
改正個人情報保護法ガイドライン

弁護士法人三宅法律事務所

弁護士 渡邉 雅之

越田 晃基

弁護士法人三宅法律事務所 パートナー
弁護士渡邉雅之／越田 晃基
TEL: 03-5288-1021 

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp

k-koshida@miyake.gr.jp

mailto:m-watanabe@miyake.gr.jp


2

改正ガイドライン

「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

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210930_APPI_QA.pdf

令和２年改正法関係（未施行）
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2109_APPI_QA_4ejj3t.pdf

令和３年９月30日先行施行
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2109_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210930_APPI_QA.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2109_APPI_QA_4ejj3t.pdf


令和３年９月30日先行施行部分

※一部、2022年４月１日施行あり
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防犯カメラ関係①

Ａ１－12 本人を判別可能なカメラ画像やそこから得られた顔認証データを取り扱う場合、個人情報の
利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内でカメラ画像や顔認証データを利用しなければな
りません。また、個人情報の利用目的をあらかじめ公表するか、又は個人情報の取得後速やかに本人に
通知若しくは公表する必要があります。
具体的には、店舗に設置した防犯カメラによりカメラ画像を取得し、そこから顔認証データを抽出し

てこれを防犯目的で利用する場合、本人においてかかる取扱いが行われるとは合理的に予測・想定でき
ないと考えられ、また、顔認証データはマーケティング等他の目的にも利用され得る個人情報であるこ
とから、防犯のためにカメラ画像及び顔認証技術を用いた顔認証データの取扱いが行われることを本人
が予測・想定できるように利用目的を特定し、これをあらかじめ公表又はその取得後速やかに通知・公
表する必要があると考えられます。
また、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示する等、防犯カメラにより自

らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための措置を講ずる必要があ
ります。さらに、カメラ画像の取得主体、カメラ画像の内容、カメラ画像及び顔認証データの利用目的
、問い合わせ先等を本人が確認できるよう、これらを店舗の入口や設置場所等に明示するか、又は、こ
れらを掲載した WEB サイトの URL 又は QR コード等を示すことが考えられます。
カメラ画像や顔認証データを体系的に構成して個人情報データベース等を構築した場合、個々のカメ

ラ画像や顔認証データを含む情報は個人データに該当するため、個人情報保護法に基づく適切な取扱い
が必要です。
なお、カメラ画像を取得してこれを防犯目的のみに利用し、顔認証データは取り扱わない、従来型の

防犯カメラの場合には、「取得の状況からみて利用目的が明らか」（法第18 条第４項第４号）である
ことから、利用目的の通知・公表は不要と考えられますが、かかる場合であっても、防犯カメラが作動
中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示する等、防犯カメラにより自らの個人情報が取得されて
いることを本人において容易に認識可能とするための措置を講ずることが望ましいと考えられます。
（令和３年９月更新）

Ｑ１－12 店舗に防犯カメラを設置し、撮影したカメラ画像やそこから得られた顔認証データを防犯目的で利用す
ることを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような措置を講ずる必要がありますか。
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防犯カメラ関係①（修正履歴）

（個人情報）
Ａ１－1112 本人を判別可能なカメラ画像やそこから得られた顔認証データを取り扱う場合、個人情報の利用目的をできる限

り特定し、当該利用目的の範囲内でカメラ画像や顔認証データを利用しなければなりません。本人を判別可能なカメラ画像を
撮影録画する場合は、個人情報の取得となりますので、また、個人情報の利用目的をあらかじめ公表するしておくか、又は個
人情報の取得後速やかに本人に通知若しくは公表することが必要がありますです。
防犯カメラにより、防犯目的のみのために撮影する場合、「取得の状況からみて利用目的が明らか」（法第 18 条第４項第

４号）であることから、利用目的の通知・公表は不要と解されますが具体的には、店舗に設置した防犯カメラによりカメラ画
像を取得し、そこから顔認証データを抽出してこれを防犯目的で利用する場合、本人においてかかる取扱いが行われるとは合
理的に予測・想定できないと考えられ、また、顔認証データはマーケティング等他の目的にも利用され得る個人情報であるこ
とから、防犯のためにカメラ画像及び顔認証技術を用いた顔認証データの取扱いが行われることを本人が予測・想定できるよ
うに利用目的を特定し、これをあらかじめ公表又はその取得後速やかに通知・公表する必要があると考えられます。
また、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示する等、本人防犯カメラに対して自身より自らの個

人情報が取得されていることを本人において容易に認識させる可能とするための措置を講ずる必要があります。さらにことが
望ましいと考えられます。更に、カメラ画像の取得主体や、カメラ画像の内容を確認できるよう、カメラ画像及び顔認証デー
タの利用目的、問い合わせ先等についてを本人が確認できるよう、これらを店舗の入り口入口や設置場所等に明示するかある
いはこれ、又は、これらを掲載した WEB サイトの URL 又は QR コード等を示すことが考えられます。
また、カメラ画像や顔認証データを体系的に構成して個人情報データベース等を構築した場合、個々のカメラ画像や顔認証

データを含む情報は個人データに該当するため、個人情報保護法に基づく適切な取扱いが必要です。

なお、「顔認証」等の画像処理の方法等は利用目的として直ちに記載が求められているものではないものの、透明性を確保
するために、カメラの設置者は被写体となる本人が確認できるよう、画像処理の方法等の詳細やプライバシーポリシーについ
て掲載したWEB サイトの URL 又は QR コード等を示すことが考えられます。
なお、カメラ画像を取得してこれを防犯目的のみに利用し、顔認証データは取り扱わない、従来型の防犯カメラの場合には

、「取得の状況からみて利用目的が明らか」（法第18 条第４項第４号）であることから、利用目的の通知・公表は不要と考え
られますが、かかる場合であっても、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示する等、防犯カメラに
より自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための措置を講ずることが望ましいと考えら
れます。
（令和３年９月平成 30 年 12 月更新）

Ｑ１－1112 店舗に防犯カメラを設置し、撮影した顔カメラ画像やそこから得られた顔認証データを防犯目的で利用することを考えていま
す。個人情報保護法との関係で、どのような措置を講ずる必要がありますか。
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防犯カメラの画像の顔認証データ利用の取扱いの変更

• 防犯カメラにより、防犯目的のみのために撮影する場合、「取得の状況からみて利用目的が
明らか」（法第 18 条第４項第４号）であることから、利用目的の通知・公表は不要と解される。

• 改正前は防犯カメラのカメラ画像から得られた顔認証データを防犯目的で利用する場合は、
「取得の状況からみて利用目的が明らか」の範疇に入るものとして扱い、利用目的の通知・
公表は不要という扱いであった。

• 改正後は、店舗に設置した防犯カメラによりカメラ画像を取得し、そこから顔認証データを抽
出してこれを防犯目的で利用する場合、本人においてかかる取扱いが行われるとは合理的
に予測・想定できないと考えられ、また、顔認証データはマーケティング等他の目的にも利用
され得る個人情報であることから、防犯のためにカメラ画像及び顔認証技術を用いた顔認
証データの取扱いが行われることを本人が予測・想定できるように利用目的を特定し、これ
をあらかじめ公表又はその取得後速やかに通知・公表する必要があると考えられるとされた。

• 改正前は、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示する等、防犯カ
メラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするため
の措置を講ずることが「望ましい」とされていがた、改正後は「必要がある」とされた。

• 改正後は、カメラ画像を取得してこれを防犯目的のみに利用し、顔認証データは取り扱わな
い、従来型の防犯カメラの場合には、「取得の状況からみて利用目的が明らか」（法第18 条
第４項第４号）であることから、利用目的の通知・公表は不要と考えられるものの、かかる場
合でも、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示する等、防犯カメ
ラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能とするための
措置を講ずることが「望ましい」との記述が追加された。
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防犯カメラ関係②

Ａ１－13 当初防犯目的のために取得したカメラ画像やそこから得られた顔認証データを、マーケティ
ング等の商業目的のために利用する場合には、あらかじめ本人の同意を得る必要があります（法第 16 
条第１項）。
なお、当初から商業目的のためにカメラ画像や顔認証データを取得する場合については、Ｑ１－12 を
参照のこと。
（令和３年９月更新）

Ｑ１－13 防犯目的のために取得したカメラ画像やそこから得られた顔認証データをマーケティング等の商業目
的に利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、どのような措置を講ずる必要がありますか。

Ｑ１－1312 店舗 防犯目的のために取得したカメラを設置し、撮影した顔画像やそこから得られた顔認
証データをマーケティング等の商業目的に利用することを考えています。個人情報保護法との関係で、
どのような措置を講ずる必要がありますか。

Ａ１－12 －13 本人を判別可能なカメラ画像やそこから得られた顔認証データを取り扱う場合、個人情
報の利用当初防犯目的をできる限り特定し、あらかじめ公表するか、又は個人情報の取得後速やかに本
人に通知若しくは公表するとともに、当該利用目的の範囲内でカメラ画像や顔認証データを利用しなけ
ればなりません。なお、防犯目的のみのために取得したカメラ画像やそこから得られた顔認証データに
ついて、他を、マーケティング等の商業目的のために利用しようとする場合、には、あらかじめ本人の
同意を得る必要があります。（法第 16 条第１項）。
なお、当初から商業目的のためにカメラ画像や顔認証データを取得する場合については、Ｑ１－12 を

参照のこと。
（令和３年９月更新）

・改正前後で大きな取扱いの変更はない。
・当初の利用目的が「防犯目的」のみであることがQで明確化された。
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電光掲示板等に内蔵されたカメラ

Ｑ１－13－３16 電光掲示板等に内蔵したカメラで撮影した本人の顔画像から、性別や年齢といった
属性情報を抽出し、当該本人向けにカスタマイズした広告を電光掲示板等に表示しています。属性情
報を抽出した後、顔画像は即座に削除しています。個人情報保護法上、どのような措置を講ずる必要
がありますか。

Ａ１－13－３ 16 個人情報取扱事業者は、カメラにより特定の個人を識別できる顔画像を撮影した
取得する場合、個人情報を取得したすることになりますので、となるため、偽りその他不正の手段
による取得とならないよう、事業者はカメラが作動中であることを掲示する等、カメラにより自身
自らの個人情報が取得されていることを本人がにおいて容易に認識することが可能となるするため
の措置を講ずる必要があります。
また、個人情報取扱事業者が、一連の取扱いにおいて、顔画像を取得した後、顔画像から属性情

報を抽出した上で、当該属性情報に基づき当該本人向けに直接カスタマイズした広告を配信する場
合、当該顔画像を直ちに廃棄したとしても、当該顔画像について、特定の個人を識別した上で、広
告配信を行っていると解されます。このようにため、個人情報取扱事業者は、顔画像を取り扱う場
合には、そのから抽出した属性情報に基づき広告配信が行われることを本人が予測・想定できるよ
うに利用目的をできる限り特定し、あらかじめ公表するか、又は個人情報の取得後速やかに本人に
これを通知若しくは・公表するとともに、当該利用目的の範囲内で顔画像を利用しなければなりま
せん。
（平成 30 年 12 月追加令和３年９月更新）

※内容的に大きな変更はないが、「顔画像から抽出した属性情報に基づき広告配信が行われること
を本人が予測・想定できるように利用目的を特定」することが必要になる。
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第三者に該当しない場合（委託先において新たに個人データ取得）

Ｑ７－36 当社は、外部事業者を利用して消費者アンケート調査を実施します。当該外部事業者において新たに個人デ
ータを取得し、その結果を集計して統計情報を作成し、当社は統計情報のみ提供を受けます。この場合、当社は当該
外部事業者に対して個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）をしているものと考えられますか。（
※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点から、先んじて標記Ｑ＆Ａ５－26－２として追加）

Ａ７－36 個別の事例ごとに判断することになりますが、外部事業者のみがアンケート調査に係る個人データを取り扱
っており、調査を依頼した事業者が一切個人データの取扱いに関与しない場合は、通常、当該個人データに関しては
取扱いの委託をしていないと解されます。この場合、当該外部事業者は委託を受けることなく自ら個人データを取り
扱う主体となり、例えば、本人から保有個人データの開示等の請求があった場合には、これに対応する必要がありま
す。
他方、例えば、調査を依頼した事業者が当該個人データの内容を確認できる場合は、当該個人データに関して取扱

いの委託をしていると解されます。また、契約上、調査を依頼した事業者に個人データの取扱いに関する権限が付与
されている場合や、外部事業者における個人データの取扱いについて制限が設けられている場合には、当該個人デー
タに関して取扱いの委託をしていると解されます。
（令和３年９月追加）

※外部事業者に統計情報の作成を依頼する場合において、①当該外部事業者が新たに個人データを取得する場合で、か
つ、②調査を依頼した事業者が個人データを取り扱わない場合には、個人データの取扱いの委託（法25条１項１号）に
該当しない。
➡この場合、依頼した事業者から外部事業者に個人データを提供することは「第三者」への提供に該当し、本人の同意
が必要となる。
➡外部事業者は新たに取得した個人データ（保有個人データとなる）を取り扱う主体となり、本人からの保有個人デー
タの開示請求等に応じる必要がある。

※外部事業者に統計情報の作成を依頼する場合において、①当該外部事業者が新たに個人データを取得する場合で、か
つ、（②－１）調査を依頼した事業者が当該個人データの内容を確認できる場合、（②－２）契約上、調査を依頼した
事業者に個人データの取扱いに関する権限が付与されている場合、または、（②－３)外部事業者における個人データ
の取扱いについて制限が設けられている場合には、個人データの取扱いの委託をしているものと解される。
➡この場合、依頼した事業者から外部事業者に個人データを提供することは「第三者」への提供に該当せず、本人の同
意は不要。
➡外部事業者が新たに取得した個人データを依頼した事業者に提供することも「委託」の範囲内であり、本人の同意は
不要。
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第三者に該当しない場合（委託先が取得した個人データの独自利用）

