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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
（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



6

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。



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/

〇「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（案）」及び「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（案）」に関する意見募集について
https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000067&M

ode=0

（意見募集：2020年12月25日、受付締切：2021年１月25日）

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/
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000067&Mode=0
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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。

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。

※個人情報保護委員会の『地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会』にお
いて、個人情報保護条例の一元化が議論されていたが、答申を纏めるに至らず終
了した（2020年７月）。
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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。



14

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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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

 原則（附則１条本文）
• 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

 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
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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）

25
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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）



30

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（改正法28条１項、改正規則18条の６）
• 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①電磁的記録の提供による方法、②書面の

交付による方法、③その他当該個人情報取扱事業者が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）
• 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しなければならない。
③開示を拒否できる場合（法28条２項１号～３号）
• 全部または一部を開示しないことができる場合（以下①～③）については改正前後で変更なし（法28条２項１号～３号）

①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
②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
③他の法令に違反することとなる場合

④開示をしない場合の通知（改正法28条３項）
• 個人情報取扱事業者が保有個人データの開示を求める本人に対して遅滞なく通知しなければならない場合として、①保有個
人データの全部または一部を開示しない旨決定した場合、②当該保有個人データが存在しない場合に加えて、③本人の開示
請求の方法（上記①）による開示が困難な場合、が追加される。

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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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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第三者提供記録の開示請求（改正法28条５項）

改正法により、保有個人データの規定が準用され、第三者提供記録（法25条１項・26条３項の記録）の開示請求が新たに認めら
れることになる（改正法28条５項により準用される改正法28条１項から３項）。

１ 開示請求の対象から除外される第三者提供記録（改正令９条）
① 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの
② 当該記録の存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
③ 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれる

おそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
④ 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及

ぶおそれがあるもの

２ 第三者提供記録の開示請求の方法（改正法28条５項の準用する同条１項、改正規則18条の６）
• 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第三者提供記録の①電磁的記録の提供による方法、②書面

の交付による方法、③その他当該個人情報取扱事業者が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。

３ 開示方法（改正法28条５項の準用する同条２項）
• 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、当該第三者提供記録を開示しなければならない。

４ 開示を拒否できる場合（改正法28条５項、同条２項１号～３号）
• 全部または一部を開示しないことができる場合（以下①～③）

①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
②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
③他の法令に違反することとなる場合

５ 開示をしない場合の通知（改正法28条５項の準用する同条３項）
• 個人情報取扱事業者は第三者提供記録の開示を求める本人に対して以下の場合遅滞なく通知しなければならない。
①第三者提供記録の全部または一部を開示しない旨決定した場合
②当該第三者提供記録が存在しない場合
③本人の開示請求の方法（上記２）による開示が困難な場合

※オプトアウトの場合を除き、ガイドライン（確認・記録義務編）の解釈上の例外で第三者提供記録を作成していない場合が多い
ので、開示請求をされても、第三者提供記録が存在しないとして開示をしない場合が多いのではないか。
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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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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（改正後）
（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 法第二十条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置（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。）に置くことにより当該保有個人デー
タの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。）

二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
三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（改正法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及び住所並びに法人については
その代表者の氏名

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 法20条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置（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。）に置く
ことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるも
のを除く。）

⑥ 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

⑦ 団体の名称及び苦情の解決の申出先
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保有個人情報の開示事項の充実：法20条の安全管理のために講じた措置（政令事項）

〇第151回個人情報保護委員会

【安全管理のために講じた措置の例】➡開示する

• 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）

【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】➡開示しない
• 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
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保有個人情報の開示事項の充実：利用目的の特定（ガイドラインの改正）

〇第151回個人情報保護委員会

自身の情報が取り扱われているかを本人が予測できる程度に利用目的を具体的なも
のとする。
【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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取得にあたっての利用目的の明示について個人情報保護委員会は厳しい態度①

令和元年 ９ 月 17 日

個人情報の保護に関する法律に基づく指導について

個人情報保護委員会は、令和元年９月 12 日付けで、JapanTaxi株式会社（以下「本
件会社」という。）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
41条の規定に基づき、次のとおり指導を行いましたので、お知らせします。
１．本件会社は、タクシー車内に設置したタブレット端末付属のカメラを用いてタクシー
利用者の顔画像を撮影して広告配信に利用しているが、その旨をタクシー利用者
に対して十分に告知していなかった。当委員会は、本件会社に対し、タクシー利用
者に対する分かりやすい説 明の徹底等について、平成30年11月30日付けで指導
を行ったが、今般、平成31年４月に至るまで改善策が実施されていなかったことが
判明し た。

２．当委員会は、タクシー利用者の権利利益に対する影響の程度や、事業者における
顧客目線の重要性という観点に加え、当委員会の指導への対応に時間を要した組
織体制上の問題点も考慮し、今回、再度の指導を実施することとした。

３．顔画像を撮影していることのタクシー利用者に対する説明については、本件会社
において、平成31年４月以降、乗車時にタブレット端末の画面上で告知を表示する
対応がなされているところ、その他の改善策についても方針に関する報告は受けて
おり、引き続きフォローしてゆく。当委員会としては、事業者において適法性の検討
が十分になされた上で、新たなデジタル技術を活用した事業やサービスが円滑に
実現されるよう取り組んでまいります。
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取得にあたっての利用目的の明示について個人情報保護委員会は厳しい態度②

