、取得を認める。

４．その際、匿名加工情報は非個人情報であるという前提で、民間の匿名加工情報取扱事業者に準じた識別行
為禁止義務及び安全管理措置義務を課す。（119条１項、・２項、121条２項・３項）

５．「提供」については、現行法が非識別加工情報の提供を公平かつ適正に実施するための手続として提案募
集から契約締結に至る一連の手続を定めていることを踏まえれば、一元化後においても当該手続に従った提
供を原則とすべきであり、行政機関等が匿名加工情報を外部に提供できるのは、基本的に、以下の場合に限
る。（107条２項）
ア 提案募集手続を経て契約を締結した者に提供する場合
イ 法令の規定に基づく場合
ウ加工元の個人情報の提供が可能な場合

６．現行法は、行政機関情報公開法第５条第２号ただし書に規定する情報（法人等に関する情報のうち、一般的
には不開示情報に該当するが、公益的理由から例外的に開示対象となるもの）も、非識別加工の対象に概念
上は含まれ得ることを前提に、当該情報を非識別加工して提供する場合には、手続保障の観点から、当該法
人等に対して意見書提出の機会を与えることを義務付けている（行個法第４４条の８が準用する行政機関情
報公開法第１３条第２項）。
改正後は、行政機関情報公開法第５条第２号ただし書に規定する情報も他の不開示情報と同様に加工元情
報から予め削除することとした上で、第三者への意見聴取は全て任意とする。
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地方公共団体への行政機関等匿名加工情報の適用の経過措置（改正法：第２弾）

• 第２弾の改正によって、地方公共団体も「行政機関等」として行政機関等匿
名加工情報の取扱いの規律が適用される。

• ただし、経過措置として、当分の間、都道府県および政令指定都市以外の
地方公共団体については、行政機関等匿名加工情報の提案の募集（111
条）、提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載（110条）は、
任意の取扱いとされる。（改正法第51条による個人情報の保護に関する法
律附則第７条の改正）
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地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の方向性）

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）



242

地方公共団体の独自の保護措置

１．条例要配慮個人情報（60条５項）
• 「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報（要配慮個

人情報を除く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利
益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含ま
れる個人情報をいう。

• 個人情報ファイル簿に条例要配慮個人情報が含まれる場合は、その旨を記載しなければならない（75条４
項）。

２．保有個人情報の開示義務（78条２項）
• 保有個人情報の開示義務の対象から情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例

で定めるものが除かれる。また、行政機関情報公開法第５条に規定する不開示情報に準ずる情報であって
情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するた
めに不開示とする必要があるものとして条例で定めるものについても開示義務の対象とならない。

３．手数料（89条２項）
• 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例

で定める額の手数料を納めなければならない。

４．保有個人情報の開示等手続、審査請求手続（108条）
• 地方公共団体は、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項

について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げられない。
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個人情報保護委員会による一元的な監督体制
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一元化後の規律の適用関係

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）