Ｑ５－26－６ 広告配信の委託を受け、これに伴って提供された氏名・メールアドレス等の個人データを利用し
て広告配信を行い、当該広告に対する本人の反応等の別の個人データを取得しました。取得した別の個人
データを自社のために利用することができますか。（※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点か
ら、先んじて標記Ｑ＆Ａ５－26－６として追加）

Ａ５－26－６
個人データの取扱いの委託を受けた者は、当該個人データのみならず、当該個人データを利用して取得した
個人データについても、委託された業務以外に取り扱うことはできません。したがって、当該広告に対する本
人の反応等の別の個人データを委託先が自社のために利用することはできません。
（令和３年９月追加）

※Ｑ＆Ａ５－26－２（前頁）のとおり、委託元事業者が委託先事業者が新たに取得した個人データに
一切関与しない場合には、委託先事業者の保有個人データとなり、委託先事業者が明示した利用目
的の範囲内で利用できるものと考えられる。
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第三者に該当しない場合（委託先事業者による統計情報の独自作成）

Ｑ７－38 委託に伴って提供された個人データを、委託先が自社のために統計情報に加工した上で利
用することはできますか。（※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点から、先んじて標記
Ｑ＆Ａ５－26－４として追加）

Ａ７－38 委託先は、委託（法第 23 条第５項第１号）に伴って委託元から提供された個人データを
、委託された業務の範囲内でのみ取り扱わなければなりません。委託先が当該個人データを統計情報
に加工することが委託された業務の範囲内である場合には、委託先は当該加工を行うことができます
が、委託された業務の範囲外で委託先が当該加工を行い、作成された統計情報を自社のために用いる
ことはできません。
（令和３年９月追加）

※今回の改正で一番実務上、影響が大きいＱ＆Ａ
• 個人データの取扱いの委託をする場合において、委託元と委託先の事業者との契約において、委託
業務以外に、委託先の事業者において統計情報を作成することを許容する条項を入れている場合が
あるが、このような取扱いが認められなくなる。

• 令和２年９月の改正で、委託先の事業者において独自に匿名加工情報を作成することができないＱ
＆Ａ11-13-3が追加されたが、この場合よりも実務上の影響が大きいと考えられる。

• 実務上の対応としては、委託先の事業者は委託元の事業者との契約を改正し、委託元の事業者のた
めに統計情報を作成することとする必要がある。なお、この場合、複数の委託先の事業者から受け
た個人データを本人ごとに突合して統計情報を作成することはできない。これに対して、それぞれ
の委託元の事業者からの指示に基づき、①本人ごとに突合することなく、②サンプルとなるデータ
を増やす目的で、１つの統計情報を作成して、委託元の事業者に提供することはできる（ＱＡ７－
４３）。

• 令和２年９月の委託先事業者による匿名加工情報の独自作成の禁止のＱ＆Ａ11-13-3から一定期間、
個人情報保護委員会の態度が留保されていたこと、過去のパブコメ回答でもこの点の質問について
回答が留保されていたことから、直ちにそれまでの取扱いが問題になることはないのではないか。
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参考：委託先の事業者による匿名加工情報の独自作成

Ｑ11－13－３ 委託に伴って提供された個人データを、委託先が自社のために匿名加工情報に加工し
た上で利用することはできますか。

Ａ11－13－３ 委託先は、委託（法第 23 条第５項第１号）に伴って委託元から提供された個人デー
タを、委託された業務の範囲内でのみ取り扱わなければなりません。委託先が当該個人データを匿名
加工情報に加工することが委託された業務の範囲内である場合には、委託先は当該加工を行うことが
できますが、委託された業務の範囲外で委託先が当該加工を行い、作成された匿名加工情報を自社の
ために用いることはできません。
（令和２年９月追加）
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参考：委託先の事業者による統計情報の独自作成に関するパブコメ

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」の改正案に関する意見募集の結果について」（2018年12月25日）８番（４頁～５頁）
【意見】
「委託された個人データの取扱いに関する業務以外」の具体的内容を明記して頂きたいです。なぜなら、委託先への監督責任の内容に影響がある

と考えるからです。
【理由】
「委託された個人データの取扱いに関する業務以外に個人データを利用することはできない」は、「委託された個人データの取扱いに関する業務」を

超え、委託先が行っている事業のために当該個人データを利活用することは認められないと解する事ができます。そうすると、委託された業務を超え
、委託先事業のために「当該個人データを統計情報に至るまで加工し」利活用する場合も認められないと解するのでしょうか？
例えば、ある会社（個人情報取扱事業者）が、当該会社の従業員から「人事管理のため」に取得した個人情報（個人データ）を、人事管理システムを

開発・運営するシステム会社に「当該会社従業員の人事管理のため」に業務委託した場合を考えます。
このようなシステム会社が、委託された人事管理業務を行うに加え、運営しているシステム開発・改良を施すため委託された個人データの処理・分

析等を行うことは、「委託された個人データの取扱いに関する業務」である人事管理業務を超え、システム会社の事業（システム開発運営）と言え、「委
託された個人データの取扱いに関する業務以外」となり、このような行為は許されないと言えそうです。またこのように考えると、委託元である会社は、
システム会社に個人データを委託する際の監督責任として、このような行為を控える（禁止する）対応義務が生じることになりそうです。
個人データを統計情報に至るまで加工すれば法規制の対象にはなりません。しかし、システム会社の行うデータ処理・分析等が、統計情報に至るま

で加工されているか否かについては、委託元にはわからないのが現状です。そうすると、委託元は、（少なくとも）委託先への監督責任として統計情報
に至るまで個人データを加工している旨の確約を得る必要があるのでしょうか。
「委託された個人データの取扱いに関する業務以外」をどのように解釈するべきか、特に、当該個人データの統計情報に至るまでの加工行為の目

的が「委託された個人データの取扱いに関する業務以外」であれば禁止されると解釈する事になるのか（否か）、ご検討頂けますと幸いです。
【匿名】

【個人情報保護委員会の回答】
委託された業務以外に個人データを取り扱っている事例の具体例については、実態に即してＱ＆Ａ等においてお示しすることを検討してまいります。

〇上記のパブコメを受けて追加されたガイドラインQ&A

（第三者に該当しない場合）
Ｑ５－26－２ガイドライン（通則編）３－４－３の「（1）委託（法第 23 条第５項第１号関係）」に、個人情報保護法上委託に該当しない場合として記載さ
れている「委託された業務以外に当該個人データを取扱う」事例としては、どのようなものがありますか。
Ａ５－26－２ 次のような事例が考えられます。
事例１）個人情報取扱事業者から個人データの取扱いの委託を受けている者が、提供された個人データを委託の内容と関係のない自社の営業活動
等のために利用する場合
事例２）複数の個人情報取扱事業者から個人データの取扱いの委託を受けている者が、各個人情報取扱事業者から提供された個人データを区別せ
ずに混ぜて取り扱っている場合
（平成 30 年 12 月追加）

※上記のとおり、2018年（平成30年）12月15日のパブコメにおいて委託先事業者による統計情報の独自作成について質問がなされたにもかかわら
ず、個人情報保護委員会は明確な回答をせず、2021年９月30日までガイドラインＱ＆Ａにおいてこの点の解釈は示されなかった。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181285
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第三者に該当しない場合（委託先における自社の分析技術改善のための利用）

Ｑ７－39 委託に伴って提供された個人データを、委託業務を処理するための一環として、委託
先が自社の分析技術の改善のために利用することはできますか。（※2021年９月30日に個人
の権利利益を保護する観点から、先んじて標記Ｑ＆Ａ５－26－５として追加）

Ａ７－39 個別の事例ごとに判断することになりますが、委託先は、委託元の利用目

的の達成に必要な範囲内である限りにおいて、委託元から提供された個人データを
、自社の分析技術の改善のために利用することができます。
（令和３年９月追加）

※Ｑ＆Ａ７-38により、委託先は委託業務以外で委託された個人データについて
独自に統計情報を作成することは認められないこととされたが、自社の分析技
術の改善のために利用することは認められることとされた。
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第三者に該当しない場合（委託元から統計情報の作成の委託を受ける場合）

Ｑ７－43 A 社及び B 社から統計情報の作成の委託を受ける場合に、以下の取扱いをすることはできますか。
①A 社及び B 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って
提供を受けた個人データを本人ごとに突合することで、本人ごとに個人データの項目を増やす等した上で統計
情報を作成し、これを A 社及び B 社に提供すること
②A 社及び B 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って
提供を受けた個人データを本人ごとに突合することなく、サンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて１
つの統計情報を作成し、これを A 社及び B社に提供すること
（※2021年９月30日に個人の権利利益を保護する観点から、先んじて標記Ｑ＆Ａ５－26 －７として追加）

Ａ７－43 
①個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、複数の委託を受ける委託先は、各委託
元から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することはできません。したがって、A 社から
委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合
することはできず、突合して得られた個人データから統計情報を作成することもできません。
外部事業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において提供を受けた個人デー
タを本人ごとに突合して統計情報を作成する場合には、A 社及び B 社においてそれぞれに対する第三者提
供に関する本人の同意を取得する等の対応を行う必要があります。
②A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人
ごとに突合していないため、委託先において A 社から委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委
託に伴って提供を受けた個人データをサンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて１つの統計情報を作
成することができます。
（令和３年９月追加）

※複数の委託元事業者から委託を受けて統計情報を作成する場合でも、複数の委託元事業者の個人デ
ータを本人ごとに突合することは認められないことになった。

※この場合に、それぞれの委託元の事業者からの指示に基づき、①本人ごとに突合することなく、②
サンプルとなるデータを増やす目的で、１つの統計情報を作成して、Ａ社・Ｂ社に提供することは
できる。
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第三者に該当しない場合（委託先による独自に取得した個人データ・個人関連情報の本人との突合）

Ｑ７－41 委託に伴って提供された個人データを、委託先が独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本
人ごとに突合することはできますか。（令和２年改正法関連：2022年４月１日施行）

Ａ７－41 
• 個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、委託先は、委託に伴って委託元から提

供された個人データを、独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本人ごとに突合することはでき
ません。

• したがって、個人データの取扱いの委託に関し、委託先において以下のような取扱いをすることはできま
せん。
事例１）既存顧客のメールアドレスを含む個人データを委託に伴って SNS 運営事業者に提供し、当該

SNS 運営事業者において提供を受けたメールアドレスを当該 SNS 運営事業者が保有するユー
ザーのメールアドレスと突合し、両者が一致した場合に当該ユーザーに対し当該 SNS 上で広告
を表示すること

事例２）既存顧客のリストを委託に伴ってポイントサービス運営事業者等の外部事業者に提供し、当該外
部事業者において提供を受けた既存顧客のリストをポイント会員のリストと突合して既存顧客を除
外した上で、ポイント会員にダイレクトメールを送付すること

• これらの取扱いをする場合には、①外部事業者に対する個人データの第三者提供と整理した上で、原則
本人の同意を得て提供し、提供先である当該外部事業者の利用目的の範囲内で取り扱うか、②外部事
業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において本人の同意を取得する等の
対応を行う必要があります。

（令和３年９月追加）

※Ｑ＆Ａ７-42（次頁）と異なり、提供元（委託元）に、委託元が提供した個人データに、委託先が独
自に突合した個人データや個人関連情報を付加したものを返すことを想定していない場合も、「個
人データの取扱いの委託」には該当しないことが明確化された。

※外部事業者に提供するにあたり、提供元が本人の同意を取得するか、あるいは、外部事業者が委託
と整理した上で本人の同意を取得することが必要となる（後者は本人の同意が取得できない場合も
あるので困難か？）。
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第三者に該当しない場合（委託先による独自に取得した個人データ・個人関連情報の本人との突合）

Ｑ７－42 委託に伴って提供された個人データを、委託先が独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本
人ごとに突合し、新たな項目を付加して又は内容を修正して委託元に戻すことはできますか。（令和２年改正
法関連：2022年４月１日施行）

Ａ７－42 
• 個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、委託先は、委託に伴って委託元から提

供された個人データを、独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本人ごとに突合することはでき
ず、委託先で新たな項目を付加して又は内容を修正して委託元に戻すこともできません。

• したがって、個人データの取扱いの委託に関し、委託先において以下のような取扱いをすることはできま
せん。
事例１）顧客情報を外部事業者に委託に伴って提供し、当該外部事業者において提供を受けた顧客情報
に含まれる住所について、当該外部事業者が独自に取得した住所を含む個人データと突合して誤り
のある住所を修正し、当該顧客情報を委託元に戻すこと

事例２）顧客情報をデータ・マネジメント・プラットフォーム等の外部事業者に委託に伴って提供し、当該外
部事業者において、提供を受けた顧客情報に、当該外部事業者が独自に取得したウェブサイトの閲
覧履歴等の個人関連情報を付加し、当該顧客情報を委託元に戻すこと

• これらの取扱いをする場合には、委託先において本人の同意を取得する等、付加・修正する情報を委託
元に適法に提供するための対応を行う必要があります。なお、事例１）については、当該外部事業者が住
所を含む個人データについて、法第 23 条第２項に従って個人情報保護委員会への届出等を行っており
、オプトアウトによる第三者提供が可能である場合には、あらかじめ本人の同意を取得することなく、当該
顧客情報を委託元に戻すことができます。

（令和３年９月追加）

※委託先が、委託元から提供を受けた個人データに独自に取得した個人データ・個人関連情報を本人
と突合することは「個人データの取扱いの委託」ではないこととされた。

※これにより、ＤＭＰ事業者や広告配信事業者などの外部事業者に個人データを提供する際に、本人
の同意（あるいはオプトアウト）を得て提供することが必要となる。
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提供元基準（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）➡個人情報保護委員会はこちらの考え方を採用
「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。

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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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）」の第三者提供に該当する。

