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仮訳：新たな標準契約条項（Standard Contractual Clauses） 

（2020年 11月 20日のパブコメ版から官報公布版への修正履歴付） 

 

 本ニュースレターは、欧州委員会（European Commission）が 2021年６月７日に公布1し

た決定に含まれる GDPR（General Data Protection Regulation：EU一般データ規則）に基

づく新たな「標準契約条項」（Standard Contractual Clauses)の仮訳です。 

 本バージョンは、欧州委員会が 2020年 11月 20日に公表したパブリックコメント案から

の変更点も示したものです。 

 なお、「標準契約条項」に係る決定は官報掲載 20 日後の 2021 年６月 27 日に施行されま

した。 

 EU データ保護指令に基づく標準契約条項に係る決定 2001/497/EC（管理者から管理者向

け標準契約条項）及び決定 2010/87/EU（管理者から処理者向けの標準契約条項）はいずれ

も 2021 年９月 27日に廃止されます。 

 ただし、これらの旧標準契約条項に基づいて 2021年９月 27日以前に締結された契約は、

処理の内容が変更されず、移転に関する適切な保護措置が確保されている場合には 2022年

12 月 27日までは有効な契約とみなされます。 

 いずれにせよ、EU加盟国からの越境データ移転に標準契約条項を適用している事業者は、

2022年 12月 27日までに新たな標準契約条項に基づく契約を締結する必要があります。 

 

執筆者：渡邉雅之 

＊本翻訳に関するご相談などがありましたら、下記にご連絡ください。 

弁護士法人三宅法律事務所 

弁護士渡邉雅之 

TEL 03-5288-1021 

FAX 03-5288-1025 

Email m-watanabe@miyake.gr.jp 

 

 

  

                                                      
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A

199%3ATOC 
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[修正履歴版：2020年 11月 20日のパブコメ版からの変更点] 

 

STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES 

SECTION I 

標準契約条項 

第１章 

 

Clause 1 

Purpose and scope 

第１条 

目的および適用範囲 

 

(a) The purpose of these standard contractual clauses (the Clauses) is to ensure compliance 

with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data (General Data 

Protection Regulation)2 [for the transfer of personal data to a third country]. 

(b) The Parties: 

(i) the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter 

“entity/ies”) transferring the personal data, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data 

exporter”), and 

(ii) the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly 

or indirectly via an anotherintermediary entity also Party to these Clauses, as listed in 

Annex I.A. (hereinafter each “data importer”) 

Have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: “Clauses”) 

(c) These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex 

I.B. 

                                                      
2  Where the data exporter is a processor subject to Regulation (EU) 2016/679 acting on 
behalf of a Union institution or body as controller, reliance on these Clauses when engaging 
another processor (sub-processing) not subject to Regulation (EU) 2016/679 also ensures 
compliance with Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and 
of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on 
the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision 
No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39), to the extent these Clauses and the data 
protection obligations as set out in the contract or other legal act between the controller and 
the processor pursuant to Article 29(3) of Regulation (EU) 2018/1725 are aligned. This will in 
particular be the case where the controller and processor rely on the standard contractual 
clauses included in Decision 2021/915. 
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(d) The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an 

integral part of these Clauses. 

 

 (a) 本標準契約条項（「本条項」）の目的は、【個人データの第三国への移転のために、】個人デ

ータの処理と関連する自然人の保護に関する、及び、そのデータの自由な移転に関する、並

びに、指令 95/46/EC を廃止する欧州議会及び理事会の 2016 年 4 月 27 日の規則(EU) 

2016/679（一般データ保護規則）3の要件を確実に遵守することである。 

(b) 当事者： 

(i) 附属書 I.Aに列挙されているとおり、個人データを移転する自然人若しくは法人、公的機関、機

関、又はその他の機関（以下「エンティティ」という。）（以下、それぞれ「データ輸出者」という。）、

および 

(ii) 附属書 I.Aに列挙されているとおり、本条項の当事者でもある仲介エンティティを介して直接的

又は間接的に、データ輸出者から個人データを受け取る第三国のエンティティ（以下、それぞれ

「データ輸入者」という。） 

は、これらの標準データ保護条項（以下「本条項」という。）に合意した。 

(c) 本条項は、附属書 I.Bにおいて規定される個人データの移転に関して適用される。 

(d) 附属書を含む本条項の附属書集は本条項の重要な部分を構成する。 

(c) These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights 

and effective legal remedies, pursuant to Article 46(1), and Article 46 (2)(c) of Regulation 

(EU) 2016/679 and, with respect to data transfers from controllers to processors and/or 

processors to processors, standard contractual clauses pursuant to Article 28(7) of 

Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to add or update 

information in the Annexes. This does not prevent the Parties from including the standard 

contractual clauses laid down in this Clauses in a wider contract, and to add other clauses 

or additional safeguards provided that they do not contradict, directly or indirectly, the 

standard contractual clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of data 

subjects. These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is 

                                                      
3 データ輸出者が、EU の機関又は団体のために管理者として行動する規則（EU）2016/679の

対象となる処理者である場合、規則（EU）2016 /679 の対象とならない別の処理者（副処理

者）と契約する場合に本条項に依拠することは、2018 年 10 月 23 日の欧州議会及び欧州理

事会のＥＵの機関、組織、職員及び外部機関による個人データの処理に関する自然人の保護

及び当該データの自由な移転に関する規則（EU）2018/1725の第 29条（4）項に準拠してい

ることも保証する。また、規則（EC）No45 / 2001 及び決定 No1247 / 2002 / EC（2018年

11 月 21日、OJ L 295、39頁）を廃止し、本条項及び契約又はその他に定められたデータ保

護義務の範囲内で規則（EU）2018/1725の第 29条（3）に基づき、管理者及び処理者の間の

法的行為は準拠している。これは特に、管理者及び処理者が決定 2021/915に含まれる標準

契約条項に依拠している場合に当てはまる。 
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subject by virtue of the Regulation (EU) 2016/679. 

(c) 本条項は、規則（EU）2016/679 の第 46 条（1）および第 46 条（2）（c）に従い、強制力のあるデ

ータ主体の権利および効果的な法的救済を含む適切な保護措置を定めている。また、附属書

において情報を追加または更新する場合を除き、変更されていない場合に限りにおいて、管理

者から処理者へのデータ移転および/または処理者から処理者へのデータ移転に関しては、

規則（EU）2016/679 の第 28 条（7）に基づく標準契約条項を定めている。本条項は、ただし、そ

れらが直接または間接的に標準の契約条項と矛盾したり、基本的な権利またはデータ主体の

自由を害しない限りにおいて、当事者が本条項に規定されている標準の契約条項をより広い

契約に定めることを妨げず、他の条項または追加の保護手段を追加することを妨げない。本

条項は、規則（EU）2016/679 に基づいてデータ輸出者が従わなければならない義務を害する

ものでもない。 

(d) These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Clause 

5 of Section I [Description of the Transfer(s)]. 

(d) 本条項は、第１章第５条において特定されている個人データの移転に関して適用される。[個

人データの移転の内容の詳細]. 

(e) Annexes I, II and III form an integral part of these Clauses. 

(e) 附属書 I、 IIおよび IIIは本条項の一部を構成する。 

 

Clause 2 

Effect and invariability of the Clauses 

第２条 

本条項の効力及び不変性 

 

(a) These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights 

and effective legal remedies, pursuant to Article 46(1) and Article 46 (2)(c) of Regulation 

(EU) 2016/679 and, with respect to data transfers from controllers to processors and/or 

processors to processors, standard contractual clauses pursuant to Article 28(7) of 

Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to select the 

appropriate Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not 

prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these 

Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or additional safeguards, provided 

that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the 

fundamental rights or freedoms of data subjects.  

(b) These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject 

by virtue of Regulation (EU) 2016/679.  
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（a）本条項は、規則（EU）2016/679の第 46条（1）及び第 46条（2）（c）に基づき、管理

者から処理者への及び／又は処理者から処理者へのデータ移転に関して、適切な構成要

素を選択するか、又は、情報を追加若しくは更新する場合を除き、本条項が変更されな

い限り、強制力のあるデータ主体の権利および効果的な法的救済を含む適切な保護手段

を定めている。これは、本条項に直接的又は間接的に矛盾しない限り、また、データ主

体の基本的な権利又は自由を侵害しないしない限り、当事者が本条項に規定された標準

契約条項をより広範囲の内容の契約に含めること、及び/又は、他の条項若しくは追加の

保護手段を追加することを妨げるものではない。 

（b）本条項は、規則（EU）2016/679に基づいてデータ輸出者が従う義務を侵害するもので

はない。 

 

Clause 32 

Third party beneficiaries 

第３２条 

第三者受益者 

 

 (a) Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third party beneficiaries, 

against the data exporter and / or data importer, with the following exceptions: 

(i) Section I;Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7; 

(ii) Clause 8 - Module One: Clause 8.5 (e) and Clause 8.9(b); Module Two: Clause 

8.1(b), 8.9(a), (c), (d) and (e); Module Three: Clause 8.1(a), (c) and (d) and Clause 

8.9(a), (c), (d), (e), (f) and (g); Module Four: Clause 8.1 (b) and Clause 8.3(b);Section 

II - Module One: Clause 1.5 (d) and Clause 1.9(b); Module Two: Clause 1.9(a), (c), 

(d) and (e); Module Three: Clause 1.1 and Clause 1.9(a), (c), (d) and (e); Module 

Four: Clause 1.1, Clause 1.2 and Clause 1.3; 

(iii) Clause 9 - Module Two: Clause 9(a), (c), (d) and (e); Module Three: Clause 9(a), (c), 

(d) and (e); Section II, Clause 3.1 (c), (d) and (e); 

(iv) Clause 12 - Module One: Clause 12(a) and (d); Modules Two and Three: Clause 

12(a), (d) and (f);Section II, Clause 4; 

(v) Clause 13;Section II - Module One: Clause 7(a), (b); Modules Two and Three: Clause 

7(a), (b); 

(vi) Clause 15.1(c), (d) and (e);Section II, Clause 8; 

(vii) Clause 16(e);Section II, Clause 9; 

(viii) Clause 18 - Modules One, Two and Three: Clause 18(a) and (b); Module Four: 

Clause 18.Section III, Clause 1 and Clause 3(a), (b). 

 (b) Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 
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2016/679. 

 

 (a) データ主体は、以下の場合を除き、第三者受益者として、データ輸出者及び/又はデータ輸

入者に対して本条項に基づく権利を行使することができる。 

(i) 第１条、第２条、第３条、第６条、第７条第１章 

(ii) 第８条第２章 - 構成要素１：:第 1第 8.5 条(ed) 及び第 18.9条(b); 構成要素２：第 8.1条

(b)、第 18.9条(a)、(c)、(d)及び(e);構成要素３:：第 1第 8.1条（a）、（ｂ）及び(d)並びに第 1第

8.9条(a)、 (c)、(d)および 、(e)、(f)及び(g); 構成要素４:：第 81.1条(b),第 1.2条及び第 1第

8.3条(b); 

(iii) 第２章、第 3.1条 (c)、 (d)および (e)第９条-構成要素２：第９条(a)、(b)、(d)及び(e)；構成

要素３：第９条(a)、(c)、(d)及び(e); 

(iv) 第 12条 – 構成要素１：第 12条(a)及び(d); 構成要素２及び３：第 12条(a)、(d)及び(f);第

２章、第４条; 

(v)  第２章- 構成要素１:第７条 (a)、 (b); 構成要素２および構成要素３: 第 7条(a)、 (b)第

13条; 

(vi) 第 15.1条(c), (d) 及び (e);第２章、第８条; 

(vii) 第 16条(e)第２章、第９条; 

(viii) 第３章、第１条および第３条 (a)、 (b)第 18条 - 構成要素１、２及び３： 第 18条(a)及び

(b); 構成要素４: 第 18条 

(b) (a)号 は規則（EU）2016/679に基づくデータ主体の権利を害するものではない。 

 

 

Clause 43 

Interpretation 

第４３条 

解釈 

(a) Where these Clauses use the terms defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms 

shall have the same meaning as in that Regulation. 

(b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation 

(EU) 2016/679. 

(c) These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations 

provided for in Regulation (EU) 2016/679. 

 

(a) 本条項が規則（EU）2016/679で定義されている用語を使用している場合、それらの用語は

その規則と同じ意味を有するものとする。 

(b) 本条項は、規則（EU）2016/679の規定に照らして読まれ、また、解釈するものとする。 
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(c) 本条項は、規則（EU）2016/679に規定されている権利および義務と矛盾する方法で解釈され

ないものとする。 

 

Clause ５4 

Hierarchy 

第４５条 

階層 

 

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related 

agreements between the Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered 

into thereafter, these Clauses shall prevail. 

 

本条項と、本条項が合意又はその後締結された時点で存在する当事者間のその他の合意の規

定との間に矛盾がある場合は、本条項が優先するものとする。 

 

Clause 65 

Description of the transfer(s) 

第６５条 

移転の内容 

 

The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are 

transferred and the purposes for which they are transferred, are specified in Annex I.B 

[Description of the transfer(s)]. 

 

移転の内容、特に移転される個人データの種類と移転の目的は、附属書 I.B [移転の内容]に特

定するものとする。 

 

Clause 6 7 - Optional 

Docking clause 

第６７条 – オプション 

結合条項 

 

(a) An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, 

accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer, by 

completing Appendix and Annex I.A [List of Parties], Annex I.B [Description of the 

transfer(s)] and Annex II [Technical and organisational measures]. 



8 

 

(b) Once it has completed the Appendix and Annex I.A. is completed and signed, the 

acceding entity shall become treated as a Party to these Clauses and shall have the 

rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its 

designation in Annex I.A. 

(c) The acceding Party shall have no rights or obligations under these Clauses from the 

period prior to becoming a Partyarising from the period prior to the date of signing Annex 

I.A. 

 

 (a) 本条項の当事者ではないエンティティは、両当事者間の契約により、データ輸出者又はデー

タ輸入者として、附属書集及び附属書 I.A [当事者リスト]、附属書 I.B [移転の内容]および附

属書 II[技術的および組織的措置]において記載され署名することにより、いつでも本条項を引

き継ぐことができる。 

(b) 附属書集及び附属書 I.A.がに記載され署名した場合、権利義務の承継が認められるエンティ

ティは本条項の当事者として扱われ、附属書 I.Aの指定に従って、データ輸出者又はデータ輸

入者の権利および義務を有するものとする。 

(c) 権利・義務の承継が認められる当事者は、本条項の当事者になる前の期間は本条項に基づ

く附属書 I.Aに署名する前の期間から生じる権利又は義務を有しないものとする。 

 

 

SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

第２章―当事者の義務 

 

Clause 8 

Data protection safeguards 

第８条 

データの保護措置 

 

The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data 

importer is able, through the implementation of appropriate technical and organisational 

measures, to satisfy its obligations under these Clauses. 

 

データ輸出者は、データ輸入者が適切な技術的及び組織的措置の実施することにより、本条項に

基づく義務を履行できるかどうかを判断するために合理的な努力を払ったことを保証する。 

 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller 
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構成要素１： 管理者から管理者への移転 

 

81.1 Purpose 

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the 

transfer, as set out in Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose: 

(i) where it has obtained the data subject’s prior consent; 

(ii) where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the 

context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or 

(iii) where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another 

natural person. 

The data importer shall not process the personal data for any purposes that are 

incompatible with the specific purpose(s) of the transfer, as set out in Annex I.B. 

[Description of the transfer(s)], unless it has obtained the data subject’s prior 

consent. 

 

81.1 目的の制限 

データ輸入者は、附属書 I.B に規定されているとおり、個人データの移転の特定の目的のために

のみ個人データを処理するものとする。データ輸入者は、以下に掲げるその他の目的のためにの

み個人データを処理する場合がある。： 

(i) データ主体の事前の同意を得た場合; 

(ii)特定の行政、規制、又は司法手続の文脈での法的請求の提起、行使、又は防御することに

必要な場合。又は 

(iii) データ主体又は他の自然人の重大な利益を保護するために必要な場合。 

データ輸入者は、附属書 I.B［移転の目的］に記載されているとおり、データ主体の事前の同意を

得ていない場合には、移転に関する特定の目的と関連性のない目的で個人データを取り扱って

はならない。  

 

81.2 Transparency 

 (a)  In order to enable data subjects to effectively exercise their rights pursuant to Clause 

105 of Section II, the data importer shall inform them, either directly or through the 

data exporter:  

(i) of its identity and contact details;  

(ii) of the categories of personal data processed;where it intends to process the 

personal data received from the data exporter for a different purpose than the 

purpose(s) of the transfer pursuant to Annex I.B. [Description of the transfer(s)], of 

that different purpose;  
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(iii) of the right to obtain a copy of these Clauses;where it intends to disclose the 

personal data to any third party, of the identity of that third party and the purpose 

of such disclosure.  

(iv) where it intends to onward transfer the personal data to any third party/ies, of the 

recipient or categories of recipients (as appropriate with a view to providing 

meaningful information), the purpose of such onward transfer and the ground 

therefore pursuant to Clause 8.7. 

(b)  Paragraph (a) shall not apply where the data subject already has the information, 

including when such information has already been provided by the data exporter, or 

providing such information proves impossible or would involve a disproportionate 

effort for the data importer. In the latter case, the data importer shall, to the extent 

possible, make the information publicly available.  

(c)  On request, The the Parties shall make a copy of these Clauses, including the 

Appendix as compared by them, available to the data subject free of charge. provide 

the data subject with a copy of the Clauses upon request. To the extent necessary to 

protect business secrets or other confidential information, including personal data, the 

Parties may redact part of the text of the Appendix Annexes to these Clauses prior to 

sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where  otherwise the data 

subject would otherwise not be able to understand its the content or exercise his/her 

rightsof the Annexes. On request, the Parties shall provide the data subject with the 

reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted 

information. 

(d)  SubpParagraphs (a) to (c) are without prejudice to notwithstanding the obligations of 

the data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679., in particular 

to inform the data subject about the transfer of special categories of data. 