〇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（令和元年12月４ 日）
１ リクルート社及びリクルートキャリア社に対する勧告
⑴ 勧告の原因となる事実
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。

⑵ 主な勧告事項
個人データを取り扱う際に、適正に個人の権利利益を保護するよう、組織体制を見直し、経営陣をはじ
めとして全社的に意識改革を行い、以下の事項を含め、必要な措置をとること
〇 （略）
〇 個人情報を取得する際は、商品等の内容をできる限り特定し、当該利用目的の通知又は公表を適
切に行うこと
○ （略）
２ 本サービスを利用していた企業に対する指導
本サービス利用企業に対する調査の結果、本サービスに関する利用目的の通知又は公表等が不適切
であったことや個人データを外部に提供する際の法的検討ないし当該法的整理に従った対応等が不適
切であった。
このため別紙に掲載する企業に対し、以下の事項について適切に対応するよう指導を行った。
⑴ 利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
⑵⑶ （略）
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取得にあたっての利用目的の明示について個人情報保護委員会は厳しい態度③

〇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いました。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いました。詳細は、別
紙を参照願います。

• また、このようなウェブサイトの中には、マイニングツール等のプログラムが設置されており、パ
ソコンの処理能力が意図せずに使用され、動作が遅くなるなどの事象が生じる可能性もござい
ますので、いずれのサイトも閲覧されませんようお願いします。

（別紙）
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。
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利用目的の特定（公表されている情報を取得する場合）

• 登記簿等により公開されているものでも個人情報であることに変わりはなく、それを取得する場合には利用目的の特定が必要です。
（QA2-4）

• 名簿業者から個人の名簿を購入すること自体は禁止されていませんが、その購入に際しては、適正取得（法第 17 条第１項）や第三者提
供を受ける際の確認・記録義務（法第 26 条）が適用される点に留意する必要があります。また、個人情報保護委員会のホームページ上
で、当該名簿業者がオプトアウトの届出をしていることを確認する必要があると解されます。（QA3-2)

• 個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合、それらの情報を①単に閲覧するにすぎない場合には「個人情報を取
得」したとは解されませんが、②当該情報をデータベース化する場合は、「個人情報を取得」したと解し得るものと考えられます。（Q3-4)

〇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いました。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いました。詳細は、別紙を参照願います。

• また、このようなウェブサイトの中には、マイニングツール等のプログラムが設置されており、パソコンの処理能力が意図せずに使用され、
動作が遅くなるなどの事象が生じる可能性もございますので、いずれのサイトも閲覧されませんようお願いします。

（別紙）
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。

➡官報や登記簿、新聞等で公開・公表されている個人情報をデータベース化する場合には、利用目的の通知・公表（法18条１項）が必要とな
る。また、その情報を第三者に提供する場合には本人の同意が必要となる（法23条１項）。個人データの取扱いの委託に基づき提供する
という整理ができる場合には、本人の同意は不要か？（法23条５項１号）

➡このような整理がなされていない公表情報（※公表することにより個人データの第三者提供に該当）を取得して利用する事業者においては、
不適正取得（法17条１項）となり得るので留意が必要。個人情報保護委員会のホームページ上でオプトアウトの届出をしているか確認必
要。



オプトアウトの権利の強化

44



45

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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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。
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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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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。



68

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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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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改正法における個人関連情報の第三者提供規制の概要

出所：個人情報保護委員会資料
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個人関連情報に関する規制の一般的フロー

出所：個人情報保護委員会資料
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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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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
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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（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
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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。

【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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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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改正内容の実務上の整理

• クッキー（Cookie）やＩＰアドレスなどの識別子情報が個人情報保護法上の
「個人情報」として扱われることになるわけではない。すなわち、他の情報
等と紐づけられ、特定の個人を照合することができる場合には、「個人情
報」となる点は現行個人情報法と変更はない。

• DMP事業者等（「個人関連情報取扱事業者」）から、CookieやＩＰアドレス
などの識別子情報に紐づいた「個人情報」ではない個人に関する情報（閲
覧履歴や趣味趣向等）の情報（「個人関連情報」）の提供を受ける利用企
業（「第三者」）は、（他の情報と突合して）「個人データ」として取得する場
合には、CookieやＩＤ等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。

• DMP事業者等（「個人関連情報取扱事業者」）は、利用企業（「第三者」）が
CookieやＩＰアドレス等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していることを確認し、記録を作
成・保存する義務を負う。
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実務上の影響

• 現在、DMP（Data Management Platform）を利用した行動ターゲティング
広告を実施する場合、利用企業は、「個人データの取扱いの委託」（法23

条５項１号）として、DMP事業者が「第三者」に該当しないものとして、本人
の同意を得ずに、CookieやＩＰアドレス等の情報を提供し、DMP事業者か
らこれに紐づいた閲覧履歴や趣味趣向のデータを取得し、自社にある、
CookieやＩＰアドレス等に紐づいた氏名・住所等と突合し、個人データとし
て利用している。

• 改正により、利用企業は、CookieやＩＰアドレス等に紐づいた閲覧履歴や
趣味趣向などのデータを個人データとして取得することを認める旨の本人
の同意を取得することが必要となる。

• DMP事業者においては、利用企業が閲覧履歴や趣味趣向などのデータを
個人データとして取得することを認める旨の本人の同意を取得したか確認
し、記録を作成・保存することが必要となる。
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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。



93

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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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。）。
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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



106

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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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。）
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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。
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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

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。



132

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。

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。
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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。
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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）