「個人データの取扱いの委託」と言えるのか問題とな
る（⇒リクナビ問題を受け、多くの広告配信業者や
DMP事業者は「個人データの取扱いの委託」と整理）

しかし、Ｑ＆Ａの改正で、提供（委託）を受けた個人
データに独自に閲覧履歴や趣味嗜好のデータを突合
して付けるのは「個人データの取扱いの委託」には該
当しないことが明確化された。

出所：個人情報保護委員会資料を修正
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参考：個人関連情報

Ｑ８－９ 個人データの取扱いの委託に伴って委託先に個人データを提供しました。委託先
にとって当該データが個人データに該当せず、個人関連情報に該当する場合、委託先が当
該データを委託元に返す行為について、法第 26 条の２第１項は適用されますか。

Ａ８－９
• 個人データの取扱いの委託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、法第 26 条の２第１項は適用されませ
ん。

• ただし、委託先が、委託先で独自に取得した個人関連情報を当該データに付加し、その付
加後の当該データを委託元に返す場合には、法第 26 条の２第１項が適用されます。



令和２年改正法関係

（2022年４月１日施行）

24
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不適正利用の禁止②

Ａ３－１
• 法第 16 条の２における「違法又は不当な行為」とは、個人情報保護法その他の法

令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえないものの、個人情報保護法その他
の法令の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない
行為をいいます。

• そのため、法第 16 条の２における「違法又は不当な行為」に該当するか否かは個

別の事案ごとに判断されますが、必ずしも個人情報保護法に違反する行為や個人
情報保護法に照らして不当と考えられる行為に限定されません。

〇参考
（不適正な利用の禁止）

第十六条の二 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。

Ｑ３－１ 法第 16 条の２における「違法又は不当な行為」とは、個人情報保
護法に違反する行為又は個人情報保護法に照らして不当と考えられる行為
に限られますか。
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不適正利用の禁止②

Ａ３－２
• 法第 16 条の２における違法又は不当な行為を「助長」するおそれがある方法による個人情
報の利用とは、個人情報の利用が、直接に、既に存在する特定の違法又は不当な行為をさ
らに著しくするおそれがあることをいいます。

• また、違法又は不当な行為を「誘発」するおそれがある方法による個人情報の利用とは、個
人情報の利用が原因となって、違法又は不当な行為が新たに引き起こされるおそれがあるこ
とをいいます。

• そして、「助長」又は「誘発」の対象となる「違法又は不当な行為」の主体は、第三者に限られ
ません。

• そのため、個人情報取扱事業者が、第三者の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する場合のみならず、当該個人情報取扱事業
者自身の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
報を利用する場合も、法第 16 条の２により禁止される不適正利用に該当します。

〇参考
（不適正な利用の禁止）
第十六条の二 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。

Ｑ３－２ 個人情報取扱事業者が、当該個人情報取扱事業者自身の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する場合にも、不
適正利用に該当しますか。
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不適正利用の禁止③

Ａ３－３
• 法第 16 条の２は、個人情報取扱事業者が、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することを禁止しています。
• ここでいう「おそれ」の有無は、個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、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ますが、この判断に
当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における個人情報取
扱事業者の認識及び予見可能性も踏まえる必要があります。

• 個別の事案ごとに判断されますが、例えば、提供先の第三者が個人情報の取得目的を偽っていた等、個
人情報の提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることについて、提供元の事業者が
一般的な注意力をもってしても予見できない状況であった場合には、「おそれ」は認められないと考えられ
ます。そのため、この場合には、提供元の事業者による個人情報の提供は、不適正利用には該当しないと
考えられます。

• 他方で、例えば、提供の時点において、提供先の第三者が個人情報を違法に利用していることが窺われる
客観的な事情を提供元の事業者が認識しており、提供した個人情報も当該第三者により違法に利用され
ることが一般的な注意力をもって予見できる状況であったにもかかわらず、当該第三者に対して個人情報
を提供した場合には、「おそれ」が認められ、提供元の事業者による個人情報の提供は、不適正利用に該
当する可能性があります。

〇参考
（不適正な利用の禁止）
第十六条の二 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。

Ｑ３－３ 事前に本人から同意を取得した上で第三者に個人情報を提供した後に、当該第三者が、当
該個人情報を違法な行為に用いた場合、提供元の事業者による当該個人情報の提供行為は、不適
正利用に該当しますか。
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不適正利用の禁止④

Ａ３－４
• 法第 16 条の２（不適正利用の禁止）は、本人の事前の同意を得て個人情報を第三者に提供する場面にお

いて、提供元の事業者に対して、提供先の第三者による個人情報の利用目的や、当該第三者に個人情報
を違法又は不当な目的で利用する意図がないことの確認を義務付ける趣旨ではありません。

• もっとも、例えば、提供の時点において、提供先の第三者が個人情報を違法に利用していることが窺われ
る客観的な事情を提供元の事業者が認識しており、自己の提供した個人情報も当該第三者により違法に
利用されることが一般的な注意力をもって予見できる状況であったにもかかわらず、当該第三者に対して
個人情報を提供した場合には、提供元の事業者にとって、当該個人情報の提供行為が不適正利用に該当
する可能性があると考えられます。そのため、提供元の事業者が、提供先の第三者が個人情報を違法に
利用していることが窺われる客観的な事情を認識した場合には、提供に先立って提供先の第三者による個
人情報の利用目的や、当該第三者に個人情報を違法又は不当な目的で利用する意図がないことを確認す
る必要があると考えられます。

• なお、本人の事前の同意を得て個人データを第三者に提供する場合には、原則として第三者提供時の記
録義務（法第 25 条）が課されることにも注意が必要です（記録事項については、ガイドライン（確認・記録義
務編）４－２－１－２参照）。

〇参考
（不適正な利用の禁止）
第十六条の二 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。

Ｑ３－４ ガイドライン（通則編）３－２の「個人情報取扱事業者が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いる事例」事例４において、「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場合」が挙げられていますが、本人
の事前の同意を得て第三者に個人情報を提供する場面において、提供元の事業者は、あらかじめ当
該第三者による個人情報の利用目的や、当該第三者に個人情報を違法又は不当な目的で利用する意
図がないことを確認する必要がありますか。
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利用目的の通知・公表（名刺関係）

Ｑ４－15３－１２－２名刺交換により取得した連絡先に対して、自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送るこ
とはできますか。

Ａ４－15３－１２－２ 個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名
刺を渡した者が所属する個人情報取扱事業者から広告宣伝のための冊子や電子メールが送られてくることについて、
一定の予測可能性があると考えられます。この場合に、従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝
のための冊子や電子メールを送ることは、「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」に該当
すると解されます。業務時間外や、事業場外で名刺交換した場合であっても、個人情報取扱事業者の従業者であるこ
とを明らかにした上で名刺交換を行った場合は、同様に「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」に該当すると解されます。
現行の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、保有個人データを法第 16 条の規定に違反して取り扱ってい

る場合又は法第 17 条の規定に違反して取得した場合でなければ、当該保有個人データの利用の停止又は消去の請求
に応じる義務はありませんが、顧客から寄せられた冊子や電子メールの送付の停止等の要求を苦情として扱った上で
、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならず（法第 35 条第１項）、令和２年改正法（未施行）において利用
の停止又は消去の請求の要件が緩和されたことにより将来的には対応が必要になる場合があることも踏まえ、適切に
利用停止又は消去の請求に応じることが望ましいと考えられます。
なお、個人情報取扱事業者が行う広告宣伝のための電子メールに関しては、個人情報保護法だけでなく、特定電子

メールの送信の適正化等に関する法律（平成 14 年法律第 26号）における受信拒否の通知を受けた場合の対応や、当
該事業者が通信販売等をする場合には特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）における規制など、他の
法令の規定も遵守する必要があります。
（令和２３年９月追加更新）

※①顧客から寄せられた冊子や電子メールの送付の停止等の要求を苦情として取り扱い、適切迅速に処理すること
（努力義務）（法35条１項）、②適切に利用停止・消去の請求に応じることが望ましいことが削除された。
➡名刺利用が委縮しないようにするため削除されたか？
➡改正前のQ&Aの記載している取扱いも「努力義務」であり、「義務」とまではいえないので、全く否定されるもの
ではないのではないか？
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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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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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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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個人データの漏えい等の報告等①（漏えい等の考え方）

Ｑ６－１ 個人データの漏えいに該当しない「個人データを第三者に閲覧され
ないうちに全てを回収した場合」としては、どのようなものがありますか。

Ａ６－１ 次のような事例が考えられます。
事例１）個人データを含むメールを第三者に誤送信した場合において、当該第

三者が当該メールを削除するまでの間に当該メールに含まれる個人データ
を閲覧していないことが確認された場合

事例２）システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が
可能な状態となっていた場合において、閲覧が不可能な状態とするまでの
間に第三者が閲覧していないことがアクセスログ等から確認された場合
なお、上記の事例において、誤送信先の取扱いやアクセスログ等が確認で
きない場合には、漏えい（又は漏えいのおそれ）に該当し得ます。
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個人データの漏えい等の報告等②（漏えい等の考え方）

Ｑ６－２ 個人データが記録された USB メモリを紛失したものの、紛失場所
が社内か社外か特定できない場合には、漏えいに該当しますか。

Ａ６－２
個別の事例ごとに判断することとなりますが、個人データが記録されたUSBメモ
リを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えい
（又は漏えいのおそれ）に該当すると考えられます。なお、社内で紛失したま
まである場合には、滅失（又は滅失のおそれ）に該当すると考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等③（講ずべき措置）

Ｑ６－３ ガイドライン（通則編）３－５－２の「漏えい等事案が発覚した場
合に講ずべき措置」の「（１）事業者内部における報告及び被害の拡大防止
」にある「責任ある立場の者」とは、どういう役職を想定していますか。

Ａ６－３
「責任ある立場の者」の役職は限定されていませんが、あらかじめ、取扱規程
等により、漏えい等事案が発覚した場合の適切かつ迅速な報告連絡体制を整備
しておくことが必要です。

（参考）
（1）事業者内部における報告及び被害の拡大防止
責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚
時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる。
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個人データの漏えい等の報告等④（講ずべき措置）

Ｑ６－４ ガイドライン（通則編）３－５－２の「漏えい等事案が発覚した場
合に講ずべき措置」の「（１）事業者内部における報告及び被害の拡大防止
」にある「漏えい等事案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措
置を講ずる」とは、具体的には、どのような対応をとることが考えられます
か。

Ａ６－４
例えば、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には
、当該端末等の LAN ケーブルを抜いてネットワークからの切り離しを行う又は
無線 LAN の無効化を行うなどの措置を直ちに行うこと等が考えられます。

（参考）
（1）事業者内部における報告及び被害の拡大防止
責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚
時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる。
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個人データの漏えい等の報告等⑤（講ずべき措置）

Ｑ６－５ ガイドライン（通則編）３－５－２の「漏えい等事案が発覚した場
合に講ずべき措置」の「（３）影響範囲の特定」にある「把握した事実関係
による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずる」とは、どういうことで
すか。

Ａ６－５
事案の内容によりますが、例えば、個人データの漏えいの場合は、漏えいした
個人データに係る本人の数、漏えいした個人データの内容、漏えいした原因、
漏えい先等を踏まえ、影響の範囲を特定することが考えられます。

（参考）
（2）事実関係の調査及び原因の究明
漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ずる。
（3）影響範囲の特定
上記（2）で把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ず
る。
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個人データの漏えい等の報告等⑥（報告対象事態）

Ｑ６－６ 本人が第三者の作成した個人情報取扱事業者のウェブサイトに偽装
したウェブサイト（いわゆるフィッシングサイト）にアクセスし、個人デー
タを入力した場合、報告対象となりますか。

Ａ６－６
本人が第三者に個人データを詐取されており、個人情報取扱事業者から第三者
に個人データが漏えいしていないことから、当該個人情報取扱事業者による報
告対象にならないと考えられます。
なお、ウェブサイトを運営する個人情報取扱事業者においても、本人が個人情
報を詐取される等の被害に遭わないよう、対策を講じる必要があると考えられ
ます。
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個人データの漏えい等の報告等⑦（報告対象事態）

Ｑ６－７ 医療機関において、健康診断等の結果を誤って本人以外の者に交付
した場合には、報告対象となりますか。

Ａ６－７
健康診断の結果等の要配慮個人情報が含まれる個人データを漏えいした場合に
該当するため、件数にかかわらず報告対象となります。
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個人データの漏えい等の報告等⑧（報告対象事態）

Ｑ６－８ 取り扱う個人データの一部が漏えいし、当該漏えいした個人データ
によっては第三者が特定の個人を識別することができない場合でも、報告対
象となりますか。

Ａ６－８
漏えい等した情報が個人データに該当するかどうかは、当該個人データを漏え
い等した個人情報取扱事業者を基準に判断するため、報告対象事態に該当すれ
ば、報告が必要となります。
※提供元基準的な考え方
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個人データの漏えい等の報告等⑨（報告対象事態）

Ｑ６－９ 個人データである住所、電話番号、メールアドレス、SNS アカウン
トが漏えいした場合、「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」（施行規則第６条の２第２号）に該当し
ますか。

Ａ６－９
「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」（施行規則
第６条の２第２号）とは、漏えい等した個人データを利用し、本人になりすま
して財産の処分が行われる場合が想定されています。そのため、住所、電話番
号、メールアドレス、SNSアカウントといった個人データのみの漏えいは、直ち
に「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」に該当しないと考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等⑩（報告対象事態）

Ｑ６－10 個人データであるクレジットカード番号のみが漏えいした場合「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」（施行規則第６条の２第２号）に該当しますか。

Ａ６－10 
• 個人データであるクレジットカード番号のみの漏えいでも、暗証番号やセキ

ュリティコードが割り出されるおそれがあるため、「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」に該当する
と考えられます。