 

(c)  データ主体の請求に応じて、当事者は、当該データ主体に本条項（本条項の附属書集と比

較した附属書集を含む））の写しを無料で提供するものとする。営業秘密又はその他の機密

情報（個人データを含む。）を保護するために必要な範囲で、当事者は、コピーを共有する

前に本条項の附属書集のテキストの一部を編集することができるが、データ主体が附属書

の内容を理解でき、又は自らの権利を行使できる要約を提供するものとする。データ主体の

請求に応じて、当事者は、編集された情報を明らかにすることなく、可能な範囲で、編集の

理由をデータ主体に提供するものとする。。 

 

18.2 透明性 

(a)  データ主体が第２章第 105条に従って権利を効果的に行使できるようにするために、データ
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輸入者は直接又はデータ輸出者を介してデータ主体に以下の事項を通知するものとする。 

(i) データ輸入者の身元及び契約の内容 

(ii) 処理された個人データの種類; 

(iii) 本条項の写しを取得する権利; 

(iv) データ輸入者が、個人データを、受信者又は受信者の種類の第三者に転送することを

意図している場合（意味のある情報を提供する目的で適切な場合）、当該転送の目的及

びその理由は、第 8.7項に従うものとする。 

(ii) 附属書 I.B［移転の目的］に基づく移転の目的とは異なる目的でデータ輸出者から受領

した個人データを取り扱うことを意図している場合にはその異なる目的;  

(iii) 第三者に個人データを開示する場合には、その第三者の身元およびその開示の目的。 

（b） 前（a）項は、データ輸出者によって既に提供されている場合を含めデータ主体がすでに当該

情報を有している場合、又は、当該情報を提供することがデータ輸入者の不可能又は加重

な努力を要するものである場合には、適用されないものとする。後者の場合、データ輸出者

は、可能な限り、当該情報を公に利用可能にするものとする。 

(c)  データ主体の請求に応じて、両当事者は、当該データ主体に本条項（本条項の附属書集と

比較した附属書集を含む）のコピーを無料で提供するものとする。営業秘密又はその他の

機密情報（個人データを含む。）を保護するために必要な範囲で、当事者は、コピーを共有

する前に本条項の附属書集の一部をテキストを編集することができるが、データ主体が附

属書の内容を理解でき、又は自らの権利を行使できる要約を提供するものとする。 

(d)  前（a）項から（c）項までは、特に、データ主体に特別な種類のデータの移転について通知す

る場合には、規則（EU）2016/679第 13条及び第 14条に基づくデータ輸出者の義務にかか

わらず適用される。 

 

81.3 Accuracy and data minimisationminimization 

(a)  The PartiesEach Party shall ensure that the personal data is accurate and, where 

necessary, kept up to date, to the extent necessary having regard to the purpose(s) of 

processing. The data importer shall take every reasonable step to ensure that 

personal data that is inaccurate, having regard to the purpose(s) of processing, is 

erased or rectified without delay. 

(b)  If one of the Parties becomes aware that the personal data it has transferred or 

received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the other Party without 

undue delay. 

(c)  The data importer shall ensure that the personal data is adequate, relevant and limited 

to what is necessary in relation to the purpose(s) of processing. 
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81.3 正確性及びデータの最小化 

(a)  各当事者は、必要に応じて処理の目的を考慮して必要な範囲で、個人データが正確で最新

の状態に保たれていることを確認するものとする。データ輸入者は、処理の目的を考慮し

て、不正確な個人データが遅滞なく消去又は修正されることを保証するためにあらゆる合理

的な措置を講じるものとする。 

(b)  いずれかの当事者が、移転または受領した個人データが不正確である、又は古くなっている

ことに気付いた場合、遅滞なく他方の当事者に通知するものとする。 

(c)  データ輸入者は、個人データが適切で、関連性があり、処理の目的に関連して必要なものに

限定されていることを確認するものとする。 

 

81.4 Storage limitation 

The data importer shall retain the personal data for no longer than necessary for the 

purpose(s) for which it is processed. It shall put in place appropriate technical or 

organisational measures to ensure compliance with this obligation, including erasure or 

anonymisation4 of the data and all of its back-ups at the end of the retention period. 

 

18.4 保管の制限 

データ輸入者は、個人データを取り扱う目的に必要な期間の範囲内で保管するものとする。保管

期間の終了時にデータとその全てのバックアップの消去または匿名化5を含む、この義務の遵守

を確保するための適切な技術的または組織的措置を実施するものとする。 

 

18.55 Security of processing 

 (a)  The data importer and, during the transmission, also the data exporter shall 

implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security 

of the personal data, including protection against a breach of security leading to 

accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access 

(hereinafter “personal data breach”). In assessing the appropriate level of security, 

they shall take due account of the state of the art, the costs of implementation, risks 

involved in the processing, the nature of the personal data and the nature, scope, 

context and purpose(s) of processing, and the risks involved in the processing for the 

data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to encryption or 

pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing 

                                                      
4 This requires rendering the data anonymous in such a way that the individual is no longer 
identifiable by anyone, in line with recital 26 of Regulation (EU) 2016/679, and that this 
process is irreversible. 
5 これ（匿名化）のためには、規則（EU）2016/679の前文 26項に従って、個人を誰も識

別できないようにデータを匿名にする必要があり、このプロセスは不可逆的である。 
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can be fulfilled in that manner.in particular consider encryption during transmission 

and anonymisation or pseudonymisation where this does not prevent fulfilling the 

purpose of processing. The data importer shall carry out regular checks to ensure that 

these measures continue to provide an appropriate level of security. 

(b)  The Parties have agreed on the technical and organisational measures set out in 

Annex II. The data importer shall carry out regular checks to ensure that these 

measures continue to provide an appropriate level of security.  

(c)  The data importer shall ensure that persons authorised to process the personal data 

have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory 

obligation of confidentiality.  

(dc)  In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the 

data importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures 

to address the data breach, including measures to mitigate its possible adverse 

effects.  

(de)  In case of a personal data breach that is likely to result in a risk to the rights and 

freedoms of natural persons If a data breach is likely to result in significant adverse 

effects, the data importer shall without undue delay notify both the data exporter and 

the competent supervisory authority pursuant to Clause 13.  within the meaning of 

Clause 9 of Section II [Supervision]. Such notification shall contain i) a description of 

the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate 

number of data subjects and personal data records concerned), ii) its likely 

consequences, iii) the measures taken or proposed to address the data breach, and 

iv) the details of a contact point from whom more information can be obtained. To the 

extent it is not possible for the data importer to provide the information at the same 

time, it may do so in phases without undue further delay.  

(ef)  In case of a personal data breach that is likely to result in a high risk to the rights and 

freedoms of natural persons, the data importer shall also notify without undue delay 

the data subjects concerned of the personal data breach and its nature, if necessary 

in cooperation with the data exporter, together with the information referred to in 

paragraph (e), points ii) to iv), unless the data importer has implemented measures to 

significantly reduce the risk to the rights or freedoms of natural persons, or notification 

would involve disproportionate efforts. In the latter case, the data importer shall 

instead issue a public communication or take a similar measure to inform the public of 

the personal data breach.In addition, in such cases, the data importer shall also, if 

necessary in cooperation with the data exporter, notify without undue delay the data 

subjects concerned of the data breach, together with the information referred to in 
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subparagraph c), ii) to iv), unless this would involve disproportionate efforts. 

(fg)   The data importer shall document all relevant facts relating to the personal data 

breach, including its effects and any remedial action taken, and keep a record thereof. 

 

18.5 処理のセキュリティ 

(a)   データ輸入者および個人データを移転中のデータ輸出者は、偶発的又は違法な破壊、紛

失、改ざん、不正な開示またはアクセス（以下「個人データ侵害」という。）につながるセキュ

リティ違反に対する保護を含む、個人データのセキュリティを確保するための適切な技術的

および組織的措置を実施するものとする。適切なレベルのセキュリティを評価する際には、

最新技術、実装のコスト、処理の性質、範囲、文脈、目的、及びデータ主体の処理に伴うリ

スクを十分に考慮に入れる必要がある。両当事者は、特に、処理の目的をそのように達成

できるように、移転中を含め、暗号化又は仮名化に依拠することを検討するものとする。 

（b）  当事者は、附属書 IIに定められた技術的及び組織的措置について合意した。データ輸入

者は、これらの対策が適切なレベルのセキュリティを提供し続けることを保証するために定

期的なチェックを実行するものとする。 

(bc)   データ輸入者は、個人データの処理を許可された者が守秘義務を負っている、又は適切

な法令に基づく守秘義務を負っていることを確認するものとする。 

（cd）  本条項に基づいてデータ輸入者によって処理された個人データに関するデータ侵害が発

生した場合、データ輸入者は、起こり得る悪影響を軽減するための措置を含め、個人データ

侵害に対処するための適切な措置を講じるものとする。 

（ed） 自然人の権利及び自由に危険を及ぼすおそれのある個人データ侵害の場合データ侵害が

重大な悪影響をもたらす可能性がある場合、データ輸入者は、第 13条２章第９条[監督]に

基づき、データ輸出者と管轄監督機関の双方に遅滞なく通知するものとする。この通知に

は、i)違反の性質の説明（可能な場合は、関連するデータ主体および関連する個人データ

の記録の種類と概数を含む）、ii)起こり得る結果、iii)当該個人データ侵害に対して講じる、ま

たは講じる予定の措置、および iv)詳細情報を入手できる連絡先の情報を含めるものとす

る。データ輸入者が同時に情報を提供することが不可能な場合には、これらを過度の遅延

なしに段階的に提供することができる。 

（fe） 自然人の権利及び自由に高い危険を及ぼすおそれのある個人データ侵害の場合、データ

輸入者は、必要に応じてデータ輸出者と協力して、（e）項 ii）号から iv）号までに言及されて

いる情報とともに、関連するデータ主体に対しても個人データ侵害及びその性質を遅滞なく

通知するものとする。ただし、データ輸入者が自然人の権利又は自由への危険を大幅に削

減するための措置を実施している場合又は通知に不均衡な努力を伴う場合を除く。後者の

場合（※通知に不均衡な努力を伴う場合）、データ輸入者は、その代わりに公表通信を発行

するか、それと同様の措置を講ずることにより、個人データの侵害を公表するものとする。 

さらに、そのような場合、データ輸入者は、必要に応じて、過度な努力を伴わない場合に
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は、データ輸出者と協力して、対象となるデータ主体に対して、データ侵害について前(d）項

の②から④までの情報とともに通知するものとする。 

（fg）  データ輸入者は、その影響および講じられた是正措置を含む、個人データ侵害に関連す

るすべての関連事実を文書化し、その記録を保持するものとする。 

 

18.66 Special categories of personal dataSensitive Data 

To the extentWhere the transfer involvesincludes personal data revealing racial or ethnic 

origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, 

genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data 

concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to criminal 

convictions or offences (hereinafter “special categories ofsensitive data”), the data importer 

shall apply specific restrictions and/or additional safeguards adapted to the specific nature of 

the data and the risks involved.  This may for instance include restricting personnel 

permitted to access the personal data, additional security measures (such as 

pseudonymisation) or additional restrictions with respect to further disclosuredescribed in 

Annex I.B. 

 

1.6  特別の種類の個人データ 

8.6 センシティブデータ 

データの移転に、人種的もしくは民族的な出自、政治的な意見、宗教上もしくは哲学上の信条、ま

たは労働組合への加入を明らかにする個人データ、自然人を一意に識別することを目的とする遺

伝子データもしくは生体データ、健康、人の性生活もしくは性的指向に関するデータ、または刑事

上の有罪判決もしくは犯罪に関連するデータ（以下「特別の種類の個人データセンシティブデー

タ」という。）が含まれる場合、データ輸入者は、附属書 I.Bに規定するデータの特定の性質および

関連するリスクに適合した特定の制限および及び/または又は追加の保護措置を適用するものと

する。 

 

 

81.7 Onward transfers 

The data importer shall not disclose the personal data to a third party on documented 

instructions from the data exporter. In addition, the data may only be disclosed to a third 

party located outside the European Union6 (in the same country as the data importer or in 

                                                      
6  The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the 
extension of the European Union's internal market to the three EEA States Iceland, 
Liechtenstein and Norway. The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 
2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into Annex XI thereto. 
Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not 
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another third country, hereinafter “onward transfer”) unless if the third party is or agrees to 

be bound by these Clauses under the appropriate Module, or if. Alternatively, an onward 

transfer by the data importer may only take place if: 

(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to 

Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer;the third party 

otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 Regulation 

(EU) 2016/679 with respect to the processing in question;  

(ii) the third party otherwise enures appropriate safeguards pursuant to Article 46 or 

47the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant 

to Article 45 Regulation (EU) 2016/679 with respect to the processing in questionthat 

covers the onward transfer; 

(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exerceise or defence of legal 

claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; orthe 

third party enters into an agreement with the data importer ensuring the same level of 

data protection as under these Clauses, and the data importer provides a copy of 

these safeguards to the data exporter; or 

(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data 

subject of another natural person. 

the data importer has obtained the explicit consent of the data subject, after having 

informed him / her of the purpose(s) of the onward transfer, the identity of recipient(s) 

or categories of recipients and of the possible risks of such transfer to the data subject 

due to the lack of appropriate data protection safeguards for the onward transfer. In 

this case, the data importer shall inform the data exporter and, at the request of the 

data exporter, shall provide a copy of the information provided to the data subject. 

Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other 

safeguards under these Clauses, in particular purpose limitationdisclosure may only take 

place subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these 

Clauses, in particular purpose limitation. 

 

81.7 転送 

データ輸入者は、データ輸出者からの文書化された指示に基づいてのみ、個人データを第三者に

開示するものとする。さらに、個人データが欧州連合7の域外（データ輸入者と同じ国又は別の第

                                                      

qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses. 
7 欧州経済領域に関する協定（EEA協定）は、欧州連合の内部市場をアイスランド、リヒ

テンシュタイン、ノルウェーの 3つの EEA州に拡大することを規定している。規則（EU）

2016/679を含む EUのデータ保護法は、EEA協定の対象であり、その附属書 XIに組み込ま
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三国、以下「転送」という。）にある第三者に開示できるのは、適切な構成要素の下で、第三者が

本条項に拘束されている、または拘束されることに同意している場合又は以下のいずれかの場合

にのみである。第三者がこれらの条項に拘束される、または拘束されることに同意しない限り、EU

域外に所在する第三者に個人データを開示（以下「転送」という。）してはならない。その代わり、

データ輸入者による転送は、以下のいずれかの場合にのみ行うことができる。 

(i) 当該転送が、転送について規定している規則（EU）2016/679第 45条に基づく十分性の決

定による利益を享受している国への転送であること; 

(ii) (i)以外の場合、第三者が、当該処理に関して、規則（EU）2016/679第 46 条又は第 47条

に従って適切な保護手段を確保している場合であること。 

（iii）特定の行政、法規制、または司法手続の文脈において、法的請求の確立、行使、または防

御のために、今後の転送が必要である場合;又は 

（iv）他の自然人のデータ主体の重大な利益を保護するために、転送が必要である場合。 

(i) 第三者が、当該取扱いに関して、規則（EU）2016/679第 46条または第 47条に従って適

切な保護措置を講じている場合;  

(ii) 当該転送が、転送も対象とする規則（EU）2016/679第 45条に基づく十分性の決定の対

象となっている国への転送に該当する場合； 

(iii) 第三者が、本条項と同じレベルのデータ保護を保証するデータ輸出者との契約を締結

し、データ輸入者が当該保護措置のコピーをデータ輸出者に提供する場合。または 

(iv) データ輸入者が、転送の目的、受領者または受領者のカテゴリーの ID、および転送によ

る適切なデータ保護措置がないことに伴う移転による潜在的なリスクについて通知した

後、データ主体から明示的な同意を取得する場合。この場合、データ輸入者はデータ輸

出者に通知し、データ輸出者の請求に応じて、データ主体に提供された情報のコピーを

提供するものとする。 

いずれの転送方法においても、データ輸入者による、本条項に基づく他のすべての保護手段、特

に目的の制限を遵守することが求められる。 

 

18.8 Processing under the authority of the data importer 

The data importer shall ensure that any person acting under its authority, including a 

processor, does not process the data except on instructions from the data importerprocesses 

the data only on its instructions. 

 

 

18.8データ輸入者の権限の下での処理 

データ輸入者は、処理者を含む、当該データ輸入者の権限の下で行動する全ての者が、その指

                                                      

れている。したがって、データ輸入者による EEA内の第三者への開示は、これらの条項の

目的のための転送としては認められない。 
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示に基づいてのみ処理することデータ輸入者からの指示がない限り、データを処理しないことを保

証するものとする。 

 

81.9 Documentation and compliance 

(a)  The PartiesEach Party shall be able to demonstrate compliance with the obligations 

under these Clauses. In particular, the data importer shall keep appropriate 

documentation of the processing activities carried out under its responsibility.  

(b)  The data importer shall make such documentation available to the competent 

supervisory authority on request. 

 

18.9 記録と本条項の遵守 

（a） 各当事者は、本条項を遵守していることを実証できるようにしなければならない。特に、デー

タ輸入者は、その責任の下で行われた処理に関する適切な記録を保持するものとする。 

（b） データ輸入者は、所管の監督機関からの請求に応じて、当該記録を当該監督機関が利用で

きるようにするものとする。 

 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

構成要素２： 管理者から処理者への移転 

 

81.1  Instructions 

 (a)  The data importer shall process the personal data only on documented instructions 

from the data exporter. The data exporter may give such instructions further 

instructions regarding the data processing, within the framework the contract agreed 

with the data importer, throughout the duration of the contract, but such instructions 

shall always be documented.  

(b)  The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow 

those instructions 

 

8.1   指図 

（a）  データ輸入者は、データ輸出者からの文書化された指示に基づいてのみ個人データを取り

扱うものとする。データ輸出者は、契約期間中、かかる指図を与えることができる。 

（b） データ輸入者は、当該指図に従えない場合、データ輸出者に直ちに通知するものとする。 

1.1 指図 

 （a） データ輸入者は、データ輸出者からの文書化された指示に基づいてのみ個人データを取り

扱うものとする。データ輸出者は、契約期間中、データ輸入者と合意した契約の枠組みの中

で、データの取扱いに関するさらなる指図を与えることができるが、そのような指示は常に
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文書化されるものとする。 

（b） データ輸入者は、当該指図に従えない場合、データ輸出者に直ちに通知するものとする。 

 

81.2 Purpose limitation 

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the 

transfer, as set out in Annex I.B, unless on further instructions from the data exporter 

[Description of the transfer(s)]. 

 

8.2 目的の制限 

データ輸入者は、データ輸出者からの更なる指示がない限り、附属書 I.Bに記載されているとお

り、移転の特定の目的のためにのみ個人データを取り扱うものとする。 

1.2 目的の制限 

データ輸入者は、附属書 I.B [移転の内容]に記載されているとおり、移転の特定の目的のために

のみ個人データを取り扱うものとする。 

 

81.3 Transparency  

On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix 

as completed by the Parties, available to the data subject free of charge. The Parties shall 

provide the data subject with a copy of the Clauses upon request. To the extent necessary 

to protect business secrets or other confidential information, including the measures 

described in Annex II and personal data, the data exporter Parties may redact the text of 

the Appendix Annexes to these Clauses prior to sharing a copy, but shall provide a 

meaningful summary where otherwise the data subject would otherwise not be able to 

understand the content or exercise his/her rightsof the Annexes. On request, the Parties 

shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent possible 

without revealing the redacted information. This Clause is without prejudice notwithstanding 

to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 Regulation (EU) 2016/679, 

in particular to inform the data subject about the transfer of special categories of data. 