• なお、個人データであるクレジットカード番号の下４桁のみとその有効期限
の組合せが漏えいした場合は、直ちに「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」に該当しないと考えられ
ます。
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個人データの漏えい等の報告等⑪（報告対象事態）

Ｑ６－11 クレジットカード又はデビッドカードを誤って第三者に郵送した場
合、報告対象となりますか。

Ａ６－11 
クレジットカード又はデビットカードを誤って第三者に郵送した場合、当該カ
ードを発行した個人情報取扱事業者において、「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」に該当すると考えら
れます。なお、クレジットカード又はデビッドカードが同封された郵便物が未
開封のまま回収された場合には、通常、漏えいに該当せず、報告対象となりま
せん。
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個人データの漏えい等の報告等⑫（報告対象事態）

Ｑ６－12 個人データである銀行口座情報（金融機関名、支店名、預金種別、
口座番号、口座名義等）のみが漏えいした場合「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」（施行規則第６
条の２第２号）に該当しますか。

Ａ６－12 
• 個人データである銀行口座情報のみの漏えいは、直ちに「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」に該当
しないと考えられます。

• なお、銀行口座情報がインターネットバンキングのログインに用いられてい
る場合であって、銀行口座情報とインターネットバンキングのパスワードの
組合せが漏えいした場合には、「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」に該当すると考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等⑬（報告対象事態）

Ｑ６－13 「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」（施行規則第６条の２第２号）について、漏えい等が
生じた後に講じた措置によって財産的被害が生じるおそれがなくなった場合
でも報告対象となりますか。

Ａ６－13 
• 漏えい等事案を知った時点において、財産的被害が生じるおそれがある場合

には、その後の被害防止措置により財産的被害が生じるおそれがなくなった
としても、報告対象となると考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等⑭（報告対象事態）

Ｑ６－14 ガイドライン（通則編）３－５－３－１の「（※３）（イ）」に「
個人データを格納しているサーバや、当該サーバにアクセス権限を有する端
末において、情報を窃取する振る舞いが判明しているマルウェアの感染が確
認された場合」とありますが、個人データを格納しているサーバにおいてマ
ルウェアを検知した場合には、漏えいのおそれがあると判断されますか。

Ａ６－14 
• ガイドライン（通則編）３－５－３－１（※３）は、漏えいが発生したおそ

れがある事態に該当し得る事例を示したものであり、単にマルウェアを検知
したことをもって直ちに漏えいのおそれがあると判断するものではなく、防
御システムによるマルウェアの実行抑制の状況、外部通信の遮断状況等につ
いても考慮することになります。
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個人データの漏えい等の報告等⑮（報告対象事態）

Ｑ６－15 報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会等
への報告を行うことは可能ですか。

Ａ６－15 
可能です。この場合、報告書の様式における「規則第６条の２各号該当性」に
ついては、「非該当（上記に該当しない場合の報告）」として報告を行うこと
になります。
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個人データの漏えい等の報告等⑯（報告対象事態）

Ｑ６－16 「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ついて、高度
な暗号化等の秘匿化がされている場合」とは、どのような場合が該当しますか。

Ａ６－16 
• 報告を要しない「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ついて

、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」に該当するためには、当該漏えい等事
案が生じた時点の技術水準に照らして、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがあ
る個人データについて、これを第三者が見読可能な状態にすることが困難となるよう
な暗号化等の技術的措置が講じられるとともに、そのような暗号化等の技術的措置が
講じられた情報を見読可能な状態にするための手段が適切に管理されていることが必
要と解されます。

• 第三者が見読可能な状態にすることが困難となるような暗号化等の技術的措置として
は、適切な評価機関等により安全性が確認されている電子政府推奨暗号リストや
ISO/IEC18033 等に掲載されている暗号技術が用いられ、それが適切に実装されている
ことが考えられます。

• また、暗号化等の技術的措置が講じられた情報を見読可能な状態にするための手段が
適切に管理されているといえるためには、①暗号化した情報と復号鍵を分離するとと
もに復号鍵自体の漏えいを防止する適切な措置を講じていること、②遠隔操作により
暗号化された情報若しくは復号鍵を削除する機能を備えていること、又は③第三者が
復号鍵を行使できないように設計されていることのいずれかの要件を満たすことが必
要と解されます。
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個人データの漏えい等の報告等⑰（報告対象事態）

Ｑ６－17 テンプレート保護技術（暗号化等の技術的措置を講じた生体情報を復号する
ことなく本人認証に用いる技術）を施した個人識別符号が漏えいした場合も、報告対象
となりますか。

Ａ６－17
テンプレート保護技術を施した個人識別符号について、高度な暗号化等の秘匿化（Ｑ６－
16 参照）がされており、かつ、当該個人識別符号が漏えいした場合に、漏えいの事実を
直ちに認識し、テンプレート保護技術に用いる秘匿化のためのパラメータを直ちに変更す
るなど漏えいした個人識別符号を認証に用いることができないようにしている場合には、
「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」を講じていること
になるため、報告は不要と考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等⑱（報告義務の主体）

Ｑ６－18 委託元から個人データの取扱いの委託を受けている場合において、委託元に
おいて報告対象となる個人データの漏えい等が発生した場合、委託先は報告義務を負い
ますか。

Ａ６－18
委託先が取り扱う個人データの漏えい等が生じていないことから、委託先は報告義務を負
わないと考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等⑲（報告義務の主体）

Ｑ６－19 クラウドサービス提供事業者が、個人データを取り扱わないこととなってい
る場合（Ｑ７－53 参照）において、報告対象となる個人データの漏えい等が発生した
ときには、クラウドサービスを利用する事業者とクラウドサービス提供事業者はそれぞ
れ報告義務を負いますか。

Ａ６－19
• クラウドサービス提供事業者が、個人データを取り扱わないこととなっている場合に

おいて、報告対象となる個人データの漏えい等が発生したときには、クラウドサービ
スを利用する事業者が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、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同項の報告義
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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個人データの漏えい等の報告等⑳（報告義務の主体）

Ｑ６－20 配送事業者を利用して個人データを含むものを送る場合において、当該配送
事業者の誤配送により報告対象となる個人データの漏えいが発生したときには、配送
事業者を利用した事業者と配送事業者はそれぞれ報告義務を負いますか。

Ａ６－20
• 配送事業者は、通常、配送を依頼された中身の詳細については関知しないことから、

当該配送事業者との間で特に中身の個人データの取扱いについて合意があった場合等
を除き、当該個人データに関しては取扱いの委託をしているものではないものと解さ
れます。

• そのため、当該配送事業者の誤配送により報告対象となる個人データの漏えいが発生
したときには、配送事業者を利用した個人情報取扱事業者が報告義務を負います。

• この場合、配送事業者は、法第 22 条の２第 1 項の報告義務を負いませんが、配送事
業者を利用する事業者が安全管理措置義務及び同項の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、配送事業者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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個人データの漏えい等の報告等㉑（速報）

Ｑ６－21 ガイドライン（通則編）３－５－３－３において、報告期限の起算点となる
「知った」時点について、「個人情報取扱事業者が法人である場合には、いずれかの
部署が当該事態を知った時点を基準」とありますが、具体的には部署内の誰が認識し
た時点を基準としますか。

Ａ６－21
• 個別の事案ごとに判断されますが、部署内のある従業者が報告対象事態を知った時点

で「部署が知った」と考えられます。
• なお、従業者等の不正な持ち出しの事案においては、不正な持ち出しを行った従業者

等を除いた上で判断することとなります。
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個人データの漏えい等の報告等㉒（速報）

Ｑ６－22 漏えい等報告における報告事項となっている「二次被害又はそのおそれの有
無及びその内容」の「二次被害」にはどのような事項が含まれますか。

Ａ６－22
次のような事項が考えられます。
事例１）クレジットカードの不正利用
事例２）ポイントサービスにおけるポイントの不正利用
事例３）漏えいしたメールアドレス宛てに第三者が不審なメール・詐欺メールを送信する

こと
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個人データの漏えい等の報告等㉓（速報）

Ｑ６－23 漏えい等報告における報告事項となっている「その他参考となる事項」には
、どのような事項が含まれますか。

Ａ６－23
次のような事項が考えられます。
事例１）他の行政機関等への報告状況（捜査機関への申告状況も含む。）
事例２）外国の行政機関等への報告状況
事例３）当該個人情報取扱事業者が上場会社である場合、適時開示の実施状況・実施予定
事例４）既に報告を行っている漏えい等事案がある中で、同時期に別の漏えい等事案が発

生した場合には、両者が別の事案である旨
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個人データの漏えい等の報告等㉔（速報）

Ｑ６－24 漏えい等事案について、個人情報保護委員会に報告する場合、どのような方
法で報告すればよいですか。

Ａ６－24 
個人情報保護委員会のホームページに報告フォームを設置していますので、当該報告フォ
ームから報告してください。なお、報告先が事業所管大臣となるときは、事業所管大臣が
報告方法を定めている場合にはその方法により、定めがない場合には報告書を提出する方
法により報告してください。
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個人データの漏えい等の報告等㉕（速報）

Ｑ６－25 個人番号を含む個人データの漏えい等が発生し、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（平成 25 年法律第 27 号）第 29 条
の４の報告対象に該当するとともに、法第 22 条の２第１項の報告対象にも該当する
場合には、どのように報告を行えばよいですか。

Ａ６－25
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（平成 25 年法
律第 27 号）第 29 条の４の報告対象と、法第 22 条の２第１項の報告対象はそれぞれ個
別に判断するため、双方の報告対象に該当する場合は、双方の法に基づく報告を行う必要
があります。この場合、個人情報保護委員会のホームページにおいて双方の法に基づく報
告を一括して行うためのフォームを設置していますので、これを利用することが考えられ
ます。
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個人データの漏えい等の報告等㉖（本人への通知）

Ｑ６－26 本人への通知について、口頭で行うことは可能ですか。

Ａ６－26 
本人への通知の方法として口頭で知らせる方法も可能ですが、本人が口頭で通知を受けた
内容を事後的に確認できるようにする観点から、必要に応じて書面又は電子メール等によ
る通知を併用することが望ましいと考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等㉗（本人への通知）

Ｑ６－27 本人に関する連絡先を複数保有している場合において、１つの連絡先に連絡
して本人に連絡がとれなければ、本人への通知が困難であると解してよいですか。

Ａ６－27
• 本人への通知に関し、複数の連絡手段を有している場合において、１つの手段で連絡

ができなかったとしても、直ちに「本人への通知が困難である場合」に該当するもの
ではありません。

• 例えば、本人の連絡先として、住所と電話番号を把握しており、当該住所へ書面を郵
送する方法により通知しようとしたものの、本人が居住していないとして当該書面が
還付された場合には、別途電話により連絡することが考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等㉘（本人への通知）

Ｑ６－28 ガイドライン（通則編）３－５－４－５の「代替措置に該当する事例」である
「問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの個人データが対象となって
いるか否かを確認できるようにする」場合について、問合せ窓口として、常設している
個人情報の取扱いに関する相談を受け付ける窓口を利用することは可能ですか。

Ａ６－28
• 可能です。
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個人データの漏えい等の報告等㉙（本人への通知）

Ｑ６－29 本人への通知の代替措置として事案の公表を行う場合に、本人が特定されるお
それがある事項についてまで公表する必要がありますか。

Ａ６－29 
• 事案の公表にあたっては、公表することでかえって被害の拡大につながることがない

ように留意する必要があります。
• 公表内容については、本人へ通知すべき内容を基本としつつ、特定の個人が識別され

るおそれがある事項については、公表しないようにすることが考えられます。
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個人データの漏えい等の報告等㉙（本人への通知）

Ｑ６－30 漏えい等事案が発生した場合に、公表を行うことは義務付けられていますか。

Ａ６－30
• 本人への通知の代替措置として、事案の公表を行う場合を除き、事案の公表が義務付

けられているものではありませんが、漏えい等事案の内容等に応じて、公表すること
が望ましいと考えられます。

• なお、二次被害の防止の観点から必要がないと認められる場合や、公表することでか
えって被害の拡大につながる可能性があると考えられる場合には、公表を行わないこ
とが考えられます。
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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①

Ｑ７－26 オプトアウトの届出事項である「第三者に提供される個人データの取得の方法
」（法第 23 条第２項第４号）に関して、オプトアウト届出を行っている個人情報取扱
事業者が内部で独自に生成した個人データがある場合には、何か記載する必要がありま
すか。どのように記載すればよいですか。

Ａ７－26 
オプトアウト届出を行っている個人情報取扱事業者が内部で独自に生成した個人データに
ついては、「第三者に提供される個人データの取得の方法」として記載する必要はありま
せんが、当該個人データを提供している場合には、「第三者に提供される個人データの項
目」（法第 23 条第２項第３号）等に記載する必要があります。
（令和３年９月追加）
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オプトアウト②

Ｑ７－31 オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁
止について、令和２年改正法の施行日（令和４年４月１日）以前にオプトアウトにより
提供を受けた個人データについても再提供が禁止されますか。

Ａ７－31 
• 法第 23 条第２項の適用については、オプトアウトによる再提供の禁止を含め、個人

データの提供時を基準に判断することになります。
• そのため、令和２年改正法の施行後は、個人データの取得の時点にかかわらず、オプ

トアウトにより提供を受けた個人データを、オプトアウトにより再提供することはで
きなくなります。

（令和３年９月追加）
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オプトアウト③

Ｑ７－32 オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁
止について、オプトアウト規定ができる前に他の事業者から取得した個人データについ
ても、再提供が禁止されますか。

Ａ７－32 
• 法第 23 条第２項ただし書は、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、オプ

トアウトにより再提供することを禁止しています。
• オプトアウト規定は、個人情報保護法が平成 17 年４月１日に施行された時点で導入

されたものであるところ、同日以前に取得した個人データについては、オプトアウト
により提供を受けた個人データではないため、上記規制の対象外となります。

（令和３年９月追加）
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オプトアウト④

Ｑ７－33 オプトアウトにより提供を受けた個人データについて、令和２年改正法の施行後
において、提供を受けた個人情報取扱事業者が内部利用することはできますか。
また、他の事業者からダイレクトメール発送の依頼を受けた場合、オプトアウトにより提
供を受けた個人データをダイレクトメール発送のために利用することはできますか。

Ａ７－33 
• 法第 23 条第２項ただし書は、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、オプト

アウトにより再提供することを禁止していますが、オプトアウトにより提供を受けた個
人データを、個人情報保護法のその他の規定を遵守した上で、取得時に特定した利用目
的の範囲内で利用することは可能です。

• そのため、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、取得時に特定した利用目的
の範囲内で内部利用したり、他の事業者からダイレクトメール発送の依頼を受けてその
ために利用することは可能です。

（令和３年９月追加）
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個人関連情報①

Ｑ８－１ Cookie 等の端末識別子は個人関連情報に該当しますか。家族等で情報端末を共
用している場合はどうですか。

Ａ８－１
• 個別の事案ごとに判断することとなりますが、Cookie 等の端末識別子について、個人情

報に該当しない場合には、通常、当該端末識別子に係る情報端末の利用者に関する情報と
して、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当することとなると考えられま
す。また、家族等の特定少数の人が情報端末を共用している場合であっても、通常、情報
端末の共用者各人との関係で、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当する
こととなると考えられます。

• なお、Cookie 等の端末識別子は、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識
別することができる場合には、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することと
なります。
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個人関連情報②

Ｑ８－２ メールアドレスは個人関連情報に該当しますか。

Ａ８－２
• 個別の事案ごとに判断することとなりますが、メールアドレスについて、個人情報に該当

しない場合には、通常、当該メールアドレスに係るアカウントの利用者に関する情報とし
て、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当することとなると考えられます
。

• なお、メールアドレスは、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することがで
きる場合には、それ自体単独で個人情報に該当し、また、他の情報と容易に照合すること
により特定の個人を識別することができる場合には、当該情報とあわせて全体として個人
情報に該当することとなります（Ｑ１－４参照）。
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個人関連情報③

Ｑ８－３ 個人関連情報を第三者に提供する場合には、常に本人の同意が得られていること
等を確認しなければならないですか。

Ａ８－３
• 法第 26 条の２第１項は、個人関連情報の第三者提供一般に適用されるものではなく、提

供先の第三者が個人関連情報を「個人データとして取得することが想定される」場合に限
り適用されます。

• 上記以外の場合には、本人の同意が得られていること等を確認することなく、個人関連情
報を提供することができます。
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個人関連情報④

Ｑ８－４ 提供先の第三者が個人関連情報を「個人データとして取得することが想定される
」かは、いつの時点を基準に判断しますか。

Ａ８－４
• 個人関連情報の提供時点を基準に判断します。個人関連情報の提供時点において、提供

先の第三者が「個人データとして取得する」ことが想定されないのであれば、本人の同意
が得られていること等を確認することなく、個人関連情報を提供することができます。

• 事後的に、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして利用したことが明らかにな
ったとしても、提供元の個人関連情報取扱事業者は、法第 26 条の２第１項に違反するこ
ととはなりません。

• なお、個人情報取扱事業者である提供先の第三者は、提供元である個人関連情報取扱事業
者に個人データとして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、法第 17 条第１項に違反することとなります。
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個人関連情報⑤

Ｑ８－５ 提供元の個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者における個人関連情報の取
扱いを確認した上で、法第 26 条の２第１項の適用の有無を判断する必要がありますか。

Ａ８－５
• 個人関連情報取扱事業者は、一般に、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確

認する義務を負うものではありません。
• しかし、提供先の第三者の事業内容、提供先の第三者との取引状況、提供する個人関連情

報の項目、提供先の第三者における個人データの利用状況等の客観的事情に照らし、提供
先の第三者が個人関連情報を個人データとして利用することが窺われる場合には、提供先
の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、「個人データとして取得する」
ことが想定されるかどうかを判断する必要があります。
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個人関連情報⑥

Ｑ８－６ ガイドライン（通則編）３－７－２－３では、「提供元の個人関連情報取扱事業
者及び提供先の第三者間の契約等において」と記載されていますが、提供先の第三者が、
提供を受けた個人関連情報を個人データとして利用しない旨の誓約書を提出した場合にお
いても、法第 26 条の２第１項は適用されないこととなりますか。

Ａ８－６
• 個別の事案ごとに判断することとなりますが、提供先の第三者が、提供元の個人関連情報

取扱事業者に対して、提供を受けた個人関連情報を個人データとして利用しない旨の誓約
書を提出した場合には、通常、提供先の第三者は当該誓約に従って個人関連情報を取り扱
うものと考えられるため、原則として、「個人データとして取得する」ことは想定されず
、法第 26 条の２第１項は適用されないと考えられます。
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個人関連情報⑦

Ｑ８－７ ガイドライン（通則編）３－７－２－３では、「提供先の第三者が実際には個人
関連情報を個人データとして利用することが窺われる事情がある場合」には、提供先の第
三者における個人関連情報の取扱いを確認する必要があると記載されていますが、どのよ
うな場合には「窺われる事情がある」こととなりますか。

Ａ８－６
個別の事案ごとに判断することとなりますが、例えば、契約に基づき個人関連情報を継続的
に提供している場合において、提供先の第三者が契約の定めに反して個人関連情報を個人デ
ータとして利用したことが明らかになった場合、提供先の第三者は引き続き個人関連情報を
個人データとして利用することが窺われるのであり、その後の個人関連情報の提供について
は、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、「個人データとして取
得する」ことが想定されるかどうかを判断する必要があります。



80

個人関連情報⑧

Ｑ８－８ 個人関連情報の第三者提供について、個人データの第三者提供における、委託、
事業の承継及び共同利用（法第 23 条第５項各号）に相当する例外規定はありますか。

Ａ８－８
個人関連情報の第三者提供について、法第 23 条第５項各号に相当する例外規定はありませ
ん。法第 26 条の２第１項の適用の有無については、提供先の第三者が個人関連情報を個人
データとして取得することが想定されるかどうかによって判断することとなります。
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個人関連情報⑨

Ｑ８－９ 個人データの取扱いの委託に伴って委託先に個人データを提供しました。委託先
にとって当該データが個人データに該当せず、個人関連情報に該当する場合、委託先が当
該データを委託元に返す行為について、法第 26 条の２第１項は適用されますか。

Ａ８－９
• 個人データの取扱いの委託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、法第 26 条の２第１項は適用されませ
ん。

• ただし、委託先が、委託先で独自に取得した個人関連情報を当該データに付加し、その付
加後の当該データを委託元に返す場合には、法第 26 条の２第１項が適用されます。
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個人関連情報⑩

Ｑ８－10 A 社が自社のウェブサイトに B 社のタグを設置し、B 社が当該タグを通じて A
社ウェブサイトを閲覧したユーザーの閲覧履歴を取得している場合、A 社は B 社にユー
ザーの閲覧履歴を提供したことになりますか。

Ａ８－10
• 個別の事案ごとに判断することとなりますが、A 社が B 社のタグにより収集される閲覧

履歴を取り扱っていないのであれば、A 社が B 社に閲覧履歴を「提供」したことにはな
らず、B 社が直接にユーザーから閲覧履歴を取得したこととなると考えられます。このた
め、B 社がそのタグを通じて閲覧履歴を取得することについて、法第 26 条の２第１項は
適用されないと考えられます。

• なお、個人情報取扱事業者である B 社は、閲覧履歴を個人情報として取得する場合には
、偽りその他不正の手段によりこれを取得してはならず（法第 17 条第１項）、また、個
人情報の利用目的を通知又は公表する必要があります（法第 18 条第１項）。
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個人関連情報⑪

Ｑ８－11 A 社が B 社に個人関連情報を提供することとなり、A 社及び B 社は、①B 社が
「本人」から法第 26 条の２第１項第１号の同意を取得する、②B 社は同意を取得した「
本人」の ID のリストを A 社に提供する、③A 社はリストに掲載された ID と紐付く個
人関連情報を B 社に提供する、というフローで個人関連情報を提供することとしました
。この場合、B 社が、A 社に対し、法第 26 条の２第１項第１号の同意を取得した「本人
」の ID のみを A 社に提供すると事前に誓約していれば、A 社は、当該誓約及びID のリ
ストを確認することで、リストに掲載された ID に係る「本人」各自について、「本人の
同意が得られていること」（法第 26 条の２第１項第１号）を一括して確認することはで
きますか。

Ａ８－11
• 提供元の個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして

取得することが想定される場合、「本人」各自から、法第 26 条の２第１項第１号の同意
を得ていること（同意の取得方法を含む。）を、提供前にあらかじめ確認する必要があり
ますが、必ずしも「本人」毎に個別に確認する必要はなく、複数の「本人」につき一括し
て確認することも可能です。

• このため、提供先の B 社が、提供元の A 社に対し、所定の方法で法第 26 条の２第１項
第１号の同意を取得した「本人」の ID のみを A 社に提供すると事前に誓約し、その後
、ID のリストを A 社に提供した場合には、A 社は、当該誓約及び ID のリストを確認す
ることで、当該リストに掲載された ID に係る「本人」各自から、法第 26 条の２第１項
第１号の同意を得ていることを、一括して確認したこととなります。
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個人関連情報⑫

Ｑ８－12 当社は、提供先の第三者が、ID 及びウェブサイトの閲覧履歴の取得につき包括
的に本人の同意を得ていることを確認し、当該「本人」の ID 及びこれに紐付くウェブサ
イトの閲覧履歴を提供して、その記録を作成しました。その後、当該第三者に対し、同一
「本人」の以下の各個人関連情報を提供する場合、施行規則第 18 条の２第３項に基づき
、本人の同意が得られていることの確認を省略することができますか。
① ID と紐付く商品購買履歴
② ID と紐付くウェブサイトの閲覧履歴（当社が前回提供後に取得したもの）

Ａ８－12 
提供元の個人関連情報取扱事業者は、法第 26 条の２第１項各号の確認事項につき、既に確
認を行った事項と内容が同一であるもの（当該確認について記録の作成及び保存をしている
場合に限る）については、その確認を省略することができます。
①について、提供先における商品購買履歴の取得は、既に確認した「本人の同意」の範囲に
含まれていない（内容が同一でない）ため、商品購買履歴を提供するにあたっては、商品
購買履歴の取得につき本人の同意が得られていることを確認する必要があります。

②について、提供先がウェブサイトの閲覧履歴の取得につき包括的に（前回提供分に限定す
ることなく）本人の同意を得ていることを前提とすると、提供先におけるウェブサイトの
閲覧履歴の取得は、既に確認した「本人の同意」の範囲に含まれている（内容が同一であ
る）ため、その提供にあたっては、本人の同意が得られていることの確認を省略すること
ができます。
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個人関連情報⑬

Ｑ８－13 提供先の第三者との間で基本契約を締結して、これに基づき継続的に又は反復し
て個人関連情報を提供することを予定しています。この場合、記録義務はどのように履行
すれば良いですか。

Ａ８－13
• 特定の事業者に対して継続的に又は反復して個人関連情報を提供することが確実であると

見込まれる場合、個々の提供に係る記録を作成する代わりに、一括して記録を作成するこ
とができます(施行規則第 18 条の３第２項ただし書)。例えば、①最初の提供時に一旦記
録を作成し、その後、随時、追加の記録事項を作成する方法、②提供期間の終了後に速や
かに記録を作成する方法等で記録を作成することが考えられます。

• 一括して記録を作成する場合、「個人関連情報を提供した年月日」（施行規則第 18 条の
４第１項第２号）については、提供期間の初日及び末日を記録することとなります。

• ①の方法で記録を作成する場合において、あらかじめ提供期間の末日が確定していない場
合には、最初の提供時にまず提供期間の初日を記録し、継続的に又は反復して個人関連情
報を提供することが終了した段階で、提供期間の末日を記録することとなります。

• 基本契約に基づき個人関連情報を提供する場合、基本契約に係る契約書及びこれに付帯す
る資料等をもって記録とすることもできます。例えば、提供の開始時に、提供する個人関
連情報の項目、個人関連情報の提供期間の初日、提供先の第三者の名称・住所・代表者氏
名を契約書に記載しておき、その後、提供期間の終了後に、個人関連情報の提供期間の末
日、本人の同意が得られていることを確認した旨（同意取得の方法を含む。）を付帯資料
に記載する、といった方法で記録義務を履行することも可能です。この場合に、契約書及
び付帯資料について、施行規則第 18 条の３第３項の要件を満たす場合には、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
記録を保存すれば足りることとなります（施行規則第 18 条の５第１号）。
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保有個人データ（公表等）①

Ｑ９－３ 「法第 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」（法
第 27 条第１項第４号・施行令第８条第１号）について、ホームページにおいては、安全
管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、安全管理措置の具体的な内容については、本人
からの問合せに応じて遅滞なく回答する、という対応を取ることはできますか。

Ａ９－３
• 個人情報取扱事業者は、「保有個人データの安全管理のために講じた措置」について、「

本人の知り得る状態」に置く必要がありますが、「本人の知り得る状態」は、「本人の求
めに応じて遅滞なく回答する場合」を含みます。

• 例えば、ホームページにおいて、安全管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、本人から
の問合せがあれば、安全管理措置の具体的な内容を遅滞なく回答する体制を構築している
場合には、保有個人データの安全管理のために講じた措置について、「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。）」に置いたこととなります。

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（公表等）②

Ｑ９－４ 従業者の監督（法第 21 条）・委託先の監督（法第 22 条）についても、「法第
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」（法第 27 条第１項
第４号・施行令第８条第１号）として、本人の知り得る状態に置く必要がありますか。