 

81.3 透明性  

（データ主体の）請求に応じて、データ輸出者は、両当事者が記載した附属書集を含む本条項の

コピーを、データ主体が無料で利用できるようにするものとする。当事者は、データ主体からの請

求に応じて、当該データ主体に本条項のコピーを提供するものとする。附属書 IIに記載されてい

る措置及び個人データを含めむ、営業秘密またはその他の機密情報を保護するために必要な範

囲内で、当事者データ輸出者は、コピーを共有する前に、本条項の附属書の内容を削除すること

ができるが、データ主体が内容を理解できる、自身の権利を行使できるように十分な内容の要約
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を提供するものとする。（データ主体の）請求に応じて、両当事者は、要約により除外された情報

を明らかにすることなく、可能な範囲で、要約をした理由をデータ主体に提供するものとする。本

条項は、規則（EU）2016/679 第 13条及び第 14条に基づくデータ輸出者の義務を害するもので

はない。これは、特にデータ主体に特別な種類のデータの移転について通知する場合には、規則

（EU）2016/679第 13条および第 14条に基づくデータ輸出者の義務にもかかわらず適用される

ものである。 

 

81.4 Accuracy  

If one of the data importerParties becomes aware that the personal data it has transferred 

or received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the other Partydata 

importer without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the data 

exporter to erase or rectify the data. 

 

81.4 正確性 

いずれかの当事者データ輸入者が、移転または受領した個人データが不正確である、または古く

なっていることに気付いた場合には、データ輸入者は遅滞なく他方の当事者データ輸出者に通知

するものとする。この場合、データ輸入者はデータ輸出者と協力してデータを消去または修正する

ものとする。 

 

81.5 Duration of processing Storage limitation and erasure or return of data  

Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex 

I.B. After the end Upon termination of the provision of the processing services, the data 

importer shall, at the choice of the data exporter, [[OPTION 1] delete all personal data 

processed on behalf of the data exporter and certify to the data exporter that it has done 

so, or / [OPTION 2] return to the data exporter all personal data processed on its behalf 

and delete existing copies]. Until the data is deleted or returned, the data importer shall 

continue to ensure compliance with these Clauses. This is notwithstanding any 

requirements under In case of local laws applicable to the data importer that prohibiting 

return or deletiondestruction of the personal data. In that case, the data importer [warrants] 

that it will continue to ensure compliance with guarantee, to the extent possible, the level of 

protection required by these Clauses and will only process it to the extent and for as long 

as required under that local law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the 

requirement for the data importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout 

the duration of the contract if it has reason to believe that it is or has become subject to 

laws or practices not in line with the requirements under Clause 14(a). 
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18.5 保管の制限処理の期間およびデータの消去または返却  

データ輸入者による取扱いは、附属書 I.B で指定された期間内のみ行われるものとする。処理サ

ービスの提供が終了した場合後、データ輸入者は、データ輸出者の選択に従い、【オプション１】

データ輸出者に代わって取り扱われたすべての個人データを削除し、データ輸出者にそれを行っ

たことを証明するか、又は、。/ 【オプション 2】データ輸出者のために取り扱った全ての個人デー

タをデータ輸出者に返還し、既存のコピーを削除する。これは、個人データの返却または破棄を

禁止するデータ輸入者に適用される現地法が個人データの返却又は消去を禁じている場合には

に基づく要件にもかかわらず行う必要がある。この場合、データ輸入者は、可能な範囲で、本条

項を遵守することを確保し続けることを保証し、で要求される保護措置のレベルを保証し、当該現

地法国の法律で要求される範囲で、必要な期間内においてのみ当該個人データを取り扱う処理

する【ことを保証する】。これは、第 14条、特に第 14条（e）に基づき、データ輸入者が、第 14条

(a)項の要件に準拠していない法律又は慣行の対象である、又は対象となったと信じる理由があ

る場合に、契約期間を通じてデータ輸出者に通知するという要件を害するものではない。 

 

18.6 Security of processing  

(a)  The data importer and, during the transmission, also the data exporter shall 

implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security 

of the data, including protection against a breach of security leading to accidental or 

unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data 

(hereinafter “personal data breach”). In assessing the appropriate level of security, the 

Partiesy shall take due account of the state of the art, the costs of 

implementationrisks involved in the processing, the nature of the personal data and 

the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved in the 

processing for the data subjects. , and The Parties shall in particular consider having 

recourse to encryption during transmission and anonymisation or 

pseudonymisationpseudonymization, including during transmission, where the 

purpose of processing can be this does not prevent fulfillingfulfilled in that manner. the 

purpose of processing. In case of pseudonymisation, the additional information for 

attributing the personal data to a specific data subject shall, where possible, remain 

under the exclusive control of the data exporter. In complying with this obligation 

under this paragraph, the data importer shall implement the technical and 

organisational measures specified in Annex II. The data importer shall carry out 

regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate 

level of security. [Technical and organisational measures].  

 (b)  The data importer shall grant access to the personal data to members of its 

personnel only to the extent strictly necessary for the implementation, management 
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and monitoring of the contract. It The data importer shall ensure that persons 

authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality 

or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.  

 (c)  In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the 

data importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures 

to address the personal data breach, including measures to mitigate its adverse 

effects. The data importer shall also notify the data exporter without undue delay after 

having become aware of the breach. Such notification shall contain the details of a 

contact point where more information can be obtained, a description of the nature of 

the breach (including, where possible, categories and approximate number of data 

subjects and personal data records concerned), its likely consequences and the 

measures taken or proposed to address the breach including, where appropriate, 

measures be taken to mitigate its possible adverse effects. Where, and in so far as, it 

is not possible to provide all information at the same time, the initial notification shall 

contain the information then available and further information shall, as it becomes 

available,  be provided subsequently be provided as it becomes available without 

undue delay.  

(d)  The data importer shall cooperate in good faith with and assist the data exporter in 

any way necessary to enable the data exporter to comply with its obligations under 

the Regulation (EU) 2016/679, in particular notably to notify the competent 

supervisory authority and the affected data subjects, taking into account the nature of 

processing and the information available to the data importer. 

 

81.6  処理のセキュリティ 

(a)  データ輸入者および個人データを移転中のデータ輸出者は、偶発的または違法な破壊、紛

失、改ざん、不正な開示またはアクセス（以下「データ侵害」という。）につながるセキュリティ

違反対する保護を含む、個人データのセキュリティを確保するための適切な技術的および

組織的措置を実施するものとする。適切なセキュリティレベルを評価する際には、両当事者

は、技術の最新性、導入にあたってのコスト取扱いに伴うリスク、個人データの性質、処理

の性質、範囲、文脈、目的、データ主体に関する処理に伴うリスクを十分に考慮する。し、両

当事者は、特に、処理取扱いの目的がそのように達成することができるようにの達成を妨げ

ない限り、移転中も含めて、特に移転中の暗号化および匿名化または又は仮名化をによる

ことを検討する必要がある。仮名化の場合、個人データを特定のデータ主体に帰属させる

ための追加情報は、可能な場合、データ輸出者の独占的な管理下に置くものとする。本項

におけるこの義務を遵守するにあたり、データ輸入者は、附属書 II [技術的および組織的措

置]に規定された技術的および及び組織的措置を実施するものとする。データ輸入者は、こ
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れらの対策が適切なレベルのセキュリティを提供し続けることを確保するために定期的なチ

ェックを実行するものとする。 

（b） データ輸入者は、契約の実施、管理、および監視に真に必要な範囲でのみ、当該担当者に

個人データへの開示を許可するものとする。データ輸入者は、個人データの処理を許可さ

れた者が守秘義務を負っている、又はまたは適切な法定の守秘義務を負っていることを保

証するものとする。 

（c） 本条項のデータ輸入者が取り扱う処理する個人データに関する個人情報データの漏えいが

発生した場合、データインポーターは、その悪影響を軽減するための措置を含め、個人デー

タ当該侵害に対処するための適切な措置を講じるものとする。また、データ輸入者は、違反

に気付いた後、遅滞なくデータ輸出者に通知するものとする。当該通知には、より多くの情

報を入手できる連絡先の詳細、違反の性質の内容（可能な場合は、関連するデータ主体と

個人データの記録の種類と概数を含む）、その起こり得る結果、及び講じた措置又はおよび

適切な場合は起こり得る悪影響を軽減するための措置を含む侵害に関する事項ついて情

報提供するものとするに取られた、または取られることが提案された措置を含むものとす

る。全ての情報を同時に提供することが不可能な場合、最初の通知にはその時点で入手可

能な情報により、その後、入手可能となった時点で、遅滞なく入手可能になった時点で追加

情報が提供するものとする。 

 (d)  データ輸入者は、データ輸出者が規則（EU）2016/679に基づく義務を遵守できるようにす

るために必要な方法で、データ輸出者と誠意を持って協力し、支援するものとする。特に、

処理の性質およびデータ輸入者が利用できる情報を考慮に入れて、管轄の監督機関およ

び影響を受けるデータ主体に通知するものとする。 

 

81.7 Special categories of personal data 

Where To the extent the transfer includes involves personal data revealing racial or ethnic 

origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, 

genetic or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data 

concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to criminal 

convictions and offences (hereinafter “special categories ofsensitive data”), the data 

importer shall apply the specific restrictions and/or additional safeguards described in 

Annex I.B [Description of the transfer(s)]. 

 

18.7  特別の種類の個人センシティブデータ 

データの移転に、人種的もしくは民族的な出自、政治的な意見、宗教上もしくは哲学上の信条、ま

たは労働組合への加入を明らかにする個人データ、自然人を一意に識別することを目的とする遺

伝子データもしくは生体データ、健康、人の性生活もしくは性的指向に関するデータ、または刑事

上の有罪判決もしくは犯罪に関連するデータ（以下「センシティブ特別の種類の個人データ」とい
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う。）が含まれる場合、データ輸入者は、附属書 I.B ［移転の内容]に記載されている特定の制限

および/または追加の保護措置を適用するものとする。 

 

81.8 Onward transfers  

The data importer shall only disclose the personal data to a third party on the basis of 

documented instructions from the data exporter. In addition, the data may only be disclosed 

to a third party located outside the European Union8 (in the same country as the data 

importer or in another third country, hereinafter “onward transfer”) if the third party is or 

agrees to be bound by these Clauses under the appropriate Module, or if, alternatively, an 

onward transfer by the data importer may only take place if:  

(i) the onward transfer is to a country benefiting from an adequacy decision 

pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward 

transfer;the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to 

Articles 46 or 47 Regulation (EU) 2016/679 with respect to the processing in 

question;  

(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 

or 47 Regulation of (EU) 2016/679 with respect to the processing in question; 

(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of 

legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial 

proceedings; or 

(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data 

subject or of another natural person. 

(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision 

pursuant to Article 45 Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer. 

Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other 

safeguards under these Clauses, in particular purpose limitation. Any disclosure may only 

take place subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under 

these Clauses, in particular purpose limitation. 

 

81.8 転送 

データ輸入者は、データ輸出者からの文書化された指示に基づいてのみ、個人データを第三者に

                                                      
8  The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the 
extension of the European Union's internal market to the three EEA States Iceland, 
Liechtenstein and Norway. The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 
2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into Annex XI thereto. 
Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not 
qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses. 
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開示するものとする。さらにまた、個人データが欧州連合9の域外（データ輸入者と同じ国又は別

の第三国、以下「転送」という。）にある第三者に開示できるのは、適切な構成要素の下で、第三

者が本条項に拘束されている、または拘束されることに同意している場合又は以下のいずれかの

場合にのみである。個人データデータは、第三者が本条項に拘束されるか、または拘束されるこ

とに同意する場合にのみ、EU 域外に第三者に開示（以下「転送」という。）することができる。その

代わり、データ輸入者による転送は、以下のいずれかの場合にのみ行うことができる。  

(i) 第三者が、当該処理に関して、規則（EU）2016/679 第 46 条または第 47 条に従って適

切な保護措置を講じている場合または;  

(ii) 当該転送が、転送も対象とする規則（EU）2016/679第 45条に基づく十分性の決定の対

象となっている国への転送に該当する場合； 

いずれの開示手段も、データ輸入者が本条項に基づく他のすべての保護措置、特に目的の制限

を遵守することを条件としてのみ行うことができる。 

(i) 当該転送が、転送について規定している規則（EU）2016/679第 45条に基づく十分性の決

定による利益を享受している国への転送であること; 

(ii) (i)以外の場合、第三者が、当該処理に関して、規則（EU）2016/679第 46 条又は第 47条

に従って適切な保護手段を確保している場合であること。 

（iii）特定の行政、法規制、または司法手続の文脈において、法的請求の確立、行使、または防

御のために、今後の転送が必要である場合;又は 

（iv）他の自然人のデータ主体の重大な利益を保護するために、転送が必要である場合。 

いずれの転送方法においても、データ輸入者による、本条項に基づく他のすべての保護手段、特

に目的の制限を遵守することが求められる。 

 

81.9 Documentation and compliance 

(a) The data importer shall promptly and adequatelyproperly deal with inquiries enquiries 

from the data exporter that relate to the processing under these Clauses.  

(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, 

the data importer shall keep appropriate documentation on the processing carried out 

activities on behalf of the data exporter under its responsibility.  

(c) The data importer shall make available to the data exporter all information necessary to 

demonstrate compliance with the obligations set out in these Clauses and at the data 

exporter’s request, allow for and contribute to reviews of data files and documentation, 

                                                      
9 欧州経済領域に関する協定（EEA協定）は、欧州連合の内部市場をアイスランド、リヒ

テンシュタイン、ノルウェーの 3つの EEA州に拡大することを規定している。規則（EU）

2016/679を含む EUのデータ保護法は、EEA協定の対象であり、その附属書 XIに組み込ま

れている。したがって、データ輸入者による EEA内の第三者への開示は、これらの条項の

目的のための転送としては認められない。 
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or of audits of the processing activities covered by these Clauses, at reasonable 

intervals or in particular if there are indications of non-compliance. In deciding on a 

review or audit, the data exporter may take into account relevant certifications held by 

the data importer.  

(d) The data exporter may choose to conduct the audit by itself or mandate , to mandate, at 

its own cost, an independent auditor. or to rely on an independent audit mandated by 

the data importer. Where the data importer mandates an audit, it has to bear the costs 

of the independent auditor. Audits may also include inspections at the premises or 

physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be carried out with 

reasonable notice.  

(e) The data importerParties shall make the information referred to in paragraphs (b) and 

(c), including the results of any audits, available to the competent supervisory authority 

on request. 

 

81.9 記録と本条項の遵守 

(a) データ輸入者は、本条項に基づく処理に関連するデータ輸入者からの問い合わせに迅速か

つ適切に十分に対処するものとする。 

(b) 当事者は、本条項を遵守していることを実証できるようにしなければならない。特に、データ輸

入者は、その責任の下でデータ輸出者に代わって行われた処理に関する適切な記録を保持

するものとする。 

（c）データ輸入者は、データ輸出者に対して本条項に定められた義務を遵守していることを立証

するために必要な全ての情報を開示するとともに、特に違反の兆候がある場合の条項の遵

守を実証するために必要なすべての情報をデータ輸出者に提供し、データ輸出者の請求に基

づき、合理的な期間毎に、又は、違反の兆候がある場合に、データファイルと記録のレビュ

ー、またはこれらの対象となる処理の監査を可能とするものとする。データ輸出者は、レビュ

ーまたは監査を決定する際に、データ輸入者が保有する関連する認証を考慮に入れる場合

がある。 

(d) データ輸出者は、独自に監査を実施するか、自己負担で独立監査人による監査を義務付ける

ものとする。か、または、データ輸入者によって義務付けられた独立監査に依拠するかを選択

できる。データ輸入者に監査を義務付ける場合、独立監査人の費用を負担する必要がある。

監査には、データ輸入者の敷地内又は物理的場所での検査も含まれる場合があり、適切な

場合には合理的な通知をもって実施されるものとする。 

 (e) データ輸入者両当事者は、監査の結果を含め、(b）項および(c）項で規定されている情報を、

要求に応じて所管の監督機関が利用できるようにするものとする。 
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MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素３： 処理者から処理者への移転 

81.1 Instructions 

(a) The data exporter has informed the data importer that it acts as processor under the 

instructions of the controller(s) as specified in Annex I.A. [List of parties], which the data 

exporter shall make available to the data importer prior to processing. 

(b) The data importer shall process the personal data only on documented instructions from 

the controller, as communicated to the data importer by the data exporter, and any 

additional documented instructions from the data exporter. Such additional instructions 

shall not conflict with the instructions from the controller. The controller or data exporter 

may give further instructions regarding the data processing within the framework of the 

contract agreed with the data importer throughout the duration of the contract, but such 

instructions shall always be documented.  

 (c) The data importer shall immediately inform the data exporter if it is unable to follow 

those instructions. WhereTo the extent the data importer is unable to follow the 

instructions from the controller, the data exporter shall immediately notify the controller 

thereof. 

(d) The data exporter warrants that it has imposed the same data protection obligations on 

the data importer as set out in the contract or other legal act under Union or Member 

State law between the controller and the data exporter10. 

 

18.1 指図 

(a) データ輸出者は、データ輸入者に、附属書 I.A［当事者のリスト］で指定されている管理者の指

図の下で処理者として通知する場合、データ輸出者は、処理に先だってデータ輸入者が当該

指図について当該指図を知らせる必要がある。 

（b）データ輸入者は、データ輸出者からデータ輸入者に伝達されたとおり、管理者からの文書化さ

れた指図およびデータ輸出者からの追加の文書化された指図に従ってのみ個人データを取り

扱うものとする。このような追加の指図は、管理者からの指図と競合してはならない。管理者

またはデータ輸出者は、契約期間を通じてデータ輸入者と合意した契約の枠組み内でのデー

タの処理に関するさらなる指図を与えることができるが、そのような指図は常に文書化される

ものとする。 

(c) データ輸入者は、当該指示に従えない場合には、データ輸出者に直ちに通知するものとす

る。データ輸入者が管理者からの指示に従えない場合、データ輸出者は直ちに管理者に通知

するものとする。 

                                                      
10 See Article 28(4) of Regulation (EU) 2016/679 and, where the controller is an EU institution 
or body, Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725. 
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(d) データ輸出者は、管理者とデータ輸出者との間の欧州連合法又は加盟国法に基づく契約又

はその他の立法において定められているのと同等のデータ保護義務をデータ輸入者に課して

いることを保証する11。 

 

18.2 Purpose limitation  

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the 

transfer, as set out in Annex I.B., unless on further instructions from the controller, as 

communicated to the data importer by the data expoter, or from the data exporter 

[Description of the transfer(s)]. 