Ａ９－４
法第 21 条及び法第 22 条は、法第 20 条の安全管理措置の一環として、従業者及び委託先
に対する監督義務を明記するものであり、従業者及び委託先に対する監督は、法第 20 条の
安全管理措置の一部を成します。このため、従業者及び委託先に対する監督についても、法
第 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として、本人の知り得
る状態に置く必要があります。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（開示）③

Ｑ９－10 電磁的記録の提供による方法で保有個人データを開示する場合において、本人が
指定したファイル形式や提供方法による開示が技術的に困難な場合には、どう対応すべき
ですか。

Ａ９－10
• 個人情報取扱事業者は、本人が保有個人データの電磁的記録の提供による方法による開示

を請求した場合には、当該方法による開示が困難である場合を除き、電磁的記録の提供に
よる方法（本人が請求した方法）でこれを開示する必要があります。

• この場合、個人情報取扱事業者は、電磁的記録のファイル形式（PDF 形式、Word 形式等
）や、電磁的記録の提供方法（電磁的記録を記録媒体に保存してこれを郵送する、電磁的
記録を電子メールに添付して送信する、ウェブサイト上で電磁的記録をダウンロードさせ
る等）を定めることができ、本人がファイル形式等を指定した場合であっても、これに応
じる必要はありません。

• このため、個人情報取扱事業者は、本人が指定したファイル形式等による開示が困難な場
合には、個人情報取扱事業者において対応可能なファイル形式等で開示すれば足ります。
もっとも、本人の利便性向上の観点から、できる限り本人の要望に沿った形で対応するこ
とが望ましいと考えられます。

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（開示）④

Ｑ９－12 保有個人データの開示請求を受けた場合、請求対象となるデータを検索・集約す
る等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示
する必要がありますか。

Ａ９－12 
• 個人情報取扱事業者は、保有個人データの開示請求を受けたときは、「遅滞なく」これを

開示する必要があります（法第 28 条第１項・第２項）。
• 「遅滞なく」とは理由のない滞りを生じさせることなくという趣旨です。
• 請求対象となるデータを検索・集約する等の一定の作業を要する場合には、当該作業を行

うために通常必要と考えられる期間も考慮した上で、合理的な期間内に開示を行えば、「
遅滞なく」開示したこととなると考えられます。

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（第三者提供記録の開示）⑤

Ｑ９－14 法第 26 条の２第３項において準用される法第 26 条第３項の記録（個人関連情
報の第三者提供に関する記録）は、法第 28 条第５項において準用される同条第１項に基
づく第三者提供記録の開示対象となりますか。

Ａ９－14 
開示の対象となる第三者提供記録は、法第 25 条第１項及び法第 26 条第３項の記録に限ら
れ、法第 26 条の２第３項において準用される法第 26 条第３項の記録（個人関連情報の第
三者提供に関する記録）は第三者提供記録の開示対象となりません。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（第三者提供記録の開示）⑥

Ｑ９－15 本人から開示請求された記録が第三者提供記録から除かれる「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」（法第 28 
条第５項）に該当する場合、どのように対応すればよいですか。

Ａ９－15 
「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」については、その該当性を慎重に判断する必要がありますが、これに該当する場合に
は、開示請求の対象となる第三者提供記録から除外されていることから、本人に対しては、
法第 28 条第５項で準用される同条第３項に基づき、第三者提供記録が存在しない旨を通知
することになります。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（第三者提供記録の開示）⑦

Ｑ９－16 ガイドライン（通則編）３－８－３－２において、契約書の代替手段による方法
で第三者提供記録を作成した場合、「当該契約書中、記録事項となっている事項を抽出し
た上で、本人が求める方法により開示すれば足り、契約書そのものを開示する必要はない
」とありますが、具体的にどのような方法で開示をすることが考えられますか。

Ａ９－16 
契約書の代替手段による方法で第三者提供記録を作成した場合の開示の方法としては、記録
事項以外の部分をマスキングして開示する方法のほか、記録事項を抜粋して別媒体に記録し
て開示する方法も考えられます。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（第三者提供記録の開示）⑧

Ｑ９－17 第三者提供記録の開示請求を受けた場合、請求対象となる記録を検索・集約する
等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示す
る必要がありますか。

Ａ９－17 
• 個人情報取扱事業者は、第三者提供記録の開示請求を受けたときは、「遅滞なく」これを

開示する必要があります（法第 28 条第５項において準用する同条第１項・第２項）。
• 「遅滞なく」とは理由のない滞りを生じさせることなくという趣旨です。請求対象となる

記録を検索・集約する等の一定の作業を要する場合には、当該作業を行うために通常必要
と考えられる期間も考慮した上で、合理的な期間内に開示を行えば、「遅滞なく」開示し
たこととなると考えられます。

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（訂正等・利用停止等）⑨

Ｑ９－20 会社の採用面接で不採用にした応募者から、当社に提出された履歴書の返却を求
められていますが、個人情報取扱事業者として、返却に応じなければなりませんか。履歴
書に記載された応募者の情報の利用停止等の請求を受けた場合はどうですか。

Ａ９－17 
• 個人情報保護法では、本人からの請求による保有個人データの削除（法第 29 条）、保有

個人データの利用の停止又は消去（法第 30 条）に関する規定は定められていますが、履
歴書等の受け取った書類を返還する義務は規定されていません。そのため、個人情報保護
法上、提出された履歴書を返却する義務はありません。

• 他方、応募者本人から、履歴書に記載された当該本人の情報について、保有個人データに
該当する場合に、再応募への対応等のための合理的な期間が経過した後、利用する必要が
なくなった場合に該当するとして利用停止等の請求を受けたときには、当該請求に応じる
義務があると考えられます（法第 30 条第６項）。

• なお、法第 19 条では、個人データの消去についての努力義務が明記されていますので、
個人情報取扱事業者は、個人データを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りません。

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（利用停止等）⑩

Ｑ９－21 当社では、電話で資料請求をしてきたお客様にダイレクトメールを送付していま
すが、お客様から、ダイレクトメールの停止及び個人情報の消去を求められた場合、応じ
なければならないですか。

Ａ９－21
• ダイレクトメールを送付することについて、利用目的として特定した上で、当該利用目的

を顧客に通知又は公表する必要があります。
• そして、個人情報取扱事業者は、保有個人データを法第 16 条の規定に違反して取り扱っ

ている場合又は法第 17 条の規定に違反して取得したものである場合には、当該保有個人
データの利用の停止又は消去をする義務があります（法第 30 条第２項）。

• また、個人情報取扱事業者は、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
合等、法第 30 条第５項の要件を満たす場合には、当該保有個人データの利用の停止又は
消去をする義務があります（法第 30 条第６項）。具体的には、以下のような事例が考え
られます。
事例１）ダイレクトメールを送付するために個人情報取扱事業者が保有していた情報につ
いて、当該個人情報取扱事業者が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
事例２）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

• なお、個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努
めなければならないとされているため（法第 35 条第１項）、利用停止等の請求に理由が
ない場合であっても、顧客からのダイレクトメールの停止等の要求を苦情として扱った上
で、適切かつ迅速に処理するよう努めなければなりません。

（令和３年９月更新）
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保有個人データ（利用停止等）⑪

Ｑ９－22 退職した社員から、法第 30 条第５項に基づき、利用する必要がなくなった場合に
該当するとして保有個人データの消去を求められた場合、応じなければならないですか。

Ａ９－22 
退職した社員の個人情報についても、取得時に特定した利用目的の範囲内で利用することは
可能ですが、当該利用目的が達成されたときには、利用する必要がなくなった場合に該当し
、当該請求に応じる義務があると考えられます（法第 30 条第６項）。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（利用停止等）⑫

Ｑ９－23 ガイドライン（通則編）３－８－５－１に「本人の権利又は正当な利益が害される
おそれがないとして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」
として記載されている「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、当該信用情報を保有している個人情報
取扱事業者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」について、本人が今後金融機関に一切融資を申し込むつもりがないとしている
場合には、「現に審査に必要」ではないとして、利用停止等又は第三者提供の停止の請求
に応じなければならないですか。

Ａ９－23 
信用情報については、将来本人から融資等の申込みがあった場合に備えて一定期間保有して
おく必要があることから、本人が今後一切融資を申し込むつもりがないと述べていることを
もって、「現に審査に必要」ではないといえず、利用停止等又は第三者提供の停止の請求に
応じる必要はないと考えられます。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（利用停止等）⑬

Ｑ９－24 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利用停止等について、「
法令を遵守するために当該保有個人データを取り扱う事情」が正当かどうかの判断におい
て考慮されるとのことですが、将来受ける可能性のある行政調査等も考慮されますか。

Ａ９－24
「法令を遵守するために当該保有個人データを取り扱う事情」としては、例えば、当該保有
個人データにつき法令上保管が義務付けられている場合等が考えられますが、保管が義務付
けられていない保有個人データについて、将来の行政調査等のために保管することは通常考
慮されないと考えられます。
（令和３年９月追加）
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保有個人データ（利用停止等）⑭

Ｑ９－29 当社では、保有個人データの開示の請求を受けた際に手数料を徴収することとしま
したが、手数料により利潤を得ることはできますか。

Ａ９－29 
本人から保有個人データの開示の請求を受けた個人情報取扱事業者は、開示の実施に関し手数
料を徴収することが認められています（法第 33 条第１項）。しかし、その手数料の額は、実
費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めなければなりません（同条第２項）。
（令和３年９月更新）
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安全管理措置（外的環境の把握）①

Ｑ10－22 「外的環境の把握」について、「外国において個人データを取り扱う場合」とは、
どのような場合ですか。

Ａ10－22
例えば、以下に掲げるような場合は、「外国において個人データを取り扱う場合」に該当するため、
個人情報取扱事業者は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を
講じる必要があります。
〇個人情報取扱事業者が、外国にある支店・営業所に個人データを取り扱わせる場合（Ｑ10－23 参照
）

〇個人情報取扱事業者が、外国にある第三者に個人データの取扱いを委託する場合（Ｑ10－24 参照）
〇外国にある個人情報取扱事業者が、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データを取り扱う場合（法第 75 条参照）

（令和３年９月追加）

通則編ガイドラインにおいて【安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態に置く内容
の事例】の一つとして、「外的環境の把握」を講ずることが求められる。
（外的環境の把握）
事例）個人データを保管しているA 国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理
措置を実施（※8）
（※8）外国（本邦の域外にある国又は地域）の名称については、必ずしも正式名称を求めるものでは
ないが、本人が合理的に認識できると考えられる形で情報提供を行う必要がある。また、本人の適切
な理解と関与を促す観点から、保有個人データを取り扱っている外国の制度についても、本人の知り
得る状態に置くといった対応が望ましい。



101

安全管理措置（外的環境の把握）②

Ｑ10－23 「外的環境の把握」について、外国にある支店や営業所に個人データを取り扱わせる場合
には、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握する必要がありますか。外国にある従業
者に個人データを取り扱わせる場合はどうですか。

また、この場合、「法第 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」
（法第 27 条第１項第４号・施行令第８条第１号）として、どのような事項を本人の知り得る状
態に置く必要がありますか。

Ａ10－23 
• 個人情報取扱事業者は、外国にある支店や営業所に個人データを取り扱わせる場合、外国において

個人データを取り扱うこととなるため、支店等が所在する外国の個人情報の保護に関する制度等を
把握した上で、安全管理措置を講じる必要があります。

• また、外国に支店等を設置していない場合であっても、外国にある従業者に個人データを取り扱わ
せる場合、本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、その個人データの取扱状況（個人データ
を取り扱う期間、取り扱う個人データの性質及び量を含む。）等に起因するリスクに応じて、従業
者が所在する外国の制度等を把握すべき場合もあると考えられます。例えば、外国に居住してテレ
ワークをしている従業者に個人データを取り扱う業務を担当させる場合には、当該従業者の所在す
る外国の制度等も把握して安全管理措置を講じる必要があると考えられます。他方、外国に出張中
の従業者に一時的にのみ個人データを取り扱わせる場合には、必ずしも、安全管理措置を講じるに
あたって、外国の制度等を把握する必要まではないと考えられます。

• 以上は、外国にある支店等や従業者が、日本国内に所在するサーバに保存されている個人データに
アクセスして、これを取り扱う場合においても同様です。

• そして、外国の制度等を把握して安全管理措置を講じる場合には、「保有個人データの安全管理の
ために講じた措置」として、支店等や従業者が所在する外国の名称を明らかにし、当該外国の制度
等を把握した上で講じた措置の内容を本人の知り得る状態に置く必要があります。

（令和３年９月追加）
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安全管理措置（外的環境の把握）③

Ｑ10－25 「外的環境の把握」について、外国にある第三者の提供するクラウドサービスを利用し、
その管理するサーバに個人データを保存する場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を
把握する必要がありますか。

また、この場合、「法第 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」
（法第 27 条第１項第４号・施行令第８条第１号）として、どのような事項を本人の知り得る状
態に置く必要がありますか。

Ａ10－25
• 外国にある第三者の提供するクラウドサービスを利用する場合において、クラウドサービス提供

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、個人データの第三者への「提供」
には該当しませんが、個人情報取扱事業者は、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（Ｑ７－53、Ｑ７－54、Ｑ12－３参照）。

• この場合、個人情報取扱事業者は、外国において個人データを取り扱うこととなるため、当該外国
の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要があります。日本国
内に所在するサーバに個人データが保存される場合においても同様です。

• かかる場合には、「保有個人データの安全管理のために講じた措置」として、クラウドサービス提
供事業者が所在する外国の名称及び個人データが保存されるサーバが所在する外国の名称を明らか
にし、当該外国の制度等を把握した上で講じた措置の内容を本人の知り得る状態に置く必要があり
ます。他方、個人データが保存されるサーバが所在する国を特定できない場合には、サーバが所在
する外国の名称に代えて、①サーバが所在する国を特定できない旨及びその理由、及び、②本人に
参考となるべき情報を本人の知り得る状態に置く必要があります。②本人に参考となるべき情報と
しては、例えば、サーバが所在する外国の候補が具体的に定まっている場合における当該候補とな
る外国の名称等が考えられます。