18.2 目的の制限 

データ輸入者は、管理者からの更なる指示がない限り、データ輸出者による、又は、データ輸出

者からのデータ輸入者への伝達のとおり、附属書 I.B [移転の内容]に記載されているとおり、移転

の特定の目的のためにのみ個人データを取り扱うものとする。 

 

18.3 Transparency 

On request, the data exporter shall make a copy of these Clauses, including the Appendix 

as completed by the Parties, available to the data subject free of charge. The Parties shall 

provide the data subject with a copy of the Clauses upon request. To the extent necessary 

to protect business secrets or other confidential information, including personal data, the 

Parties data exporter may redact the text of the Appendix Annexes to these Clauses prior to 

sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where otherwise the data subject 

would otherwise not be able to understand its the content or exercise his/her rightsof the 

Annexes. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the 

redactions, to the extent possible without revealing the redacted information. 

 

81.3 透明性  

（データ主体の）請求に応じて、データ輸出者は、両当事者が記載した附属書集を含む本条項の

コピーを、データ主体が無料で利用できるようにするものとする。当事者は、データ主体からの要

求に応じて、データ主体に本条項のコピーを提供するものとする。個人データを含む営業秘密ま

たは又はその他の機密情報を保護するために必要な範囲で、データ輸出者当事者は、コピーを

共有する前に、本条項の附属書集の内容を削除することができる、自身の権利が駆使できるよう

に十分な内容のが、データ主体が内容を理解できる要約を提供するものとする。（データ主体の）

請求に応じて、両当事者は、要約により除外された情報を明らかにすることなく、可能な範囲で、

要約をした理由をデータ主体に提供するものとする。 

                                                      
11規則 (EU) 2016/679 第 28条(4)項及び 管理者が EUの機関又は組織の場合は規則 (EU) 

2018/1725第 29条(4)項参照のこと。 
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18.4 Accuracy 

If the data importer one of the Parties becomes aware that the personal data it has 

received transferred or received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the 

other Partydata exporter and the controller without undue delay. In this case the data 

importer shall cooperate with the data exporter and the controller to rectify or erase the 

data. 

 

18.4 正確性 

いずれかの当事者データ輸入者が、移転または受領した個人データが不正確である、または古く

なっていることに気付いた場合、遅滞なく他方の当事者データ輸出者および管理者に通知するも

のとする。この場合、データ輸入者はデータ輸出者および管理者と協力してデータを修正または

消去するものとする。 

 

81.5 Storage limitationDuration of processing and erasure or return of data  

Processing by the data importer shall only take place for the duration specified in Annex 

I.B. After the endUpon termination of the provision of the processing services, the data 

importer shall, at the choice of the data exporter, [[OPTION 1] delete all personal data 

processed on behalf of the controller and certify to the data exporter that it has done so, or/ 

[OPTION 2] return to the data exporter all personal data processed on its behalf and delete 

existing copies]. Until the data is deleted or returned, the data importer shall continue to 

ensure compliance with these Clauses. In case of This is notwithstanding any requirements 

under local laws applicable to the data importer prohibiting return or destruction of the 

personal data. In that case, the data importer [warrants] that it will continue to ensure 

compliance with guarantee, to the extent possible, the level of protection required by these 

Clauses and will only process it to the extent and for as long as required under that local 

law. This is without prejudice to Clause 14, in particular the requirement for the data 

importer under Clause 14(e) to notify the data exporter throughout the duration of the 

contract if it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not 

in line with the requirements under Clause 14(a). 

 

18.5 保管の制限および処理の期間及びデータの消去または又は返却  

データ輸入者による処理は、附属書 I.B で指定された期間内のみ行われるものとする。処理サー

ビスの提供が終了した場合後、データ輸入者は、データ輸出者の選択に従い、【オプション１】管

理者に代わって取り扱われたすべての個人データを削除し、データ輸出者にそれを行ったことを

証明する。/ 【オプション 2】か、又は、データ輸出者のために取り扱った全ての個人データをデー
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タ輸出者に返還し、既存のコピーを削除する。データが削除又は返却されるまでは、データ輸入

者は本条項への準拠を保証し続けるものとし、これは、個人データの返却または破棄を禁止する

データ輸入者に適用される現地法に基づく要件にもかかわらず行う必要がある。この場合、デー

タ輸入者は、可能な範囲で、本条項で要求される保護措置のレベルを保証し、当該国の法律現

地法で要求される範囲で、必要な期間内においてのみ当該個人データを取り扱う【ことを保証す

る】処理する。これは、第 14条、特に第 14条（e）に基づき、データ輸入者が、第 14条(a)項の要

件に準拠していない法律又は慣行の対象である、又は対象となったと信じる理由がある場合に、

契約期間を通じてデータ輸出者に通知するという要件を害するものではない。 

 

81.6 Security of processing  

(a) The data importer and, during the transmission, also the data exporter shall implement 

appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the data, 

including protection against a breach of security leading to accidental or unlawful 

destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to that data (hereinafter 

“personal data breach”). In assessing the appropriate level of security, they shall take 

due account of the state of the art, the costs of implementation, the risks involved in the 

processing, the nature of the personal data and the nature, scope, context and 

purpose(s) of processing, and the risk involved in the processing for the data subject. 

The Parties shall in particular consider having recourse to encryption or 

pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can 

be fulfilled in that manner. in particular consider encryption during transmission and 

anonymisation or pseudonymisation where this does not prevent fulfilling the purpose of 

processing. In case of pseudonymisation, the additional information for attributing the 

personal data to a specific data subject shall, where possible, remain under the 

exclusive control of the data exporter. In complying with this obligation, the data 

importer shall at least implement the technical and organisational measures specified in 

Annex II [Technical and organisational measures]. The data importer shall carry out 

regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level 

of security. 

(b) The data importer shall grant access to the data to members of its personnel only to the 

extent strictly necessary for the implementation, management and monitoring of the 

contract. It shall The data importer shall ensure that persons authorised to process the 

personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate 

statutory obligation of confidentiality. 

(c) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data 

importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures to 
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address the personal data breach, including measures to mitigate its adverse effects. 

The data importer shall also notify, without undue delay, the data exporter and, where 

appropriate and feasible, the controller after having become aware of the breachit. Such 

notification shall contain the details of a contact point where more information can be 

obtained, a description of the nature of the breach (including, where possible, 

categories and approximate number of data subjects and personal data records 

concerned), its likely consequences and the measures taken or proposed to address 

the data breach, including measures to mitigate its possible adverse effects. Where, 

and in so far as, it is not possible to provide all information at the same time, the initial 

notification shall contain the information then available and further information shall, as 

it becomes available, be provided subsequently be providedas it becomes available 

without undue delay.  

(d) The data importer shall cooperate with and assist the data exporter in good faith with 

and assist the data exporter in any way necessary to enable the data exporter to 

comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679the GDPR, in 

particularnotably to notify its controller so that the latter may in turn notify the competent 

supervisory authority and the affected data subjects, taking into account the nature of 

processing and the information available to the data importer. 

 

18.6  処理のセキュリティ 

(a)  データ輸入者および個人データを移転中のデータ輸出者は、偶発的又はまたは違法な破

壊、紛失、改ざん、不正な開示またはアクセス（以下「データ侵害」という。）につながるセキ

ュリティ違反に対する保護を含む、個人データのセキュリティを確保するための適切な技術

的および組織的措置を実施するものとする。適切なセキュリティレベルを評価する際には、

最新技術、実装のコスト、処理に伴うリスク、個人データの性質、処理の性質、範囲、文脈、

目的、及びデータ主体の処理に伴うリスクを十分に考慮し、に入れる必要がある。両当事者

は、特に、個人データの移転中を含め、処理の目的のがそのように達成を妨げない限りで

きるように、移転中の暗号化および匿名化または仮名化暗号化又は仮名化を検討する必

要があるに依拠することを検討するものとする。仮名化の場合、個人データを特定のデータ

主体に帰属させるための追加情報は、可能な場合、データ輸出者の独占的な管理下に置く

ものとする。この義務を遵守するにあたり、データ輸入者は、少なくとも、附属書 II [技術的

および組織的措置]に規定された技術的および組織的措置を実施するものとする。データ輸

入者は、これらの対策が適切なレベルのセキュリティを提供し続けることを保証するために

定期的な検査を行うものとする。 

（b） データ輸入者は、契約の実施、管理、および監視に真に必要な範囲でのみ、当該担当者に

データへの開示を許可するものとする。データ輸入者は、個人データの処理を許可された者
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が守秘義務を負っている、または適切な法定の守秘義務を負っていることを保証するものと

する。 

（c） データ輸入者が取り扱う処理する個人データに関するして本条項に基づく個人情報漏えい

が発生した場合、データインポーター輸入者は、その悪影響を軽減するための措置を含

め、個人データ侵害に対処するための適切かつ実行可能なな措置を講じるものとする。ま

た、データ輸入者は、当該違反侵害に気付いた後、遅滞なくデータ輸出者に通知するものと

する。当該通知には、より多くの情報を入手できる連絡先の詳細、侵害違反の性質の内容

（可能な場合は、関連するデータ主体と個人データの記録の種類と概数を含む）、起こりうる

悪影響を軽減するための措置を含む、その起こり得る結果、および起こり得る悪影響を軽

減するために取られたデータ侵害に対して講じられた措置、または講じる取られることが提

案された措置を含むものとする。全ての情報を同時に提供することが不可能な場合、最初

の通知にはその時点で入手可能な情報により、その後、遅滞なく入手可能になった時点で

追加情報が提供するものとする。 

(d)  データ輸入者は、データ輸出者と協力するとともに、データ輸出者の支援をして、データ輸

出者が規則(EU) 2016/679GDPRに基づく義務、特に、処理の性質およびデータ輸入者が

利用できる情報を考慮に入れて、管轄の監督機関および影響を受けるデータ主体に通知す

る義務を遵守できるようにするために必要な方法で、データ輸出者と誠意を持って協力し、

支援するものとする。特に、処理の性質およびデータ輸入者が利用できる情報を考慮に入

れて、管轄の監督機関および影響を受けるデータ主体に通知するものとする。 

 

81.7 Sensitive dataSpecial categories of personal data  

WhereTo the extent the transfer includes personal data revealing racial or ethnic origin, 

political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic or 

biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning 

health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions 

and offences (hereinafter “special categories ofsensitive data”), the data importer shall 

apply the specific restrictions and/or additional safeguards set out in Annex I.B [Description 

of the transfer(s)]. 

 

81.7  特別の種類の個人センシティブデータ 

データの移転に、人種的もしくは民族的な出自、政治的な意見、宗教上もしくは哲学上の信条、ま

たは労働組合への加入を明らかにする個人データ、自然人を一意に識別することを目的とする遺

伝子データもしくは生体データ、健康、人の性生活もしくは性的指向に関するデータ、または刑事

上の有罪判決もしくは犯罪に関連するデータ（以下「特別の種類の個人センシティブデータ」とい

う。）が含まれる場合、データ輸入者は、附属書 I.B ［移転の内容]に記載されている特定の制限

および/または追加の保護措置を適用するものとする。 
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81.8 Onward transfers  

The data importer shall only disclose the personal data to a third party on the basis of 

documented instructions from the controller, as communicated to the data importer by the 

data exporter. In addition, the data may only be disclosed to a third party located outside 

the European Union12 (in the same country as the data importer or in another third country, 

hereinafter “onward transfer”) if the third party is or agrees to be bound by these Clauses, 

under the appropriate Module, or, alternatively, an onward transfer by the data importer 

may only take place if:  

(i) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to 

Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer; 

(ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 

47 of Regulation (EU) 2016/679; 

(iii) the onward transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal 

claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or 

(iv) the onward transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data 

subject or of another natural person.(i) the third party otherwise ensures appropriate 

safeguards pursuant to Articles 46 or 47 GDPR;  

(ii) the onward transfer is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to 

Article 45 GDPR that covers the onward transfer.  

Any onward transfer is disclosure may only take place subject to compliance by the data 

importer with all the other safeguards under these Clauses, in particular purpose limitation. 

 

81.8 転送 

データ輸入者は、、データ輸出者によってデータ輸入者に伝達されたとおり、管理者からの文書

化された指示に基づいてのみ、個人データを第三者に開示するものとする。また、個人データデ

ータは、第三者が本条項に拘束されるか、または拘束されることに同意する場合にのみ、EU13域

                                                      
12 The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the 
extension of the European Union's internal market to the three EEA States Iceland, 
Liechtenstein and Norway. The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 
2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into Annex XI 
thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA 
does not qualify as an onward transfer for the purposes of these Clauses. 
13 欧州経済領域に関する協定（EEA協定）は、欧州連合の内部市場をアイスランド、リヒ

テンシュタイン、ノルウェーの 3つの EEA州に拡大することを規定している。規則（EU）

2016/679を含む EUのデータ保護法は、EEA協定の対象であり、その附属書 XIに組み込ま

れている。したがって、データ輸入者による EEA内の第三者への開示は、これらの条項の

目的のための転送としては認められない。 
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外に第三者に開示（データ輸入者と同じ国又は別の第三国、以下「転送」という。）することができ

るのは、適切な構成要素の下で、第三者が本条項に拘束されている、または拘束されることに同

意している場合又は以下のいずれかの場合にのみである。その代わり、データ輸入者による転送

は、以下のいずれかの場合にのみ行うことができる。 

 (i) 当該転送が、転送について規定している規則（EU）2016/679第 45条に基づく十分性の

決定による利益を享受している国への転送であること; 

(ii) (i)以外の場合、第三者が、当該処理に関して、規則（EU）2016/679第 46 条又は第 47条

に従って適切な保護手段を確保している場合であること。 

（iii）特定の行政、法規制、または司法手続の文脈において、法的請求の確立、行使、または防

御のために、今後の転送が必要である場合;又は 

（iv）他の自然人のデータ主体の重大な利益を保護するために、転送が必要である場合。 

(i) 第三者が、当該処理に関して、GDPR 第 46 条または第 47 条に従って適切な保護措置

を講じている場合または;  

(ii) 当該転送が、転送も対象とする GDPR 第 45 条に基づく十分性の決定の対象となってい

る国への転送に該当する場合； 

いずれの開示手段転送方法においても、データ輸入者による、が本条項に基づく他のすべての

保護措置、特に目的の制限を遵守することを条件としてのみ行うことができるが求められる。 

 

81.9 Documentation and compliance  

(a) The data importer shall promptly and adequatelyproperly deal with inquiries enquiries 

from the data exporter or the controller that relate to the processing under these 

Clauses.  

(b) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. In particular, 

the data importer shall keep appropriate documentation on the processing activities 

carried out on behalf of the controller under its responsibility.  

(c) The data importer shall make available to the data exporter and the controller all 

information necessary to demonstrate compliance with the obligations set out in these 

Clauses available to the data exporter, which shall provide it to the controller.and allow 

for and contribute to reviews of data files and documentation, or to audits of the 

processing activities covered by these Clauses, in particular if there are indications of 

non-compliance. In deciding on a review or audit, the controller or data exporter may 

take into account relevant certifications held by the data importer.  

(d) The data importer shall allow for and contribute to audits by the data exporter of the 

processing activities covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are 

indications of non-compliance. The same shall apply where the data exporter requests 

an audit on instructions of the controller. In deciding on an audit, the data exporter may 
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take into account relevant certifications held by the data importer. 

(e) Where the audit is carried out on the instructions of the controller, the data exporter 

shall make the results available to the controller. 

(df) The controller or data exporter may choose to conduct the audit by itself , toor 

mandate, at its own cost, an independent auditor or to rely on an independent audit 

mandated by the data importer. Where the data importer mandates an audit, it has to 

bear the costs of the independent auditor. Audits may also include inspections at the 

premises or physical facilities of the data importer and shall, where appropriate, be 

carried out with reasonable notice.  

(e) The data importerParties shall make the information referred to in paragraphs (b) and 

(c), including the results of any audits, available to the competent supervisory authority 

on request. 

 

81.9 記録と本条項の遵守 

(a) データ輸入者は、本条項に基づく処理に関連するデータ輸入者または管理者からの問い合わ

せに迅速かつ十分に適切に対処するものとする。 

(b) 当事者は、本条項を遵守していることを実証できるようにしなければならない。特に、データ輸

入者は、その責任の下で管理者に代わって処理活動に関する適切な記録を保持するものと

する。 

（c）データ輸入者は、本条項に定められた義務、特に違反の兆候がある場合の条項の遵守を実

証するために必要なすべての情報をデータ輸出者に提供し、データ輸出者はその情報を管理

者に提供するものとする。および管理者に提供し、データファイルと記録のレビュー、またはこ

れらの対象となる処理の監査を可能とするものとする。管理者またはデータ輸出者は、レビュ

ーまたは監査を決定する際に、データ輸入者が保有する関連する認証を考慮に入れる場合

がある。 

(d) データ輸入者は、合理的な間隔で、または違反の兆候がある場合、本条項の対象となる処理

活動のデータ輸出者による監査を承認し、寄与するものとする。データ輸出者が管理者の指

示による監査を要求する場合も同様とする。監査を決定する際に、データ輸出者は、データ輸

入者が保有する関連する認証を考慮に入れる場合がある。 

(e) 管理者の指示に基づいて監査が実施される場合、データ輸出者は結果を管理者が利用でき

るようにするものとする。 

(fd)  管理者またはデータ輸出者は、独自に監査を実施するか、自己負担で独立監査人を義務

付けるか、または、データ輸入者によって義務付けられた独立監査に依拠するかを選択でき

る。データ輸入者に監査を義務付ける場合、独立監査人の費用を負担する必要がある。監査

には、データ輸入者の敷地又は物理的な施設内での検査も含まれる場合があり、適切な場

合には、合理的な通知をもって実施されるものとする。 
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(e) データ輸入者両当事者は、監査の結果を含め、(b）項および(c）項で規定されている情報を、

要求に応じて所管の監督機関が利用できるようにするものとする。 

 

 

MODULE FOUR: Transfer processor to controller 

構成要素：処理者から管理者への移転 

 

81.1 Instructions  

(a) The data exporter shall process the personal data only on documented instructions from 

the data importer acting as its controller.  

(b) The data exporter shall immediately inform the data importer if it is unable to follow 

those instructions, including if such instructions infringe Regulation (EU) 2016/679the 

GDPR or other Union or Member State data protection law.  

(c) The data importer shall refrain from any action that would prevent the data exporter from 

fulfilling its obligations under Regulation (EU) 2016/679the GDPR, including in the 

context of sub-processing or as regards cooperation with competent supervisory 

authorities. 

(d) After the end of the provision of the processing services, the data exporter shall, at the 

choice of the data importer, delete all personal data processed on behalf of the data 

importer and certify to the data importer that it has done so, or return to the data 

importer all personal data processed on its behalf and delete existing copies. 

 

81.1 指図 

(a)  データ輸出者は、その管理者であるデータ輸入者からの文書化された指図に基づいてのみ

個人データを処理するものとする。 

（b）データ輸出者は、当該指図が規則(EU) 2016/679GDPRまたは他の EUまたは加盟国のデー

タ保護法に違反しているかどうかを含め、それらの指図に従うことができない場合、直ちにデ

ータ輸入者に通知するものとする。 

(c) データ輸入者は、当該指示に従えない場合、データ輸出者に直ちに通知するものとする。デ

ータ輸入者が管理者からの指示に従えない場合、データ輸出者は直ちに管理者に通知するも

のとする。データ輸入者は、副処理者として、又は、所管の監督機関との協力を含め、データ

輸出者が規則 (EU) 2016/679GDPRに基づく義務を履行することを妨げるような行動を控える

ものとする。 

 

81.2 Security of processing 

(a) The Parties shall implement appropriate technical and organisational measures to 
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ensure the security of the data, including during the transmission, and the protection 

against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, 

alteration, unauthorised disclosure or access (hereinafter “personal data breach”). In 

assessing the appropriate level of security, they shall take due account of the state of 

the art, the costs of implementation, the risks involved in the processing, the nature of 

the personal data14, and the nature, scope, context and purpose(s) of processing and 

the risks involved in the processing for the data subjects, and in particular consider 

having recourse to encryption during transmission and anonymisation  or 

pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can 

be fulfilled in that mannerwhere this does not prevent fulfilling the purpose of 

processing. 

(b) The data exporter shall assist the data importer in ensuring appropriate security of the 

data in accordance with paragraph (a). In case of a personal data breach concerning 

the personal data processed by the data exporter under these Clauses, the data 

exporter shall notify the data importer without undue delay after becoming aware of it 

and assist the data importer in addressing the breach.  

(c)  The data exporter shall ensure that persons authorised to process the personal data 

have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory 

obligation of confidentiality. 

 

81.2 処理のセキュリティ 

(a)   両当事者は、個人データの移転中を含むデータのセキュリティ、および偶発的または違法

な破壊、損失、改ざん、不正な開示またはアクセスをもたらすセキュリティ違反（以下「個人

データ侵害」という。）に対する保護を確保するために、適切な技術的および組織的措置を

実施するものとする。適切なセキュリティレベルを評価する際には、技術の最新性、導入に

あたってのコスト処理に伴うリスク、個人データの性質15、処理の性質、範囲、文脈、目的、

データ主体に関する処理に伴うリスクを十分に考慮し、移転中を含めて、処理の目的がそ

のように達成できるように、特に、処理の目的の達成を妨げない場合には移転中の暗号化

又はおよび匿名化または仮名化を検討する必要がある。 

                                                      
14 This includes whether the transfer and further processing involves personal data revealing 
racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union 
membership, genetic data or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural 
person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to 
criminal convictions or offences. 
15 これには、転送及びさらなる処理に、人種的又は民族的起源を明らかにする個人データ、

政治的意見、宗教的または哲学的信念、又は労働組合のメンバーシップ、自然人を一意に識

別する目的での遺伝子データ又は生物測定データ、健康に関するデータ、または人の性生活

若しくは性的指向、又は刑事上の有罪判決若しくは犯罪に関連するデータを含む。 
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(b) データ輸出者は、（a）項に従って、データ輸入者がデータの適切なセキュリティを

確保するのを支援するものとする。本条項に基づいてデータ輸出者によって処理され

た個人データに関する個人データ侵害の場合、データ輸出者は、データ侵害に気付い

た後、遅滞なくデータ輸入者に通知し、データ輸入者が侵害に対処するのを支援する

ものとする。 

（c）データ輸出者は、個人データの処理を許可された者が守秘義務を負っていること、または適切

な法定の守秘義務を負っていることを確保するものとする。 

 

 

81.3 Documentation and compliance  

(a)  The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses. 

(b)  The data exporter shall make available to the data importer all information necessary 

to demonstrate compliance with its obligations under these Clauses and allow for and 

contribute to audits. 

 

81.3 記録と本条項の遵守 

(a)  当事者は、本条項を遵守していることを実証できるようにしなければならない。 

(b)  データ輸出者は、本条項に基づく義務の遵守を実証し、監査を可能にし、それに寄与するた

めに必要な全ての情報をデータ輸入者が利用できるようにするものとする。 
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Clause 94 

Use of sub-processors 

第９４条 

副処理者の利用 

 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

 (a) OPTION 1: SPECIFIC PRIOR AUTHORISATION: The data importer shall not sub-

contract any of its processing activities performed on behalf of the data exporter under 

these Clauses to a sub-processor without its the data exporter’s prior specific written 

authorisation. The data importer shall submit the request for specific authorisation at least 

[Specify time period] prior to the engagement of the concerned sub-processor, together 

with the information necessary to enable the data exporter to decide on the authorisation. 

The list of sub-processors already authorised by the data exporter can be found in Annex 

III. The Parties shall keep Annex III up to date.  

OPTION 2: GENERAL WRITTEN AUTHORISATION: The data importer has the data 

exporter’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from an agreed 

list. The list of sub-processors the data importer intends to engage can be found in Annex 

III. The data importer shall specifically inform the data exporter in writing of any intended 

changes of to that list through the addition or replacement of sub-processors at least 

[Specify time period] in advance, thereby giving the data exporter sufficient time to be able 

the opportunity to object to such changes prior to the engagement of the concerned sub-

processor(s). The data importer shall provide the data exporter with the information 

necessary to enable the data exporter to exercise its right to object.The Parties shall keep 

Annex III up to date. 

 (b) Where the data importer engages a sub-processor for to carrying out specific processing 

activities (on behalf of the data exporter), it shall do so by way of a written contract which 

that provides for, in substance, the same data protection obligations as the onesthose 

binding the data importer under these Clauses, including in terms of third third-party 

beneficiary rights for data subjects. 16 The Parties agree that, by complying with this 

Clause, the data importer fulfils its obligations under Section II, Clause 18.8 [Onward 

transfers]. The data importer shall ensure that the sub-processor complies with the 

obligations to which the data importer is subject pursuant to these Clauses. 

(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s request, a copy of such a sub-

processor agreement and any subsequent amendments to the data exporter. To the extent 

                                                      
16 This requirement may be satisfied by the sub-processor acceding to these Clauses under 
the appropriate Module, in accordance with Clause 7. 
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necessary to protect business secrets or other confidential information, including personal 

data, the data importer may redact the text of the agreement prior to sharing a copy. 

(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance 

of the sub-processor’s obligations under its contract with the data importer. The data 

importer shall notify the data exporter of any failure by the sub-processor to fulfil its 

obligations under that contract. 

(e) The data importer shall agree a third third-party beneficiary clause with the sub-processor 

whereby -, in the event of the data importer has factually disappeared, ceased to exist in 

law or has become insolvent - the data exporter shall have the right to terminate the sub-

processor contract bankruptcy of the data importer, the data exporter shall be a third party 

beneficiary to the sub-processor contract and shall have the right to enforce the contract 

against the sub-processor, including where applicable by and to instructing the sub-

processor to erase or return the personal data. 

 

構成要素２：管理者から処理者 

 (a) オプション１: 個別の事前の承諾: データ輸入者は、データ輸出者の事前の書面による承

諾なしに、本条項に基づいてデータ輸出者に代わって実行される処理を副処理者に委託して

はならない。データ輸入者は、当該副処理者が契約する前に、データ輸出者が承認を決定で

きるようにするために必要な情報とともに、少なくとも[一定の期間を指定]して個別の承諾の請

求を提出する必要がある。データ輸出者によってすでに承諾されている副処理者のリストは、

附属書 IIIのとおりである。当事者は、附属書 IIIを最新の状態に保つものとする。 

オプション 2： 包括的な書面による承諾： データ輸入者は、合意したリストにより、副処理者の

関与に関するデータ輸出者の包括的な承諾を得ている。データ輸入者が契約する予定の副処

理者のリストは、附属書 IIIのとおりである。データ輸入者は、特に、少なくとも[一定の期間を指

定]前に副処理者の追加または交換により、当該リストの意図された変更を書面でデータ輸出

者に通知し、それによって当該副処理者が関与する前にデータ輸出者に当該変更に異議を唱

える機会をために十分な時間を与えるものとする。データ輸入者は、データ輸出者が異議を申

し立てる権利を行使できるようにするために必要な情報をデータ輸出者に提供するものとする。

当事者は、附属書 IIIを最新の状態に保つものとする。 

（b）データ輸入者が（データ輸出者に代わって）個別の処理を実施するために副処理者を利用す

る場合、当該データ輸入者は、データ主体に対する第三者受益者の権利の観点を含め、本条

項に基づいてデータ輸入者を拘束するものと実質的に同じデータ保護義務を規定する書面に

よる契約を当該副処理者と締結することによってこれを行うものとする。17当事者は、本条項を

遵守することにより、データ輸入者が第２章、第 1第 8.8条 [転送]に基づく義務を履行すること

                                                      
17 本要件は、第７条に従って、適切な構成要素の下で本条項に準拠する副処理者により満

たされる場合がある。 
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に合意する。データ輸入者は、副処理者が本条項に従ってデータ輸入者が従う義務を遵守す

ることを保証するものとする。 

（c）データ輸入者は、データ輸出者の要求に応じて、そのような内容を規定した副処理者との間

の契約のコピーとその後のいかなる修正についてもをデータ輸出者に提供するものとする。個

人データを含む企業秘密又はその他の機密情報を保護するために必要な範囲で、データ輸入

者はコピーを共有する前に契約書のテキストを編集することができる。 

（d）データ輸入者は、データ輸入者と副処理者との間の契約に基づく副処理者の義務の履行につ

いて、データ輸出者に対して引き続き完全な責任を負うものとする。データ輸入者は、副処理

者が当該契約に基づく義務を履行できなかった場合は、データ輸出者に通知するものとする。 

（e）データ輸入者は、第三者受益者条項を副処理者と合意するものとする。これにより、データ輸

入者が事実上消滅破産した場合、法律上存在しなくなった場合、又は倒産した場合、データ輸

出者は副処理契約を終了し、データ輸入者と副処理者との間の契約の第三者受益者となり、

副処理者に個人データを消去または返却するように指示することを含め、副処理者に対して個

人データを消去又は返還するよう指示する契約を履行することを求める権利を有するものとす

る。 

 

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

(a) OPTION 1: SPECIFIC PRIOR AUTHORISATION: The data importer shall not sub-

contract any of its processing activities performed on behalf of the data exporter under 

these Clauses to a sub-processor without the prior specific written authorisation of the 

controller. The data importer shall submit the request for specific authorisation at least 

[Specify time period] prior to the engagement of the concerned sub-processor, together 

with the information necessary to enable the controller to decide on the authorisation. It 

shall inform the data exporter of such engagement. The list of sub-processors already 

authorised by the controller can be found in Annex III. The Parties shall keep Annex III up 

to date.  

OPTION 2: GENERAL WRITTEN AUTHORISATION: The data importer has the 

controller’s general authorisation for the engagement of sub-processor(s) from an agreed 

list. The list of sub-processors the data importer intends to engage can be found in Annex 

III. The data importer shall specifically inform the controller in writing of any intended 

changes of to that list through the addition or replacement of sub-processors at least 

[Specify time period] in advance, thereby giving the controller sufficient time to be ablethe 

opportunity to object to such changes prior to the engagement of the concerned sub-

processor(s). It shall inform the data exporter of such engagement. The Parties shall keep 

Annex III up to date.The data importer shall provide the controller with the information 

necessary to enable the controller to exercise its right to object. The data importer shall 
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inform the data exporter of the engagement of the sub-processor(s). 

(b) Where the data importer engages a sub-processor tofor carrying out specific processing 

activities (on behalf of the controller), it shall do so by way of a written contract thatwhich 

provides for, in substance, the same data protection obligations as the ones binding the 

data importer under these Clauses, including in terms of third- party beneficiary rights for 

data subjects.18 The Parties agree that, by complying with this Clause, the data importer 

fulfils its obligations under Section II, Clause 18.8 [Onward transfers]. The data importer 

shall ensure that the sub-processor complies with the obligations to which the data 

importer is subject pursuant to these Clauses. 

(c) The data importer shall provide, at the data exporter’s or controller’s request, a copy of 

such a sub-processor agreement and subsequent amendments. To the extent necessary 

to protect business secrets or other confidential information, including personal data, the 

data importer may redact the text of the agreement prior to sharing a copy. 

(d) The data importer shall remain fully responsible to the data exporter for the performance 

of the sub-processor’s obligations under its contract with the data importer. The data 

importer shall notify the data exporter of any failure by the sub-processor to fulfil its 

obligations under that contract. 

(e) The data importer shall agree a third- party beneficiary clause with the sub-processor 

whereby - , in the event the data importer has factually disappeared, ceased to exist in 

law or has become insolvent - the data exporter shall have the right to terminate the sub-

processor contract and to instruct the sub-processor of bankruptcy of the data importer, 

the data exporter shall be a third party beneficiary to the sub-processor contract and shall 

have the right to enforce the contract against the sub-processor, including where 

applicable byto instructing the sub-processor to erase or return the personal data. 

 

構成要素３： 処理者から処理者への移転 

(a) オプション１： 個別の事前の承諾: データ輸入者は、管理者の事前の個別の書面による承諾

なしに、本条項に基づいてデータ輸出者に代わって実行される処理を副処理者に委託しては

ならない。データ輸入者は、当該副処理者が関与する前に、データ輸出者が承認を決定でき

るようにするために必要な情報とともに、少なくとも[一定の期間を指定]して個別の承諾の請

求を提出する必要がある。データ輸入者は当該契約についてデータ輸出者に通知しなければ

ならない。管理者によってすでに承認されている副処理者のリストは、附属書 III のとおりであ

る。当事者は、附属書 IIIを最新の状態に保つものとする。 

オプション 2： 包括的な書面による承諾： データ輸入者は、合意しているリストにより、データ

                                                      
18 This requirement may be satisfied by the sub-processor acceding to these Clauses under 
the appropriate Module, in accordance with Clause 7. 
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輸入者と副処理者との間の契約に関する包括的な承諾を管理者から得ている。データ輸入者

が関与する予定の副処理者のリストは、附属書 IIIのとおりである。データ輸入者は、特に少な

くとも[一定の期間を指定]前に副処理者の追加または交換により、当該リストの意図された変

更を書面で管理者に通知し、それによって当該副処理者が関与する前に管理者に当該変更

に異議を唱えることができるように十分な時間機会を与えるものとする。データ輸入者は副処

理者が関与することをデータ輸出者に知らせるものとする。当事者は、附属書 III を最新の状

態に保つものとする。データ輸入者は、データ輸出者が異議を申し立てる権利を行使できるよ

うにするために必要な情報をデータ輸出者に提供するものとする。データ輸入者は、データ輸

出者に副処理者と契約することを通知するものとする。 

（b）データ輸入者が（管理者に代わって）個別の処理を実施するために副処理者を使用する場合、

データ輸入者は、データ主体に対する第三者受益者の権利の観点を含め、本条項に基づい

てデータ輸入者を拘束するものと実質的に同じデータ保護義務を規定する書面による契約に

よってこれを行うものとする。19当事者は、本条項を遵守することにより、データ輸入者が第２

章 18.8 条 [転送]に基づく義務を履行することに合意する。データ輸入者は、副処理者が本条

項に従ってデータ輸入者が従う義務を遵守することを保証するものとする。 

（c）データ輸入者は、データ輸出者または管理者の要求に応じて、当該副処理者との間の契約お

よびその後の修正のコピーを提供するものとする。個人データを含む企業秘密又はその他の

機密情報を保護するために必要な範囲で、データ輸入者はコピーを共有する前に契約書のテ

キストを編集することができる。 

（d）データ輸入者は、データ輸入者との契約に基づく副処理者の義務の履行について、データ輸

出者に対して引き続き完全な責任を負うものとする。データ輸入者は、副処理者が当該契約

に基づく義務を履行できなかった場合は、データ輸出車に通知するものとする。 

（e）データ輸入者は、第三者受益者条項を副処理者と合意するものとする。これにより、データ輸

入者が事実上消滅破産した場合、法律上存在しなくなった場合、又は倒産した場合、データ輸

出者は副処理者との契約を終了し、の第三者受益者となり、当該副処理者に対して個人デー

タを消去または又は返還するように指示することを含む権利を有するものとする。 

 

Clause 105 

Data subject rights 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller 

 (a) The data importer, where relevant with the assistance of the data exporter, shall deal 

with any einquiries and requests it receives from a data subject relating to the processing 

of his / her personal data and the exercise of his/her rights under these Clauses without 

                                                      
19 本要件は、第７条に従って、適切な構成要素の下で本条項に準拠する副処理者により満

たされる場合がある。 
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undue delay at the least within one month of the receipt of the enquiry or request.20 The 

data importer shall take appropriate measures to facilitate such einquiries, requests and 

the exercise of data subject rights. Any information provided to the data subject shall be 

in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. 

 (b) In particular, upon request by the data subject the data importer shall, free of charge, 

without undue delay and at the latest within one month of the receipt of the request:  

(i) provide confirmation to the data subject as to whether personal data concerning 

him/her is being processed and, where this is the case,  provide a copy of the data 

relating to him/her as well as the information contained in Annex I; if personal data has 

been or will be onward transferred, provide information on recipients or categories of 

recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information) to which the 

personal data has been or will be onward transferred, the purpose of such onward 

transfers and their ground pursuant to Clause 8.7; and provide information on onward 

transfers and information on the right to lodge a complaint with the competent 

supervisory authority in accordance with Clause 12(c)(i);  

(ii) rectify inaccurate or incomplete data concerning the data subject;  

(iii) erase personal data concerning the data subject if such data is being or has been 

processed in violation of any of these Clauses ensuring third- party beneficiary rights, 

or if the data subject withdraws the consent on which the processing is based. 

(c) Where the data importer processes the personal data for direct marketing purposes, it 

shall cease processing for such purposes if the data subject objects to it. 

(d) Where tThe data importer intends toshall not make a decisions based solely on the 

automated processing of the personal data transferred (hereinafter “automated decision”), 

without human involvement (hereinafter “automated decisions”), which would produce 

legal effects concerning the data subject or similarly significantly affect h unless with the 

explicit consent of the data subject or if authorised to do so under the laws of the country 

of destination, provided that such laws lays down suitable measures to safeguard the 

data subject’s rights and legitimate interests. In this case, the data importer shall, where 

necessary in cooperation with the data exporterim / her, it shall, when necessary in 

cooperation with the data exporter:  

(i) inform the data subject about the envisaged automated decision, the envisaged 

consequences and the logic involved; and 

(ii) implement suitable safeguards, at least by enabling the data subject to contest the 

                                                      
20 That period may be extended by a maximum of two more months, to the extent necessary 

taking into account the complexity and number of requests. The data importer shall duly and 
promptly inform the data subject of any such extension. 
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automated decision, express his / her point of view and obtain review by a human being. 

(e) Where requests from a data subject are excessive, in particular because of their repetitive 

character, the data importer may either charge a reasonable fee taking into account the 

administrative costs of granting the request or refuse to act on the request. 

(f) The data importer may refuse a data subject’s request if such refusal is allowed under the 

laws of the country of destination and is necessary and proportionate in a democratic 

society to protect one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 

2016/679GDPR. 