（令和３年９月追加）
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域外適用①

Ｑ８Ｑ11－２ 外国で活動する事業者ですが、日本国内にいるある者に対して音楽の配信サービスを提供するために本人から
個人情報を取得する場合、その個人情報の取扱いについて個人情報保護法は適用されますか。また、日本国内の別の事業者か
ら個人情報を取得する場合はどうなりますか。

Ａ８Ａ11－２ 一般に、国の法令の効力は外国には及びません。しかし、我が国の消費者を保護する観点より平成 27 年改正に
より導入された法第 75 条に基づき、外国にある個人情報取扱事業者のうち等が、日本の居住者等の日本国内にいるある者に
対して対する物品やサービスの提供を行い、これに関連して本人から個人情報を取得した、日本国内にある者が、外国におい
てそのを本人とする個人情報、当該個人情報を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は、個人情報保護法のうち、一部の規定が適用されま
す。
そのため、外国にある個人情報取扱事業者が、日本国内にある者に対して音楽の配信サービスを提供することに関連して、日

本国内にある者を本人とする個人情報を外国で取り扱う場合、当該外国にある個人情報取扱事業者による当該個人情報の取扱
いには、個人情報保護法が適用される規定については、されます。このことは、当該外国にある個人情報取扱事業者が、日本
国内にある本人から直接個人情報を取得した場合であっても、日本国内の別の事業者から間接的に取得した場合であっても同
様です（ガイドライン（通則編）の「６－１ 域外適用」を５－１参照ください）。
一方、なお、域外適用の対象となる外国にある事業者が本人以外の第三者から個人情報取扱事業者は、個人データを取り扱う

当該本人外国の個人情報を取得の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を
講ずる必要があります（法第 20 条）。その上で、「保有個人データの安全管理のために講じた措置」として、当該外国の名
称を明らかにし、当該外国の制度等を把握した上で講じた措置の内容を本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回
答する場合には、原則どおり、当該事業者には個人情報保護法の規定は適用されません。ただしを含む。）に置く必要があり
ます（法第 27 条第１項第４号、施行令第８条第１号）。
また、外国にある事個人情報取扱事業者に個人データを提供する日本国内の個人情報取扱事業者には、法第 24 条が適用され

ます。第１項により、原則として、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める」旨の本人の同意を得る必
要がある点に注意が必要です。
（令和３年９月更新）

• 日本国内の別の事業者から間接的に日本国内にある本人から個人情報を取得する場合も対象となることを明確化
• 「保有個人データの安全管理のために講じた措置」として外国の制度を把握した上で講じた内容の措置を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）に置く必要あり。
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域外適用②

Ｑ８－２－２11－３ 外国で活動する事業者で、日本を含む各国にいるある者に対してサービスを提供して
おり、当該サービス提供のため各本人から個人情報を取得しています。日本国内の利用者の個人データを
含む漏えい等事案が生じた場合、漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置をとる講ずるとともに、個
人情報保護委員会漏えい等へ事案の報告する及び本人への通知を行う必要がありますか。

Ａ８－２－２ 法第 75 条に基づき、11－３ 外国にある個人情報取扱事業者のうちが、日本の居住者等の日
本国内にいるある者に対して対する物品や又はサービスの提供を行い、これに関連して、日本国内にある者
を本人からとする個人情報を取得した者が、外国においてその個人情報を取り扱う場合には、ガイドライン
（通則編）個人情報保護法の「６－１ 域外適用」にあるようにの対象となり、法第 20 条（安全管理措置）
や法第 22 条の２（漏えい等の報告等）も適用されます（法第 75 条）。
したがって、このような外国にある個人情報取扱事業者が、日本国内の利用者へのサービス提供に関連して

取り扱っている日本国内の利用者の個人データを含むについて漏えい等事案を発生させた場合には、日本に
ある国内の個人情報取扱事業者と同様に、漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置及び個人情報保護委
員会等への報告の対象となります（ガイドライン（通則編）３－５－２参照）を講ずる必要があります。
また、当該漏えい等事案が法第 22 条の２の要件を満たす場合（ガイドライン（通則編）３－５－３－１参

照）には、同条に基づく報告及び本人通知が必要となります。なお、この場合、「個人データに係る本人の
数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」（施行規則第６条の２第４号）との
関係では、当該外国にある個人情報取扱事業者において漏えい等事案が発生した個人データのうち、法第 75 
条に係る本人の数が「千人を超える」かどうかを判断することになります。
なお、域外適用についてはＱ８－２11－２をご参照ください。

（平成 30 年７月追加令和３年９月更新）
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域外適用③

Ｑ11－４ 外国で活動する事業者ですが、日本国内の事業者から、日本国内のユーザー向けのアプリの開発
・運営のため、日本国内のユーザーを本人とする個人データの取扱いの委託を受けました。この場合、外
国の事業者が委託に伴って取得した個人データの取扱いについて個人情報保護法は適用されますか。

Ａ11－４
• 外国にある個人情報取扱事業者が、日本の居住者等の日本国内にある者に対する物品又はサービスの提

供に関連して、日本国内にある者を本人とする個人情報を外国において取り扱う場合には、個人情報保
護法の域外適用の対象となります（法第 75条）。

• 外国にある個人情報取扱事業者が、日本国内のユーザー向けのアプリの開発・運営のために、日本国内
の事業者から日本国内のユーザーを本人とする個人データの取扱いの委託を受けて外国で取り扱う場合
、当該外国にある個人情報取扱事業者による当該個人データの取扱いは、日本国内にある者に対する物
品又はサービスの提供に関連するものであると考えられることから、個人情報保護法の域外適用の対象
となります。

• なお、外国にある個人情報取扱事業者に対して個人データを提供する日本国内の個人情報取扱事業者は
、法第 24 条第１項により、原則として、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認め
る」旨の本人の同意を得る必要がある点に注意が必要です。

（令和３年９月追加）



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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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



109

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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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①

Ｑ12－１ 委託は法第 23 条第１項の第三者提供に当たらないとされていますが、外国にある第三者に個人
データの取扱いを委託する場合は、法第 24 条第１項に基づいて「外国にある第三者への個人データの提
供を認める」旨の本人の同意を得る必要がありますか。

Ａ12－１
個人情報取扱事業者が、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、以下の①から③までのいずれ
かに該当する場合を除き、法第 24 条第１項に基づきあらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供
を認める」旨の本人の同意を得る必要があります。この点は、外国にある第三者に個人データの取扱いを委
託する場合も同様です。
① 当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として施行規則

第 11 条で定める国（※）にある場合
② 当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制と

して施行規則第 11 条の２で定める基準に適合する体制を整備している場合
③ 法第 23 条第１項各号のいずれかに該当する場合
なお、上記①から③のいずれにも該当せず、法第 24 条第１項の規定により本人の同意を得ようとする場合
には、あらかじめ、施行規則第 11 条の３第２項から第４項までの規定により求められる情報を本人に提供
する必要があることに留意が必要です（法第24 条第２項）。
（※）施行規則第 11 条で定める国とは、「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等」（平成 31年個人情報保護委員会告示第１号）に
定める国を指し、具体的には、令和３年９月時点で EU及び英国が該当します。なお、ここでいう EU とは、
平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号に定める国（ただし、英国を除きます。）を指します。
（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供（修正履歴）①

Ｑ９Ｑ12－１ 委託は法第 23 条第１項の第三者提供に当たらないとされていますが、外国にある第三者に
個人データの取扱いを委託する場合もは、法第 24 条は適用されないのです第１項に基づいて「外国にある
第三者への個人データの提供を認める」旨の本人の同意を得る必要がありますか。

Ａ12－１ 個人情報取扱事業者が、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、以下の①から③まで
のいずれかに該当する場合を除き、法第 24 条第１項に基づきあらかじめ「外国にある第三者への個人デー
タの提供を認める」旨の本人の同意を得る必要があります。この点は、外国にある第三者に個人データの取
扱いを委託する場合も同様です。Ａ９－１ 委託、事業承継、共同利用（法第 23 条第５項）に当たって個人
データを外国の第三者に提供する場合であっても、法第 24 条は適用されます。
① 当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として施行規則
第 11 条で定める国（※）にある場合
② 当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制と
して施行規則第 11 条の２で定める基準に適合する体制を整備している場合
③ 法第 23 条第１項各号のいずれかに該当する場合
なお、上記①から③のいずれにも該当せず、法第 24 条第１項の規定により本人の同意を得ようとする場合
には、あらかじめ、施行規則第 11 条の３第２項から第４項までの規定により求められる情報を本人に提供
する必要があることに留意が必要です（法第24 条第２項）。
（※）施行規則第 11 条で定める国とは、「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等」（平成 31年個人情報保護委員会告示第１号）に
定める国を指し、具体的には、令和３年９月時点で EU及び英国が該当します。なお、ここでいう EU とは、
平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号に定める国（ただし、英国を除きます。）を指します。
（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供②

Ｑ12－２ 「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」はどこですか。

Ａ12－２
法第 24 条第１項の「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」とは、「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等」（平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号）
に定める国を指し、具体的には、令和３年９月時点で EU 及び英国が該当します。なお、ここでいう EU と
は、平成 31年個人情報保護委員会告示第１号に定める国（ただし、英国を除きます。）を指します。
（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供③

Ｑ12－３ 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。

Ａ12－３
• 個人情報取扱事業者自らが外国に設置し、自ら管理・運営するサーバに個人データを保存することは、

外国にある第三者への提供（法第 24 条第１項）に該当しません。
• また、個人情報取扱事業者が、外国にある事業者が外国に設置し、管理・運営するサーバに個人データ

を保存する場合であっても、当該サーバを運営する当該外国にある事業者が、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 条第１項
）に該当しません。

• ここでいう「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（Ｑ７－53 参照）。

• なお、個人情報取扱事業者が、外国に設置されたサーバに個人データを保存する場合、外国において個
人データを取り扱うこととなるため、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる必要があり（法第 20 条）、また、保有個人デ
ータの安全管理について講じた措置を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（法第 27 条第１項第４号、施行令第８条第１号）必要があることに留意が必要です
（Ｑ10－25 参照）。

（令和３年９月更新）



117

外国にある第三者への提供④

Ｑ12－４ 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。

Ａ12－４
• 当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱っている場合

には、サーバが国内にある場合であっても、外国にある第三者への提供（法第 24 条第１項）に該当し
ます。ただし、当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを日本
国内で取り扱っており、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められる場合
には、外国にある第三者への提供（法第 24 条第１項）に該当しません（ガイドライン（外国ある第三
者への提供編）２－２参照）。

• なお、当該サーバを運営する外国にある事業者が、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 条第１項）に該当しません（Ｑ７－
53、Ｑ12－３参照）。

（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供⑤

Ｑ12－５ 国内事業者が外国事業者に個人データを提供する場合において、当該外国事業者が日本に出張所
を有する場合、外国にある第三者に提供したこととなりますか。

Ａ12－５
• 個人データの提供先が外国事業者である場合であっても、当該外国事業者が日本国内で個人情報データ

ベース等を事業の用に供していると認められる場合には、外国にある第三者への提供（法第 24 条第１
項）に該当しません。

• もっとも、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められるか否かは、日本国
内における事業の実態を勘案して、個別の事例ごとに判断することとなるため、国内に出張所を有する
ことのみをもって直ちに当該外国事業者への個人データの提供が「外国にある第三者への提供」に該当
しないこととなるわけではありません。

（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供⑥

Ｑ12－６ 施行規則第11条の２第１号では、「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」
で適切かつ合理的な方法により措置の実施を確保することとされています。国内にある事業者 A が外国
にある事業者との間で、A のグループ会社の個人データの取扱いに係る委託契約を締結していますが、A 
の子会社であり、A と同じ内規等が適用される国内にある事業者 B が、当該外国にある事業者に対して
委託に伴って個人データを提供する場合、当該委託契約及び当該内規等は「適切かつ合理的な方法」に該
当しますか。

Ａ12－６
• 当該委託契約及び当該内規等によって、個人データの提供先である外国にある第三者が、我が国の個人

情報取扱事業者の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ことを実質的に担保
することができる場合には、適切かつ合理的な方法に該当するものと考えられます。

• なお、提供先の外国にある第三者が施行規則第11条の２に定める基準に適合する体制を整備しているこ
とを根拠として、事前の本人の同意を得ずに当該外国にある第三者に対して個人データの提供を行った
場合には、個人情報取扱事業者は、法第24条第３項に基づき、当該外国にある第三者による相当措置（
個人データの取扱いについて法第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いいます。以下同じ。）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する必要があります（
ガイドライン（外国にある第三者への提供編）６参照）。

（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供⑦

Ｑ12－７ 提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠として
個人データを提供した後、当該提供先がさらに別の「第三者」（再提供先）に個人データを提供する場合、当該提供先が
施行規則第11 条の２に定める基準に適合する体制を整備しているといえるためには、どのような措置の実施が確保される
必要がありますか。当該「第三者」（再提供先）が当該提供先と同一国内にある者等の外国にある者であるときと、当該
「第三者」（再提供先）が日本にある者であるときで、実施が確保されるべき措置が変わりますか。

Ａ12－７
• 法第 24 条第１項の「外国」は、本邦の域外にある国又は地域（我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度

を有している国として施行規則第 11 条で定める国（※）を除きます。以下本項において同じ。）を指します。
• したがって、提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠と