(g) If the data importer intends to refuse a data subject’s request, it shall inform the data 

subject of the reasons for the refusal and about the possibility of lodging a complaint with 

the competent supervisory authority and / or seeking judicial review. 

 

第５条第 10条 

データ主体の権利 

 

構成要素１： 管理者から管理者への移転 

（a）データ輸入者は、データ輸出者の支援に関する場合は、個人データの処理および本条項に基

づく権利の行使に関連するデータ主体からの問い合わせおよび請求に、遅滞なく少なくとも問

い合わせ又は請求から１カ月以内に対応するものとする。21データの輸入者は、当該問い合

わせ、要求、およびデータ主体の権利の行使を容易にするために適切な措置を講じるものと

する。データ主体に提供される情報はすべて、明確でわかりやすい言葉を使用して、わかりや

すく簡単にアクセスできる形式でなければならない。 

（b）特に、データ主体からの要求に応じて、データ輸入者は、無料で、不当な遅延なしに、遅くとも

要求の受領から 1か月以内に以下の事項を行うものとする。 

（i）データ主体に、当該データ主体に関する個人データが処理されているかどうかの確認した

結果を通知し、当該データ主体の個人データが処理されている場合には、当該データ主体

に関連するデータのコピーと、附属書 I に含まれる情報、個人データが転送された、または

転送される予定の場合は、個人データが転送された、または転送される予定の受領者又は

受領者の種類に関する情報（意味のある情報を提供する目的で）、第 8.7 項に基づき、当

該転送の目的及び当該転送の根拠を提供するとともに、個人データの移転に関する情報

および所管の監督機関に苦情を申し立てる権利に関する情報を提供する。 

（ii）データ主体に関する不正確または不完全なデータを修正する。 

（iii）第三者受益者の権利を保護するために、本条項のいずれかに違反して取り扱われている、

                                                      
21 当該期間は、請求の複雑性及び件数を考慮して、必要な範囲で、さらに最大 2か月延長

することができる。データ輸入者は、当該延長についてデータ主体に適切かつ迅速に通知

するものとする。 
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または取り扱われた場合又はデータ主体が当該処理の根拠となる同意を撤回した場合に

は、データ主体に関する個人データを消去する。. 

（c）データ輸入者がダイレクトマーケティングの目的で個人データを取り扱う場合、データ主体が

それに反対する場合は、当該目的での処理を停止するものとする。 

(d) データ輸入者はが、データ主体の明示的な同意がない限り、または移転先の国の法律の下

でそうすることを許可されている場合（ただし、当該法律が、データ主体の権利及び正当な利

益を保護するための適切な措置を定めている場合に限る。）を除き、データ主体に関する法的

効果を生じさせ、または、当該データ主体に重大な影響を及ぼし得る、人間の関与なしに移転

された個人データの自動処理のみに基づいて決定を行うことを意図している場合（以下「自動

化された決定」という）のみに基づき決定してはならないものとする。この場合、データ輸入者

は、必要に応じて、データ輸出者と協力して、以下の事項を行うものとする。 

（i）想定される自動化された決定、想定される結果および及び関連するロジックについてデー

タ主体に通知する。 

（ii）少なくとも、データ主体が自動化された決定に異議を唱え、当該データ主体の見解を表明

し、人間によるレビューさせることによって、適切な保護措置を講じる。 

(e) データ主体からの要求が過度である場合、特に繰り返し要求が行われる場合には、データ輸

入者は、要求に応ずるための管理コストを考慮して妥当な料金を請求するか、要求に応じるこ

とを拒否することができる。 

(f) データ主体は、データ主体の要求の拒否が移転先の国の法律で許されており、規則(EU) 

2016/679GDPR 第 23 条第１項に列挙された目的の一つを守るために民主主義社会において

必要かつ比例している場合には、データ主体の要求を拒否することができる。 

（g）データ輸入者がデータ主体の要求を拒否する場合、拒否の理由、および所管の監督機関に

苦情を申し立てることが可能であること、及び／又は、司法審査を求めることが可能であるこ

と、についてデータ主体に通知するものとする。 

 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

(a) The data importer shall promptly notify the data exporter about any inquiry or request it 

has received directly from a data subject. It shall not respond to that inquiry or request 

itself unless and until it has been authorised to do so by the data exporter.  

(b) The data importer shall assist the data exporter in fulfilling its obligations to respond to 

data subjects’ requests for the exercise of their rights under Regulation (EU) 2016/679. 

In this regard, the Parties shall set out in Annex II the appropriate technical and 

organisational measures, Taking taking into account the nature of the processing, by 

which the assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the 

assistance requiredthe data importer shall assist the data exporter in fulfilling its 

obligations to respond to data subjects’ inquiries and requests for the exercise of their 
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rights under the GDPR. 

(c) In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply 

with the instructions from the data exporter.  

 

構成要素２： 管理者から処理者への移転 

（a）データ輸入者は、データ主体から直接受け取った問い合わせ又は請求について、データ輸出

者に迅速に通知するものとする。データ輸出者によって承諾されない限り、当該問い合わせに

応答したり、それ自体を請求したりすることはできないものとする。 

（b）データ輸入者は、規則（EU）2016/679 に基づく権利の行使に関するデータ主体の要求に対応

する義務を果たす上で、データ輸出者支援するものとする。これに関して、両当事者は、当該

支援が提供される処理の性質、及び必要な支援の範囲と範囲を考慮して、附属書 II に適切な

技術的および組織的措置を定めるものとする。処理の性質を考慮して、データ輸入者は、デ

ータ主体の問い合わせおよびGDPRに基づく権利の行使の要求に対応する義務を果たすこと

により、データ輸出者を支援するものとする。 

（c）（a）項及び（b）項に基づく義務を履行するにあたり、データ輸入者はデータ輸出者からの指示

に従わなければならない。 

 

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

 (a) The data importer shall promptly notify the data exporter and, where appropriate, the 

controller of about any inquiry or request received directly from a data subject, without 

responding to that inquiry or request unless and until it has been otherwise authorised to 

do so by the controller.  

 (b) The data importer shall assist, where appropriate in cooperation with the data exporter, 

the controller in fulfilling its obligations to respond to data subjects’ requests for the 

exercise of their rights under Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725, 

as applicable. In this regard, the Parties shall set out in Annex II the appropriate technical 

and organisational measures, Taking taking into account the nature of the processing, by 

which the assistance shall be provided, as well as the scope and the extent of the 

assistance required.the data importer shall assist the controller in fulfilling its obligations 

to respond to data subjects’ inquiries and requests for the exercise of their rights. 

(c) In fulfilling its obligations under paragraphs (a) and (b), the data importer shall comply 

with the instructions from the controller, as communicated by the data exporter.  

 

構成要素３： 処理者から処理者への移転 

（a）データ輸入者は、データ輸出者および必要に応じて管理者に対して、データ主体から直接受

け取った問い合わせまたは請求について、管理者の別途の承諾がない限り、また、管理者の
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別途の承諾があるまでの間、当該問い合わせまたは請求に応答することなく、迅速に通知す

るものとする。 

（b）データ輸入者は、規則（EU）2016/679 に基づく権利の行使に関するデータ主体の要求に対応

する義務を果たす上で、データ輸出者支援するものとする。これに関して、両当事者は、当該

支援が提供される処理の性質、及び必要な支援の範囲と範囲を考慮して、附属書 II に適切な

技術的および組織的措置を定めるものとする。処理の性質を考慮して、データ輸入者は、デ

ータ主体の問い合わせおよび権利行使の要求に対応する義務を履行する際に管理者を支援

するものとする。 

（c）（a）項及び（b）項に基づく義務を履行するにあたり、データ輸入者はデータ輸出者からの指示

に従わなければならない。 

 

MODULE FOUR: Transfer processor to controller 

The Parties shall assist each other in responding to einquiries and requests made by data 

subjects under the local law applicable to the data importer or, for data processing by the 

data exporter in the EU, under Regulation (EU) 2016/679the GDPR. 

 

構成要素４： 処理者から管理者への移転 

当事者は、データ輸入者に適用される現地法に基づいて、または EU 域内のデータ輸出者による

データの処理については、規則(EU) 2016/679GDPR に基づき、データ主体からの問い合わせ、

または要求に対応する際に相互に支援するものとする。 

 

Clause 116 

Redress 

第６条第 11条 

救済 

 

(a) The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, 

through individual notice or on its website, of a contact point authorised to handle 

complaints or requests. It shall deal promptly deal with any complaints or requests byit 

received from a data subject.  

[OPTION: The data importer agrees that the data subject may also lodge a complaint with 

[Insert name of an independent dispute resolution body22]  at no cost to the data subject. 

It shall inform the data subject, . It shall inform the data subjects, in the manner set out in 

                                                      
22 The data importer may offer independent dispute resolution through an arbitration body 
only if it is established in a country that has ratified the New York Convention on Enforcement 
of Arbitration Awards. 
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paragraph (a), of suchthis additional redress mechanism and that (s)he isthey are not 

required to use itmake use of such additional redress mechanism, or follow a particular 

sequence in seeking redress.] 

 

（a）データ輸入者は、苦情または要求を取り扱う権限を与えられた連絡先について、個別の通知

またはその Web サイトを通じて、透明性があり、容易にアクセスできる形式でデータ主体に通

知するものとする。データ輸入者は、データ主体から受領したによる苦情や要求にはに迅速に

対処するものとする。 

[オプション：データ輸入者は、データ主体が[独立した紛争解決機関の名称を挿入]に無料で苦

情を申し立てることができることに同意する。23データ輸入者は、（a）項に規定された方法により、

当該追加の救済メカニズムをデータ主体に通知し、当該追加の救済メカニズムを利用したり、

救済を求める際に特定の順序に従う必要がないことを通知する情報提供するものとする。] 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

 

(ba) In case of a dispute between a data subject and one of the Parties as regards 

compliance with these Clauses, that Party shall use its best efforts to resolve the issue 

amicably in a timely fashion. The Parties agree that if there is a dispute between a data 

subject and one of the Parties as regards compliance with these Clauses, they shall keep 

each other informed about such proceedings disputes and, where appropriate, cooperate 

in resolving the issue in a timely fashionthem. 

(cb) Where the dispute is not amicably resolved and the data subject invokes a third-party 

beneficiary right pursuant to Clause 32 of Section I, the data importer shall accepts the 

decision of the data subject to:  

(i) lodge a complaint with the competent supervisory authority in the Member State of 

his/her habitual residence or place of work, or the competent supervisory authority 

pursuant to Clause 13within the meaning of Clause 9 of Section II [Supervision]; 

(ii) refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.3 of Section 

III [Choice of forum and jurisdiction] 

                                                      
23 データ輸入者は、仲裁判断の執行に関するニューヨーク条約を批准した国で設立された

場合にのみ、仲裁機関を通じて独立した紛争解決を提供することができる。 
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(dc) The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, 

organisation or association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 

2016/679.GDPR.  

(ed) The data importer shall abide accepts to abide by a decision that is binding under the 

applicable EU / or Member State law.  

(ef) The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his 

/ her substantive and procedural rights to seek remedies in accordance with applicable 

laws. 

 

（ba）本条項の遵守に関してデータ主体と当事者の一方との間で紛争が発生した場合、当該当事

者は、問題を友好的にタイムリーに解決するために最善の努力を尽くすものとする。両当事者

は、本条項の遵守に関してデータ主体といずれかの当事者との間に紛争が生じた場合、かか

る手続き当該紛争について相互に通知し、必要に応じて、適時に問題の解決に協力すること

に合意するものとする。 

(cb) 紛争が友好的に解決されず、データ主体が第１章第３２条に従い、第三者受益者の権利を

行使する場合、データ輸入者は以下の条件でデータ主体の決定を受け入れるものとする。 

(i) 第２章第９条[監督]により、データ主体が居住又は勤務をしている加盟国の監督機関又は

第 13条に基づき所管の監督機関に苦情を申し立てること。 

(ii)第３章第３18 条 [フォーラムおよび管轄の選択]に従い、管轄裁判所に訴えを提起すること。 

（dc）当事者が、データ主体が規則(EU) 2016/679GDPR第 80条第１項に定められた条件の下で、

非営利団体、組織、または協会によって代表される場合があることに合意する。 

（de）データ輸入者は、適用される EU 又は/加盟国の法律に基づく拘束力のある決定に従うこと

に同意するものとする。 

（ef）データ輸入者は、データ主体による選択が、適用法に従って救済を求める当該データ主体の

実体上および手続上の権利を害することはないことに同意している。 

 

Clause 127 

Liability 

第 127条 

損害賠償 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE FOUR: Transfer processor to controller 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素４：処理者から管理者への移転 
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(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any material or non-material damages 

it causes the other Party/ies by any breach of these Clauses. 

(b) Liability as between the Parties is limited to actual damage suffered. Punitive damages 

are excluded. 

(bc) Each Party shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to 

receive compensation, for any material or non-material damages that Party causes the 

data subject by breaching for any breach of the third party beneficiary rights under these 

Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter under Regulation 

(EU) 2016/679the GDPR. 

(cd) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject 

resulting fromas a result of a breach of these Clauses, all responsibleboth Parties shall 

be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an action in court 

against either any of these Parties. 

(d) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (c), it shall be entitled 

to claim back from the other Party/ies that part of the compensation corresponding to its 

/ their responsibility for the damage. 

(e) The data importer may not invoke the conduct of a sub-processor or sub-processor to 

avoid its own liability. 

 

(a) 各当事者は、本条項の違反により他方当事者に生じた重大または重大ではない損害に

ついて、他方当事者に対して責任を負うものとする。 

(b) 当事者間の責任は、実際に被った損害に限定される。懲罰的損害賠償は適用されない。 

(bc) 各当事者はデータ主体に対して責任を負い、データ主体は、本条項に基づく第三者受

益者の権利に関する違反により、当事者がデータ主体に対して引き起こした重大または

重大ではない損害について補償を受ける権利を有するものとする。これは、規則 (EU) 

2016/679GDPRに基づくデータ輸出者の責任を免責するものではない。 

(cd)本条項の違反に起因してデータ主体に生じた損害について複数の当事者が責任を負う

場合、当事者は連帯して責任を負うものとし、データ主体はこれらの当事者のいずれか

に対して訴訟を起こす権利を有する。 

(d)両当事者は、一方の当事者が（c）項に基づいて責任を負う場合、一方の当事者が他方の当事

者に対して、他方の当事者の当該損害に対する責任に相当する補償の一部を請求する権利

を有することに同意するものとする。 

（e）データ輸入者は、自己の責任を回避するために処理者又は副処理者の責任を転嫁すること

はできない。 
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MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

 

(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any material or non-material damages 

it causes the other Party/ies by any breach of these Clauses. 

(b) Liability as between the Parties is limited to actual damage suffered. Punitive damages 

are excluded. 

(bc) The data importer shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled 

to receive compensation, for any material or non-material damages the data importer or 

its sub-processor causes the data subject for anyby breaching of the third third-party 

beneficiary rights under these Clauses. 

(cd) Notwithstanding paragraph (b), The the data exporter shall be liable to the data subject, 

and the data subject shall be entitled to receive compensation, for any material or non-

material damages the data exporter or the data importer (or its sub-processor) causes 

the data subject for anyby breaching of the third third-party beneficiary rights under these 

Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter and, where the data 

exporter is a processor acting on behalf of a controller, to the liability of the controller 

under the GDPRRegulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725, as applicable. 

(d) The Parties agree that if the data exporter is held liable under paragraph (c) for damages 

caused by the data importer (or its sub-processor), it shall be entitled to claim back from 

the data importer that part of the compensation corresponding to the data importer’s 

responsibility for the damage. 

(e) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as 

a resulting from of a breach of these Clauses, all responsibleboth Parties shall be jointly 

and severally liable and the data subject is entitled to bring an action in court against 

either any of these Parties. 

(f) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (e), it shall be entitled to 

claim back from the other Party/ies that part of the compensation corresponding to its / 

their responsibility for the damage. 

(fg) The data importer may not invoke the conduct of a sub-processor to avoid its own liability. 

 

(a)各当事者は、本条項の違反により他方当事者に生じた重大または重大でない損害について、

他方当事者に対して責任を負うものとする。 

（b）当事者間の責任は、実際に被った損害に限定される。懲罰的損害賠償は適用されない。 
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（bc）データ輸入者はデータ主体に対して責任を負い、データ主体は、データ輸入者又は副処理

者がデータ主体に対して、本条項に基づく第三者受益者の権利に違反したことによるの侵害

を引き起こした場合において、重大または重大でない損害について補償を受ける権利を有す

るものする。 

(cd) (b)項にかかわらず、データ輸出者はデータ主体に対して責任を負い、当該データ主体は、デ

ータ輸出者またはデータ輸入者（又は副処理者）が当該データ主体に対して、引き起こした本

条項に基づく第三者受益者の権利のに違反したことによる重大な又は重大でない損害に関し

て補償を受ける権利を有する。これは、データ輸出者の規則(EU) 2016/679 又は規則(EU) 

2018/1725GDPR に基づくデータ輸出者の責任を免除するものではなく、データ輸出者が管

理者のために処理者となっている場合は当該管理者の GDPR に基づく責任を免除するもの

ではない。 

(d)両当事者は、データ輸出者が（c）項に基づいて、データ輸入者（またはそのサブプロセッサ）に

よって引き起こされた損害について責任を問われる場合、データ輸出者が、データ輸入者に

対して、データ輸入者の当該損害に対する責任に相当する補償の一部を請求する権利を有

することに合意する。 

（e）本条項の違反に起因してデータ主体に生じた損害について複数の当事者が責任を負う場合、

全ての責任のある当該当事者らは連帯して責任を負うものとし、当該データ主体はこれらの

いずれかの当事者に対して訴えを提起する権利を有する。 

(f) 両当事者は、一方の当事者が（e）項に基づいて責任を問われる場合、当該当事者が他方当

事者に対して、他方当事者の当該損害に対する責任に相当する補償の一部を請求する権利

を有することに同意する。 

（gf）データ輸出者は、自らの責任を回避するために副処理者に責任を転嫁することはできない。 

 

Clause 139 

Supervision 

第９条第 13条 

監督 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

 

(a) [Where the data exporter is established in an EU Member State:] The supervisory 
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authority with responsibility for ensuring compliance by the data exporter with the GDPR 

Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as indicated in Annex I.C, namely 

[Specify Supervisory Authority and Member State], shall act as competent supervisory 

authority. 

 [Where the data exporter is not established in a EU Member State, but falls within the 

territorial scope of application of the GDPRRegulation (EU) 2016/679 in accordance with 

according to its Article 3(2) and has appointed a representative pursuant to Article 27(1) 

of Regulation (EU) 2016/679: ]: The supervisory authority of the Member State in 

whichwhere the representative within the meaning of Article 27(1) of Regulation (EU) 

2016/679 is established, as indicated in Annex I.C, data subjects whose personal data 

are transferred under these Clauses in relation to the offering of goods or services to 

them, or whose behaviour is monitored, are located, namely [Specify Member State], 

shall act as competent supervisory authority.] 

[Where the data exporter is not established in an EU Member State, but falls within the 

territorial scope of application of Regulation (EU) 2016/679 in accordance with its Article 

3(2) without however having to appoint a representative pursuant to Article 27(2) of 

Regulation (EU) 2016/679:] The supervisory authority of one of the Member States in 

which the data subjects whose personal data is transferred under these Clauses in 

relation to the offering of goods or services to them, or whose behaviour is monitored, are 

located, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority. 

(b) The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the 

competent supervisory authority in any procedures aimed at ensuring compliance with 

these Clauses. In particular, the data importer agrees to respond to inquiriesenquiries, 

submit itself to audits and comply with the measures adopted by the supervisory authority, 

including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority 

with written confirmation that the necessary actions have been taken. 

 

（a）[データ輸出者が EU 加盟国内に設立されている場合:]データ移転に関してデータ輸出者によ

る規則(EU) 2016/679GDPR への準拠を確保する責任を負う監督機関は、附属書 I.C に規

定されているとおり、すなわち、[監督機関と加盟国を指定すること]は、所管の監督機関として

の役割を担うものとする。 

[データ輸出者が EU 加盟国内に設立されていないものの、GDPR 規則(EU) 2016/679 第３

条第２項に基づき規則(EU) 2016/679GDPR の適用範囲内にあり、規則(EU) 2016/679 第

27 条(1)項に基づき代理人を選任しているる場合：]においては、附属書 I.C に規定されてい

るとおり、規則（EU）2016/679 の第 27 条（1）の意味の範囲内で代表者が設立された加盟国

の監督当局は、所管の監督当局として役割を担うものとする。商品又はサービスの提供に関
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連して本条項に基づいて個人データが移転される、または行動が監視されるデータ主体が所

在する加盟国の監督当局、すなわち[加盟国の指定すること]が、所管の監督機関となる。 

[データ輸出者が EU 加盟国に設立されていないものの、第 3 条（2）項に従って規則（EU）

2016/679 の適用範囲内にある場合、ただし、規則（EU）2016/679第 27 条（２）に基づき代表

者を任命する必要がない場合：] 附属書 I.C に規定されているとおり、商品又はサービスの提

供に関連して本条項に基づいて個人データが転送される、または行動が監視されるデータ主

体が所在する加盟国の一つの監督当局が、所管監督当局としての役割を担うものとする。 

（b）データ輸入者は、本条項の遵守を確保することを目的とした手続において、所管の監督機関

の管轄に服すること、及び協力することに合意する。とりわけ、データ輸入者は、問い合わせ

に対応し、監査に対応し、是正措置及び補償措置等の監督機関によって導入された措置を遵

守することに合意する。 

 

 

SECTION III - Local laws AND Obligation In CAS OF ACESS BY PUBLIC 

AUTHORITIES 

第３章 - 現地法及び公的機関が開示請求してきた場合の義務 

 

Clause 142 

Local laws affecting compliance with the Clauses 

第２条第 14条 

本条項の遵守に影響を与える現地法 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor combines 

the personal data received from the third country-controller with personal data collected by 

the processor in the EU)only if the EU processor combines the personal data received from 

the third country-controller with personal data collected by the processor in the EU) 

 

構成要素１: 管理者から管理者への移転 

構成要素２： 管理者から処理者への移転 

構成要素３： 処理者から処理者への移転 

構成要素４： 処理者から管理者への移転 （EU 域内の処理者が、第三国の管理者から受領し

た個人データを EU 域内の処理者自らが収集した個人データと突合する場合に限る。） 
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(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws in the third country 

of destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, 

including any requirements to disclose personal data or measures authorising access 

by public authorities, prevent the data importer from fulfilling its obligations under these 

Clauses. This is based on the understanding that laws that respect the essence of the 

fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and 

proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 

23(1) GDPR, are not in contradiction with the Clauses.  

(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due 

account in particular of the following elements: the specific circumstances of the transfer, 

including the length of the processing chain, the number of actors involved and the 

transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose 

of processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic 

sector in which the transfer occurs; the storage location of the data transferred; 

(i) the specific circumstances of the transfer, including the content and duration of the 

contract; the scale and regularity of transfers; the length of the processing chain, the 

number of actors involved and the transmission channels used; intended onward 

transfers; the type of recipient; the purpose of processing; the categories and format 

of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer occurs; 

the storage location of the data transferred;nature of the personal data transferred; 

any relevant practical experience with prior instances, or the absence of requests for 

disclosure from public authorities received by the data importer for the type of data 

transferred; 

(ii) the laws and practices of the third country of destination -  relevant in light of the 

circumstances of the transfer, including those requiring to disclose data to public 

authorities or authorising access by such authorities – relevant in light of the specific 

circumstances of the transfer, and the applicable limitations and safeguards 24;, as 

                                                      
24  As regards the impact of such laws and practices on compliance with these Clauses, 
different elements may be considered as part of an overall assessment. Such elements may 
include relevant and documented practical experience with prior instances of requests for 
disclosure from public authorities, or the absence of such requests, covering a sufficiently 
representative time-frame. This refers in particular to internal records or other documentation, 
drawn up on a continuous basis in accordance with due diligence and certified at senior 
management level, provided that this information can be lawfully shared with third parties. 
Where this practical experience is relied upon to conclude that the data importer will not be 
prevented from complying with these Clauses, it needs to be supported by other relevant, 
objective elements, and it is for the Parties to consider carefully whether these elements 
together carry sufficient weight, in terms of their reliability and representativeness, to support 
this conclusion. In particular, the Parties have to take into account whether their practical 
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well as the applicable limitations and safeguards;  

(iii) any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to 

supplement the safeguards under these Clauses,any safeguards in addition to those 

under these Clauses, including the technical and organisational including measures 

applied during transmission and to the processing of the personal data in the country 

of destination.  

(c) The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it 

has made best efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees 

that it will continue to cooperate with the data exporter in ensuring compliance with 

these Clauses.  

(d) The parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it 

available to the competent supervisory authority upon on request.  

(e) The data importer agrees to promptly notify the data exporter promptly if, after having 

agreed to these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to believe 

that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements 

under paragraph (a), including following a change of the laws in the third country or a 

measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in 

practice that is not in line with the requirements under paragraph (a). [For Module 

Three: The data exporter shall forward the notification to the controller.] 

(f) Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has 

reason to believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under the 

Clauses, the data exporter shall promptly identify appropriate measures (e.g.such as, 

for instance, technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) 

to be adopted by the data exporter and / or data importer to address the situation [for 

Module Three:, if appropriate in consultation with the [for Module Three: controller].  

and] competent supervisory authority. If the data exporter decides to continue the 

transfer, based on its assessment that these additional measures will allow the data 

importer to fulfil its obligations under the Clauses, the data exporter shall forward the 

notification to the competent supervisory authority together with an explanation, 

including a description of the measures taken. The data exporter shall suspend the data 

transfer if it considers that no appropriate safeguards for such transfer can be ensured, 

or if instructed by [for Module Three: the controller or] the competent supervisory 

                                                      

experience is corroborated and not contradicted by publicly available or otherwise accessible, 
reliable information on the existence or absence of requests within the same sector and/or 
the application of the law in practice, such as case law and reports by independent oversight 
bodies. 
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authority to do so. In this case, the data exporter shall inform the competent supervisory 

authority and shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the 

processing of personal data under these Clauses. In caseIf the contract involves more 

than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with 

respect to the relevantsponsible Party, unless the Parties have agreed otherwise. When 

the contract is terminated pursuant to this Clause, Section III, Clause 16 (d) and (e) 

shall apply. 

 

 

(a) 当事者は、データ輸入者による個人データの処理に適用される第三国の法律が、個人データ

の開示要件または公的機関によるアクセスを許可する措置を含め、データ輸入者が本条項に

基づく義務を履行することを妨げることを信じる理由がないことを保証する。これは、基本的権

利および自由の本質的部分を尊重し、GDPR第 23条第１項に列挙されている目的を保護す

るために民主主義社会で必要かつ比例的な範囲を超えない法律と本条項が矛盾しないとの

考え方に基づくものである。  

（b）当事者は、(a)項の保証を提供する際に、特に以下の要素を十分に考慮していることを誓約す

る。処理の連鎖の長さ、関与する登場人物の数、使用される移転経路など、移転の特定の状

況、意図された転送;受領者の種類、処理の目的、転送された個人データの種類及び形式。移

転が発生する経済分野、移転されたデータの保存場所。 

(i) 契約の内容および期間、移転の規模および周期、処理の連鎖の数、関係者の数、および

使用される移転のチャンネル、意図的な転送、受領者の種類、処理の目的、移転された個

人データの種類及び形式、移転が発生する経済分野、移転されたデータの保存場所従前

の事例に関する関連する実務経験、または移転されたデータの種類について受領したデ

ータ輸入者に対して公的機関からの開示要請がないことを含む移転に関する特定の状

況。 

（ii）データを公的機関に開示すること、または公的機関によるアクセスを許可することを請求

するものを含む、特定の移転の状況並びに適用される制限及び保護措置の観点で関連す

る移転の状況に照らして関連する移転先の第三国の法律及び実務25、ならびに適用される

                                                      
25 本条項の遵守に対する当該法律及び慣行の影響に関しては、全体的な評価の一部として

様々な要素が考慮される場合がある。当該要素には、十分な代表的な時間枠をカバーする

公的機関からの開示請求より以前の事例に関する関連性のある文書化された実務経験、又

はそのような開示請求の不存在が含まれる場合がある。これは特に、デューデリジェンス

に従って継続的に作成され、上級管理職レベルで認定された内部記録又はその他の文書を

指す。ただし、この情報を第三者と合法的に共有できる場合に限る。データ輸入者が本条

項を遵守することを妨げられないと結論付けるために、当該実務経験に依拠する場合、他

の関連する客観的な要素によって補完される必要があり、両当事者は、これらの要素と一

緒に十分な重みがあるどうかをこの結論を裏付ける信頼性及び代表制の観点から、慎重に
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制限および保護措置。 

（iii）移転中および移転先の国の個人データの処理に適用される技術的および組織的措置を

含む、本条項に基づく保護措置を補足するために実施された関連する契約上、技術的又

は組織的保護措置。本条項に基づくものを含むあらゆる保護措置。 

（c）データ輸入者は、（b）項に基づく評価を実施するにあたり、データ輸出者に関連情報を提供す

るために最善を尽くすこと、および、本条項の遵守を確保するためにデータ輸出者と引き続き

協力することに同意することを保証する。 

（d）当事者は、（b）項に基づいて評価を文書化し、所管の監督機関の請求がある場合には当該

監督機関が利用できるようにすることに同意する。 

（e）データ輸入者は、本条項を締結した後、契約期間中、第三国の法律及び実務の変更または

(a）項の要件に適合しない当該法律の実際の適用による措置（開示請求など）に従うことなど、

(a)項の要件に準拠していない法律の対象である、または対象となったと考える場合、データ輸

出者に直ちに通知することに合意する。[構成要素３においては、データ輸出者はかかる通知

を管理者に転送するものとする。] 

 (f)  (e)項に基づく通知があった場合、または、データ輸出者が、データ輸入者が本条項に基づく

義務を履行できなくなったと信じる理由がある場合、データ輸出者は、[構成要素３の場合:に

は管理者および]所管の監督機関と協議をして、］状況に対処するためにデータ輸出者および

/またはデータ輸入者が採用する適切な措置（たとえば、セキュリティと機密性を確保するため

の技術的または組織的措置など）を迅速に特定するものとする。データ輸出者が個人データ

の移転を継続することを決定した場合、これらの追加措置によりデータ輸入者が本条項に基

づく義務を履行できるとの評価に基づいて、データ輸出者は講じた措置の内容等の説明ととも

に当該通知を所管の監督機関に通知するものとする。データ輸出者は、個人データの移転に

関して適切な保護措置が確保できないと判断した場合、または[構成要素３の場合：管理者ま

たは]所管の監督機関から指示された場合、個人データの移転を一時停止するものとする。こ

の場合、データ輸出者は、本条項に基づく個人データの処理に関する限り所管の監督機関に

通知するとともに、本契約を終了する権利を有するものとする。本契約に 3以上の当事者が

関与する場合、データ輸出者は、当該当事者らが別段の合意をしない限り、責任のある関連

する当事者に関してのみ、当該解除の権利を行使することができる。本条項に従って契約が

終了する場合、本条項の第３章の第 16１条（d）号及び（e）号が適用されるものとする。 

 

Clause 153 

Obligations of the data importer in case of access by public government access 

requestsauthorities 

第 15３条 

                                                      

検討する必要がある。 
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政府公的機関のが開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

MODULE FOUR: Transfer processor to controller (only ifwhere the EU processor 

combines the personal data received from the third country-controller with personal data 

collected by the processor in the EU) 

 

構成要素１: 管理者から管理者への移転 

構成要素２： 管理者から処理者への移転 

構成要素３： 処理者から処理者への移転 

構成要素４： 処理者から管理者への移転 （EU 域内の処理者が、第三国の管理者から受領し

た個人データを EU 域内の処理者自らが収集した個人データと突合する場合に限る。） 

 

315.1 Notification 

(a) The data importer agrees to promptly notify the data exporter and, where possible, the 

data subject (if necessary with the help of the data exporter) if it:  

(i) receives a legally binding request by a public authority, including judicial authorities, 

under the laws of the country of destination for disclosure of personal data 

transferred pursuant to these Clauses; such notification shall include information 

about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the 

request and the response provided; or 

(ii) becomes aware of any direct access by public authorities to personal data 

transferred pursuant to these Clauses in accordance with the laws of the country of 

destination; such notification shall include all information available to the importer. 

[For Module Three: The data exporter shall forward the notification to the controller.]  

(b)  If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and / or the data 

subject under the laws of the country of the destination, the data importer agrees to use 

its best efforts to obtain a waiver of the prohibition, with a view to communicate as much 

information as possible, and as soon as possible. The data importer agrees to 

document its best efforts in order to be able to demonstrate them upon on request of the 

data exporter.  

(c)  WhereTo the extent permissible under the laws of the country of destination, the data 

importer agrees to provide to the data exporter, in at regular intervals for the duration of 

the contract, with as much the greatest possible amount of relevant information as 
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possible on the requests received (in particular, number of requests, type of data 

requested, requesting authority or authority/ies, whether requests have been challenged 

and the outcome of such challenges, etc.). [For Module Three: The data exporter shall 

forward the information to the controller.]   

(d) The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) 

for the duration of the contract and make it available to the competent supervisory 

authority upon request.  

(e) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to notwithstanding the obligation of the data 

importer pursuant to Clause 14(e) and Clause 16 to 1 of Section III [Termination] to 

promptly inform the data exporter where it is unable to comply with these Clauses.  

 

153.1 通知 

(a) データ輸入者は、以下の各場合に、データ輸出者、および可能であればデータ主体（必要に

応じてデータ輸出者の支援を得て）に迅速に通知することに合意する。  

(i)本条項に従って移転された個人データの開示について、移転先の国の法律に基づいて裁

判所を含む公的機関から法的拘束力のある請求を受け取った場合。この場合の通知に

は、当該公的機関から請求された個人データ、請求した公的機関、請求の法的根拠、およ

び公的機関に提供した回答に関する情報が含まれるものとする。又は、 

(ii) 本条項に従って移転された個人データに公的機関が直接アクセスしたことを認識した場

合。この場合の通知には、データ輸入者が入手できるすべての情報が含まれるものとす

る。 [構成要素３の場合：データ輸出者は通知を管理者に転送する必要がある。] 

(b)  データ輸入者がデータ輸出者および/またはデータ主体に通知することをが個人データの移

転先の国の法律により禁止されている場合、データ輸入者は、可能な限り多くの情報を可能

な限り早く伝達する目的で、当該禁止の免除を得るために最善を尽くすことに合意する。デー

タ輸入者は、データ輸出者の請求に応じてそれらを実証するために、文書化することに最善を

尽くすことに合意する。 

(c)  データ輸入者は、個人データの移転先の国の法律で許容される範囲内で、本契約期間中定

期的に、受領した要請に関する可能な限り多くの関連情報（特に請求の数、請求されたデータ

の種類、請求している公的機関、請求に対して争ったか、争った場合の結果等）をデータ輸出

者に提供することに合意する。[構成要素３の場合：データ輸出者は情報を管理者に転送する

必要がある。] 

(d) データ輸入者は、契約期間中、(a）項から（c）項までに従って情報を保存し、所管の監督機関

の請求に応じて、当該監督機関が利用できるようにすることに合意する。 

(e) (a）項から（c）項までは、第 14条(e)及び第 16条第 III章 [解除]の第１条に基づく、データ輸入

者が本条項を遵守できない場合に直ちにデータ輸出者に通知する旨の義務の有無にかかわ

らず適用される。 
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153.2 Review of legality and data minimisation  

(a) The data importer agrees to review, under the laws of the country of destination, the 

legality of the request for disclosure, in paticularnotably whether it remains within the 

powers granted to the requesting public authority, and to exhaust all available remedies 

to challenge the request if, after a careful assessment, it concludes that there are 

reasonable grounds under the laws of the country of destination, applicable obligations 

under international law and principles of international comity. to do so. The data 

importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When 

challenging a request, the data importer shall seek interim measures with a view to 

suspend the effects of the request until the court has decided on itsthe merits. It shall 

not disclose the personal data requested until required to do so under the applicable 

procedural rules. These requirements are without prejudice notwithstanding to the 

obligations of the data importer pursuant tounder Clause 214(e) of this Section.  

(b) The data importer agrees to document its legal assessment and as well as any 

challenge to the request for disclosure and, to the extent permissible under the laws of 

the country of destination, make it available to the data exporter. It shall also make it 

available to the competent supervisory authority upon request.  [For Module Three: 

The data exporter shall make the assessment available to the controller.] 

(c) The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible 

when responding to a request for disclosure, based on a reasonable interpretation of 

the request. 

 

153.2合法性とデータ最小化のレビュー 

(a) データ輸入者は、、国際法及び国際社会の原則に基づく適用義務に基づいて、個人データの

移転先の国の法律の下で、開示請求の合法性、特に当該開示の請求が請求している公的機

関に付与された権限の範囲内にあるかどうかを確認し、慎重な評価の結果、個人データの移

転先の国の法律に基づいて異議を申し立てる理由があると結論付けた場合には、開示請求

に異議を申し立てるために利用可能なすべての救済策を尽くすことに合意する。データ輸入

者は、同じ条件の下で、訴えの提起の可能性を検討する。データ輸入者は、開示の請求に異

議を申し立てる場合、裁判所が本案を決定するまで請求の効力を停止することを目的として、

暫定措置を講じるものとする。開示請求された個人データは、適用される手続に関するルール

に基づいて請求されるまで開示しないものとする。これらの要件は、本章の第 142条（e）に基

づくデータ輸入者の義務にもかかわらず適用される。[構成要素３においては、データ輸出者

は管理者が評価を利用できるようにするものとする。] 

（b） データ輸入者は、その法的評価および開示請求に対する異議申し立てを文書化し、個人デ
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ータの移転先の国の法律で許容される範囲内で、データ輸出者が利用できるようにすることに

合意する。また、所管の監督機関の要請に応じて、当該監督機関が利用できるようにするも

のとする。 

（c）データ輸入者は、開示請求の合理的な解釈に基づいて、開示請求に応答する際に許容され

る最小限の情報を提供することに合意する。 

 

Clause 8 

Indemnification 

第８条 

補償 

 

(a) The Parties agree that if one Party is held jointly and severally liable for a breach of these 

Clauses together with another Party, it is entitled to claim back as indemnification that 

part of the liability that corresponds to the other Party’s part of responsibility. 