して、個人データを提供した後、当該提供先がさらに別の「第三者」（再提供先）に当該個人データを再提供する場合にお
いて、当該「第三者」（再提供先）が本邦の域外にある国又は地域にある者であるときは、当該提供先と同一国若しくは地
域にあるか、又は異なる国若しくは地域にあるかにかかわらず、当該提供先による当該「第三者」（再移転先）への個人デ
ータの移転について、法第 24 条の規定の趣旨に沿った措置（ガイドライン（外国にある第三者への提供編）４－２－12 参
照）の実施が確保される必要があります。

• 他方で、当該「第三者」（再提供先）が日本にある者であるときは、当該「第三者」（再提供先）は、「外国にある第三者
」（法第 24 条第１項）に該当しません。そのため、この場合には、当該提供先による当該「第三者」（再移転先）への個
人データの移転について、法第 23 条の規定の趣旨に沿った措置（同ガイドライン４－２－11 参照）の実施が確保される必
要があります。

（※）施行規則第 11 条で定める国とは、「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等」（平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号）に定める国を指し、具体的には、令
和３年９月時点で EU及び英国が該当します。なお、ここでいう EU とは、平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号に定める
国（ただし、英国を除きます。）を指します。
（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供⑧

Ｑ12－８ 外国にある第三者に対して、提供元において氏名を削除するなどして個人を特定できないようにして当該提供先に
とっては個人情報に該当しないデータの取扱いを委託し、当該提供先が個人情報に復元することがないような場合におい
ても、法第24 条第１項により、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める」旨の本人の同意を得る必
要がありますか。

Ａ12－８
• 提供先の外国にある第三者にとって個人情報に該当しないデータの取扱いを委託する場合において、委託契約において当該

提供先が元となった個人情報を復元しないことが定められている等、当該提供先が元となった個人情報に係る本人を識別し
ないこととなっているときは、結果として、施行規則第 11 条の２で定める基準に適合する体制を整備しているものと解さ
れます。

• そのため、この場合、当該提供先は、法第 24 条第１項における「第三者」に該当しないため、当該提供先に対する個人デ
ータの提供に際して、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得る必要はありません。

• ただし、この場合であっても、提供元である個人情報取扱事業者は、当該提供先において元となった個人情報の復元がなさ
れていないか等の定期的な確認を含め、当該提供先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提供する必要があります（法第 24 条第３項）。

• さらに、提供元である個人情報取扱事業者は、法第 22 条に基づき当該提供先に対する監督義務を負うことに留意が必要で
す。

※提供元基準の考え方に立ちつつ、基準を緩和している。



122

外国にある第三者への提供⑨

Ｑ12－９ 日本法人の外国支店と取引があり、当該外国支店に対して個人データの提供を行う予定ですが、
当該外国支店に対する個人データの提供は、外国にある第三者への提供に該当しますか。

Ａ12－９
個別の事案ごとに判断する必要がありますが、国内にある個人情報取扱事業者が、他の日本法人の外国支店
に直接個人データを提供する場合には、当該外国支店への個人データの提供は、外国にある第三者への提供
（法第 24 条第１項）に該当し得ると考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑩

Ｑ12－10 法第 24 条第２項の規定による本人への情報提供の方法として、必要な情報が掲載されたウェブ
サイトの URL を本人に提供することは認められますか。

Ａ12－10 
個別の事案ごとに判断されますが、例えば、施行規則第 11 条の３第２項から第４項までの規定により求め
られる情報が掲載された Web ページが存在する場合に、当該Web ページの URL を自社のホームページに掲
載し、当該 URL に掲載された情報を本人に閲覧させる方法も、施行規則第 11 条の３第１項における「適切
な方法」に該当すると考えられます。
ただし、この場合であっても、例えば、当該 URL を本人にとって分かりやすい場所に掲載した上で、同意の
可否の判断の前提として、本人に対して当該情報の確認を明示的に求めるなど、本人が当該 URL に掲載され
た情報を閲覧すると合理的に考えられる形で、情報提供を行う必要があると考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑪

Ｑ12－11 提供先の外国にある第三者は、A 国に所在していますが、B 国にサーバを設置しており、当該第
三者に個人データを提供した場合には、当該サーバにおいて保存されることになります。この場合、施行
規則第 11 条の３第２項第１号の「当該外国の名称」として提供すべき名称は、どちらになりますか。

Ａ12－11
施行規則第 11 条の３第２項第１号の「当該外国の名称」における外国とは、提供先の第三者が個人データ
を保存するサーバが所在する外国ではなく、提供先の第三者が所在する外国をいうため、A 国の名称を情報
提供する必要があります。
なお、提供先の第三者が所在する外国の名称に加え、当該第三者が個人データを取り扱うサーバの所在国に
ついても情報提供することは、望ましい取組であると考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑫

Ｑ12－12 施行規則第 11 条の３第２項第３号の「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」を確認する方法として、どのような方法が考えられますか。

Ａ12－12 
個別の事案ごとに判断する必要がありますが、例えば、提供先の外国にある第三者に確認する方法や、提供
先の外国にある第三者との間で締結している契約において、当該第三者による個人データの取扱いについて
定めている場合に、当該契約を確認する方法等が考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑬

Ｑ12－13 法第 24 条第２項に基づく情報提供を行った上で、外国にある第三者への個人データの提供を認
める旨の本人の同意を得て外国にある第三者に個人データを提供した後に、当該外国における個人情報の
保護に関する制度の改正があった場合、本人に対して、改正後の制度に関する情報を提供した上で、再度
同意を得る必要がありますか。

Ａ12－13 
施行規則第 11 条の３第２項第２号の「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」は、一般
的な注意力をもって「適切かつ合理的な方法」により確認したものである必要がありますが、「適切かつ合
理的な方法」により確認を行った「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」を提供した上
で外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を取得した後に、当該外国における個人
情報の保護に関する制度についての変更があった場合であっても、既に取得された同意の有効性には影響を
及ぼさないものと考えられます。
もっとも、例えば、当該外国における個人情報の保護に関する制度について、我が国の個人情報保護法との
間の本質的な差異の認識に影響を及ぼすような重要な変更がなされたことを提供元の事業者が認識した場合
には、本人に情報提供することが望ましいと考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑭

Ｑ12－14 外国の事業者に対して個人データの取扱いを委託する予定であるものの、法第 24 条第 1 項の本人の同意を得よう
とする時点において、具体的な委託先が定まっていません。この場合、施行規則第 11 条の３第３項の「前項第１号に定
める事項が特定できない場合」に該当しますか。また、同条第４項の「第２項第３号に定める事項について情報提供でき
ない場合」に該当しますか。

Ａ12－14 
• 法第 24 条第２項の趣旨は、外国にある第三者への個人データの提供がなされる場合に、当該外国における個人情報の保護

に関する制度や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差異に起因するリスクについて、本人の予測可能
性を高める点にあります。そのため、提供先の第三者及び当該第三者が所在する外国を特定した上で、本人に対する情報提
供を行うことが原則です。

• 例えば、一定の具体的な目的のもとに個人データの取扱いを外国にある第三者に委託する予定であるものの、本人の同意を
得ようとする時点において、委託先が具体的に定まっていない等により、提供先の第三者が所在する外国が特定できない場
合は、施行規則第11 条の３第３項における「前項第１号に定める事項が特定できない場合」に該当し得ると考えられます。
この場合であっても、特定できない旨及びその具体的な理由（委託先が定まる前に本人同意を得る必要性を含む。）を情報
提供するとともに、提供先の第三者が所在する外国の範囲を特定できる場合の当該範囲に関する情報など、外国の名称に代
わる本人に参考となるべき情報の提供が可能である場合には、当該情報を提供する必要があります（施行規則第 11 条の３
第３項各号）。

• また、同様に本人の同意を得ようとする時点において、委託先が具体的に定まっていない等により、提供先の第三者が特定
できず、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が提供できない場合は、施行規則第 11 条の３第４
項における「第２項第３号に定める事項について情報提供できない場合」に該当し得ると考えられます。この場合であって
も、情報提供できない旨及びその具体的な理由（委託先が定まる前に本人同意を得る必要性を含む。）を情報提供する必要
があります（施行規則第 11 条の３第４項）。

• 施行規則第 11 条の３第３項及び第４項の規定による情報提供に際しては、どのような場面で外国にある第三者に個人デー
タの提供を行うかについて、具体的に説明することが望ましく、また、事後的に提供先の第三者が所在する外国が特定でき
た場合や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と考えられます（ガイドライン（外国にある第三者への提供編）５－３－１（１）、５－
３－２参照）。

• なお、法第 24 条第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、提供先の第三者が具体的に定まっていない
場合には、その時点で施行規則第 11 条の３第３項及び第４項に基づく情報提供を行った上で本人の同意を得て個人データ
を提供するのではなく、提供先の第三者が具体的に定まった後に、当該第三者との間で契約を締結すること等により、当該
第三者における施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備した上で、個人データの提供を行うことも考えら
れます。

（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑮

Ｑ12－15 提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備している
ことを根拠として個人データを提供しました。法第 24 条第３項に基づいて当該第三者による相当措置の
実施状況等を確認する等の義務は、いつまで履行する必要がありますか。当該第三者との契約が解除され
た場合はどうですか。

Ａ12－15 
提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠
として個人データを提供した場合、提供元の個人情報取扱事業者は、当該第三者において当該個人データの
取扱いが継続する限り、法第 24 条第３項に基づく措置等を講ずる必要があり、かかる義務は、提供元の個
人情報取扱事業者と当該第三者との間の契約等が解除された場合でも、免除されるものではありません。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑯

Ｑ12－16 個人情報取扱事業者が、国内にある委託先に個人データの取扱いを委託した後、委託先が外国に
ある再委託先に対して、当該再委託先が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備してい
ることを根拠として個人データを提供した場合、法第 24 条第３項の義務が課される主体は誰ですか。

Ａ12－16
• 個別の事案ごとに判断されますが、委託元の個人情報取扱事業者が国内にある事業者である委託先に対

して法第 23 条第５項第１号に基づき個人データの取扱いを委託し、当該委託先が委託に伴って取得し
た当該個人データを、外国にある事業者に対して再委託に伴って再提供した場合において、委託先であ
る国内にある事業者と再委託先である外国にある事業者との間の契約等により、施行規則第 11 条の２
第１号の基準を満たすための「法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置」の実施が確保されている場
合には、法第 24 条第３項の義務は、委託先に課されると考えられます。

• ただし、この場合でも、委託元は委託先に対する監督義務を負うため（法第 22 条）、委託元は、委託
先が法第 24 条第３項に基づき必要な措置等を講じているか否か、委託先が法第 22 条に基づき再委託
先に対して必要かつ適切な監督を行っているか否かを含め、委託先を監督する必要があります。

（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑰

Ｑ12－17 提供先の第三者が所在する外国において施行規則第 11 条の４第１項第１号の「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」が存在する場合には、直ち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となった場合」（施行規則第 11 条の４第１項第２号）に該当し、当該第三
者への個人データの提供を停止する必要がありますか。

Ａ12－17 
一般に、提供先の第三者が所在する外国において、「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」が存在する場合においても、当該制度の存在自体により、直ちに外国にある第三者による「相当措
置の継続的な実施の確保が困難となった場合」に該当するものではなく、当該第三者による個人データの取
扱状況や、当該制度の運用の状況等を踏まえて、外国にある第三者による相当措置の継続的な実施の確保が
困難となったか否かを個別の事案ごとに判断する必要があると考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑱

Ｑ12－18 提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備している
ことを根拠として個人データを提供した後、当該外国にある第三者による相当措置の継続的な実施の確保
が困難となった場合、当該外国にある第三者に対して既に提供した個人データについて、返還又は削除を
求める必要がありますか。

Ａ12－18 
• 提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備していることを

根拠に、当該提供先に対して個人データの提供を行った場合において、当該提供先による相当措置の実
施に支障が生じた場合には、当該支障の解消又は改善のために「必要かつ適切な措置」を講ずることが
求められます（施行規則第 11 条の４第１項第２号）。

• このような「必要かつ適切な措置」の一環として、当該提供先による相当措置の継続的な実施の確保が
困難となり、既に提供された個人データについて、我が国の個人情報取扱事業者により個人データが取
り扱われる場合に相当する程度の本人の権利利益の保護を確保することが困難となった場合には、提供
元の事業者は、当該提供先に対し、当該個人データの返還又は削除を求める必要があると考えられます
。

• なお、提供元の事業者が、当該提供先に対して法第 23 条第５項第１号に基づいて個人データの取扱い
の委託を行っている場合には、当該提供先に対する監督義務を負うため（法第 22 条）、当該提供先に
よる当該個人データの安全管理の確保が困難となっているにもかかわらず、提供元の事業者が当該提供
先に対して当該個人データの返還又は削除を求めない場合には、提供元の事業者の監督義務違反となる
可能性があります。

（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑲

Ｑ12－19 法第 24 条第３項の規定による必要な措置に関する情報の本人への提供の方法として、必要な情
報が掲載されたウェブサイトの URL を本人に提供することは認められますか。

Ａ12－19 
個別の事案ごとに判断されますが、例えば、施行規則第 11 条の４第３項の規定により求められる情報が掲
載された Web ページが存在する場合に、当該 Web ページの URLを本人に対して提供する方法も、改正後の
施行規則第 11 条の４第２項における「適切な方法」に該当すると考えられます。
（令和３年９月追加）
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外国にある第三者への提供⑳

Ｑ12－20 施行規則第 11 条の４第３項各号に掲げる情報の提供を行う前提として、本人に関する情報を特
定するのに手間と時間がかかりますが、この場合、同項ただし書きの「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」に該当しますか。

Ａ12－20 施行規則第 11 条の４第３項の「著しい支障を及ぼすおそれ」に該当する場合とは、個人情報取扱
事業者の業務の実施に単なる支障ではなく、より重い支障を及ぼすおそれが存在するような例外的なときに
限定され、単に開示すべき情報の量が多いという理由や、特定に手間や時間がかかるという理由のみでは、
一般には、これに該当しないと考えられます。
（令和３年９月追加）