（a）当事者は、一方の当事者が他方の当事者と共に本条項の違反に対して連帯して責任を負う

場合、他方の当事者の責任の一部に対応する責任の一部を補償として請求する権利を有す

ることに合意する。 

 

(b) Indemnification is contingent upon the Party to be indemnified:  

(i) promptly notifying the other Party of a claim, and  

(ii) providing reasonable cooperation and assistance to the other Party in defence of such 

claim. 

（b）補償は、当事者が(i)相手方当事者に請求を迅速に通知し、（ii）当該請求を弁護する

ために相手方当事者に合理的な協力と支援を提供することを条件とする。 

   

SECTION IV – FINAL PROVISIONS 

第４章－最終条項 

SECTION IVIII – FINAL PROVISIONS 

第３章第４章－最終条項 

 

Clause 16 

Non-compliance with the Clauses and termination 

第１6条 

本条項の不遵守及び解除 

 

(a) The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with 
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these Clauses, for whatever reason. 

(b) In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with 

these Clauses, the data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data 

importer until compliance is again ensured or the contract is terminated. This is 

notwithstanding Clause 2(f) of Section II.without prejudice to Clause 14(f). 

(c) The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the 

processing of personal data under these Clauses where:  

(i) the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer 

pursuant to paragraph (b) and compliance with these Clauses is not restored within a 

reasonable time and in any event within one month of suspension,  

(ii) the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses, or  

(iii) the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or the 

competent supervisory authority regarding its obligations under these Clauses, 

 In this case, it shall inform the competent supervisory authority [for Module Three: and 

the controller] of such noncompliance. Where the contract involves more than two Parties, 

the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the 

relevantresponsible Party, unless the Parties have agreed otherwise. 

(d)[For Modules One, Two and Three: Personal data that has already been transferred prior 

to the termination of the contract pursuant to paragraph (c) shall [for Modules One, Two 

and Three: at the choice of the data exporter immediately be returned to the data exporter 

or destroyed in their entirety. The same shall apply to any copies of the data.] [for For 

Module Four: Personal data collected by the data exporter in the EU that has been prior 

to the termination of the contract pursuant to paragraph (c) shall immediately deleted in 

its entirety, be destroyed in their entirety, including any copy thereof]. The data importer 

shall certify the destruction deletion of the data to the data exporter. Until the data is 

deleted or returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these 

Clauses. In case of local laws These obligations are notwithstanding any requirements 

under local law applicable to the data importer that prohibits return or destruction deletion 

of the transferred personal data,of the personal data transferred. In that case, the data 

importer warrants that it will continue to ensure compliance with , to the extent possible, 

the level of protection required by these Clauses and will only process the data to the 

extent and for as long as required under that local law. 

 (e) Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the 

European Commission adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 

2016/679  GDPR that covers the transfer of personal data to which these Clauses apply; 

or (ii) the GDPRRegulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the 
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country to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other 

obligations applying to the processing in question under the GDPRRegulation (EU) 

2016/679. 

 

（a）データ輸入者は、何らかの理由で本条項に準拠できない場合、データ輸出者に迅速に

通知するものとする。 

（b）データ輸入者が本条項に違反している場合、または本条項を遵守できない場合、デー

タ輸出者は、本条項の遵守が再度確保されるか、本契約が解除されるまで、データ輸入

者への個人データの移転を一時停止するものとする。これは、第２章第２14 条（f）項

にかかわらず適用されるものとする。 

（c）データ輸出者は、以下のいずれかのに該当する場合に、本条項に基づく個人データの

処理に関する限り、本契約を終了する権利を有するものとする。 

(i)データ輸出者が(b）項に従ってデータ輸入者への個人データの移転を一時停止し、か

つ、本条項の遵守が合理的な時間内に、いかなる場合でも停止後 1 か月以内に回復さ

れない場合 

（ii）データインポーターが本条項に実質的または継続的に違反している場合 

（iii）データ輸入者が、本条項に基づく義務に関して、管轄裁判所または所管監督機関

の拘束力のある決定に従わない場合。 

この場合、管轄の監督当局［構成要素３の場合：及び管理者］に当該違反を通知するも

のとする。本契約に 3 者以上の当事者が関与する場合、データ輸出者は、これらの当事

者らが別段の合意をしない限り、責任のある当事者に関してのみ解除の権利を行使する

ことができる。 

（d）［構成要素１、２及び３の場合：本契約の解除前にすでに移転された個人データは、[構

成要素 1、2、および 3の場合：データ輸出者の選択により、直ちにデータエクスポータ

ーに返送されるか、または、完全に破棄されるものとする。同様のことがデータのコピ

ーについても当てはまるものとする。]［構成要素４の場合：（c）項に従って契約の終了

前に移転された、EUのデータ輸出者によって収集された個人データは、そのコピーを含

め、直ちに完全に削除されるものとする。］当該コピーを含め、完全に破棄されるものと

する。］データが削除又は返還されるまで、データ輸入者は本条項への準拠を保証し続け

るものとする。データ輸入者は、データの破棄をデータ輸出者に証明するものとする。

これらの義務は、移転された個人データの返却または破棄を禁止する、データ輸出者に

対して適用される現地法に基づく要件にも関わらず適用されるものとする。この場合、

データ輸入者は、可能な範囲で、本条項で要求される保護レベルを保証し、当該現地法

で要求される範囲内で、必要な期間のみデータを処理することを保証する。移転された

個人データの返却又は削除を禁止するデータ輸入者に適用される現地法の場合、データ

輸入者は、本条項への準拠を引き続き保証し、当該現地法で要求される範囲及び期間の
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みデータを処理することを保証する。 

（e）いずれの当事者も、（i）欧州委員会が、本条項が適用される個人データの移転を対象

とする GDPR規則(EU)2016/679第 45条第３講に基づく決定を採択した場合、または（ii）

規則(EU) 2016/679GDPRが、個人データの移転先の国の法的枠組みの一部になる場合に

は、本条項に拘束される合意を取り消すことができる。これは、規則(EU) 2016/679GDPR

に基づく問題の取り扱いに適用される他の義務を損なうものではない。 

 

Clause 17 

Governing law 

第 17条 

準拠法 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

 

[OPTION 1: These Clauses shall be governed by the law of one of the EU Member States, 

provided such law allows for third-party beneficiary rights. The Parties agree that this shall 

be the law of _______ (specify Member State).] 

[OPTION 2 (for Modules Two and Three): These Clauses shall be governed by the law of 

the EU Member State in which the data exporter is established. Where such law does not 

allow for third-party beneficiary rights, they shall be governed by the law of another EU 

Member State that does allow for third-party beneficiary rights. The Parties agree that this 

shall be the law of _______ (specify Member State).] 

 

[オプション１: 本条項は、EU加盟国のいずれかの法律に準拠するものとする。ただし、

当該法律で第三者受益者の権利が認められている場合に限りる。両当事者は、これが

_______（加盟国を指定）の法律であることに同意する。] 

[オプション２：（構成要素２及び３の場合）：本条項は、データ輸出者が設立されている

EU 加盟国の法律に準拠するものとする。当該法律が第三者受益者の権利を認めていない場

合、当該第三者受益者は第三者受益者の権利を認めている別の EU加盟国の法律に準拠す

るものとする。両当事者は、これが_______（加盟国を指定）の法律となることに同意す

る。] 
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MODULE FOUR: Transfer processor to controller 

構成要素４：処理者から管理者への移転 

These Clauses shall be governed by the law of a country allowing for third-party beneficiary 

rights. The Parties agree that this shall be the law of _______ (specify country). 

本条項は、第三者受益者の権利を認める国の法律に準拠するものとする。両当事者は、これが

_______（国を指定）の法律であることに同意する。 

 

 

Clause 18 

Choice of forum and jurisdiction 

第 18 条 

フォーラムと管轄の選択 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller 

MODULE TWO: Transfer controller to processor 

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

 

(a)Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of an EU Member 

State. 

(b)The Parties agree that those shall be the courts of _____ (specify Member State). 

(c)A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data 

importer before the courts of the Member State in which he/she has his/her habitual 

residence. 

(d)The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts. 

 

（a）本条項から生じる紛争は、EU加盟国の裁判所によって解決されるものとする。 

（b）両当事者は、それらが_____（加盟国を指定）の裁判所となることに同意する。 

（c）データ主体は、データ輸出者及び/又はデータ輸入者に対して、常居所がある加盟国の

裁判所に訴訟を提起することもできる。 

（d）両当事者は、かかる裁判所の管轄権に従うことに同意するものとする。 

 

MODULE FOUR: Transfer processor to controller 



68 

 

構成要素４：処理者から管理者への移転 

Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of _____ (specify 

country). 

本条項から生じる紛争は、_____（国を指定）の裁判所によって解決されるものとする。 

[OPTION 1: These Clauses shall be governed by the law of one of the Member States of 

the European Union, provided such law allows for third party beneficiary rights. The Parties 

agree that this shall be the law of _______ (specify Member State).] 

[オプション１：本条項は、欧州連合の加盟国の 1 つの法律に準拠するものとする。ただ

し、かかる法律が第三者受益者の権利を認めている場合に限る。両当事者は、当該法律が

_______（加盟国を指定すること）の法律となることに合意する。] 

 

[OPTION 2 (for Module Two and Three): These Clauses shall be governed by the law of 

the Member State of the European Union where the data exporter is established. Where 

such law does not allow for third party beneficiary rights, they shall be governed by the law 

of another Member State of the European Union that allows for third party beneficiary rights. 

The Parties agree that this shall be the law of _______ (specify Member State).] 

[オプション２（構成要素２および３の場合）：本条項は、データ輸出者が設立された EU加

盟国の法律に準拠するものとする。当該法律が第三者受益者の権利を認めていない場合、

準拠すべき法律は第三者の受益者の権利を認める欧州連合の別の加盟国の法律に準拠す

るものとする。当事者らは、これが_______（加盟国を指定すること）の法律となることに

合意する。] 

 

Clause 3 

Choice of forum and jurisdiction 

第３条 

フォーラムおよび管轄の選択 

 

(a) Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of a Member 

State of the European Union. The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction 

of such courts. 

（a）本条項から生じる紛争は、EU加盟国の裁判所によって解決されるものとする。当事

者らは、かかる裁判所の管轄に服することに合意する。 

 

(b) The Parties agree that those shall be the courts of _____ (specify Member State). 

（b）両当事者は、それが_____（加盟国を指定すること）の裁判所となることに合意す

る。 
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(c) Legal proceedings by a data subject against the data exporter and / or data importer 

may also be brought before the courts of the Member State where the data subject has 

his / her habitual residence. 

（c）データ輸出者および/またはデータ輸入者に対するデータ主体による法的手続は、

データ主体が常居所を有する加盟国の裁判所に提起することもできる。 
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APPENDIX 

附属書集 

 

EXPLANATORY NOTE:  

It must be possible to clearly distinguish the information applicable to each transfer or 

category of transfers and, in this regard, to determine the respective role(s) of the Parties as 

data exporter(s) and/or data importer(s). This does not necessarily require completing and 

signing separate appendices for each transfer/category of transfers and/or contractual 

relationship, where this transparency can achieved through one appendix. However, where 

necessary to ensure sufficient clarity, separate appendices should be used. 

 

注釈： 

各移転又は移転の種類に適用可能な情報を明確に区別し、この点に関して、データ輸出者及

び/又はデータ輸入者としての当事者のそれぞれの役割を決定することが可能でなければな

らない。これは、移転/移転の種類及び/又は契約関係ごとに個別の附属書に記入して署名す

ることを求めるものではなく、この透明性は、1 つの附属書集により実現できる。ただし、

十分な明確さを確保するために必要な場合は、個別の附属書を使用する必要がある。 

 

ANNEX I 

附属書１ 

 

A. LIST OF PARTIES 

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor  

MODULE FOUR: Transfer processor to controller 

 

A.当事者のリスト 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

構成要素４：処理者から管理者への移転 

 

Data exporter(s): [Identity and contact details of the data exporter(s) and, where applicable, 

of its/their the data exporter’s data protection officer and/or representative in the European 

Union] 
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1. Name: …  

Address: …  

Contact person’s name, position and contact details: …  

Activities relevant to the data transferred under the Clauses: …  

Signature and date: … 

2. …  

 

データ輸出者：[データ輸出者の身元および連絡先の詳細、および該当する場合は、データ

輸出者のデータ保護責任者及び/又は EUにおける代理人] 

1. 氏名: …  

住所: …  

連絡先の担当者の氏名、役職、連絡先の詳細：…  

本条項に基づいて移転されたデータに関連する活動：…  

署名および日付: … 

２. … 
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Data importer(s): [Identity and contact details of the data importer(s), including any contact 

person with responsibility for data protection]  

1. Name: …  

Address: …  

Contact person’s name, position and contact details: …  

Activities relevant to the data transferred under the Clauses: …  

Signature and date: …  

Role (controller/processor) : … 

2. … 

 

データ輸入者：[データ保護に責任を持つ連絡担当者を含む、データ輸入者の身元および連

絡先の詳細] 

1. 氏名: … 

 住所: …  

連絡先の担当者の氏名、役職、連絡先の詳細：…  

本条項に基づいて移転されたデータに関連する活動：…  

署名および日付: … 

役割（管理者／処理者）:… 

 

 

[For processor to processor transfers: identity and contact details of the controller(s):  

1. Name: …  

Address: …  

Contact person’s name, position and contact details: …  

Activities relevant to the transfer: …  

Signature and date: …  

2. …] 

 

[処理者から処理者への移転の場合：管理者の身元と連絡先の詳細： 

1. 氏名: …  

住所: …  

連絡先の担当者の氏名、役職、連絡先の詳細：…  

移転されたデータに関連する活動：…  

署名および日付: …  

2. …] 
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Ｂ．DESCRIPTION OF TRANSFER 

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor  

MODULE FOUR: Transfer processor to controller 

 

Ｂ．移転の概要 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

構成要素４：処理者から管理者への移転 

 

[For transfers to (sub-) processors, this annex reflects the corresponding instructions 

received from the controller(s):] 

[（副）処理者への移転の場合、本附属書は、管理者から受領した対応する指図を反映して

いる。：] 

 

Categories of data subjects whose personal data is transferred 

………………………..  

個人データが移転されるデータ主体の種類 

………………………..  

 

Categories of personal data transferred  

………………………..  

移転される個人データの種類 

………………………..  

 

SensitiveSpecial categories of personal data transferred (if applicable) and applied 

restrictions or safeguards that fully takes into consideration the nature of the data and the 

risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including 

access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the 

data, restrictions for onward transfers or additional security measures.  

………………………..  

（該当するものがある場合）センシティブ特別な種類の個人データおよびデータの性質と

関連するリスクを完全に考慮した上で、厳格な目的の制限、アクセス制限（専門的なトレー

ニングを受けたスタッフのみのアクセスを含む）、データへのアクセスの記録の保持、移転
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の制限、又は追加のセキュリティ対策など適用された制限又は保護措置  

……………………….. 

 

The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous 

basis). 

………………………..  

移転の頻度（例：データの移転が一回的か継続的か） 

………………………..  

 

Nature of the processing 

………………………..  

処理の性質 

………………………..  

 

Purpose(s) of the data transfer and further processing  

………………………..  

データ移転及びさらなる処理の目的 

………………………..  

 

The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria 

used to determine that periodMaximum data retention periods, if applicable  

……………………..  

個人データが保持される期間、又はそれが不可能な場合は、その期間を決定するために使用

される基準（該当する場合、）データ最大保持期間 

……………………..  

 

For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the 

processing 

（副）処理者への移転の場合、処理の対象、性質、および期間も指定するものとする。 
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C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY  

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor  

Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13  

…………………………. 

 

C. 所管の監督機関  

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

第13条に従って所管の監督機関を特定すること。  

…………………………. 
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ANNEX II - TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL 

AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA 

附属書 II-データのセキュリティを確保するための技術的及び組織的措置などの技術的お

よび組織的措置 

 

MODULE ONE: Transfer controller to controller  

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素１：管理者から管理者への移転 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

[For transfers to (sub-) processors, this annex reflects the corresponding instructions 

received from the controller(s):] 

[（副）処理者への移転の場合、本附属書は、管理者から受領した対応する指図を反映して

いる。：] 

EXPLANATORY NOTE: 

The technical and organisational measures must be described in specific (and not generic) 

terms. See also the general comment on the first page of the Appendix, in particular on the 

need to clearly indicate which measures apply to each transfer/set of transfers. 

Description of the technical and organisational measures implemented by the data 

importer(s) (including any relevant certifications) to ensure an appropriate level of security, 

taking into account the nature, scope, context and purpose of the processing, and the risks 

for the rights and freedoms of natural persons. 

 

注釈： 

技術的及び組織的な措置は、特定の（一般的なものではなく）用語で説明する必要がある。

附属書の最初の頁にある一般的なコメント、特に各移転/移転の組み合わせにどの措置が適

用されるかを明確に示す必要性についても参照してください。 

処理の性質、範囲、文脈、目的、自然人の権利及び自由に対するリスクを考慮して、適切な

レベルのセキュリティを確保するためにデータ輸入者によって実装された技術的および組

織的措置（関連する認証を含む）を説明すること。 

 

Description of the technical and organisational measures implemented by the data 

importer(s), including any relevant certifications 

[TAKING INTO ACCOUNT THE NATURE, SCOPE, CONTEXT AND PURPOSES OF THE 

PROCESSING ACTIVITY AS WELL AS THE RISK FOR THE RIGHTS AND FREEDOMS OF 
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NATURAL PERSONS, DESCRIBE ELEMENTS THAT ARE ESSENTIAL TO THE LEVEL OF 

SECURITY] 

[For exampleExamples of Measures: 

関連する認証を含む、データ輸入者によって講じられた技術的および組織的措置の内容 

[自然人の権利と自由に関するリスクだけでなく、処理の性質、範囲、文脈、目的を考慮に

入れ、セキュリティのレベルに不可欠な要素を説明すること。] 

具体例： 

 

Measures of pseudonymisation and encryption of personal data 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR PSEUDONYMISATION AND ENCRYPTION OF 

PERSONAL DATA] 

[個人データの仮名化及び暗号化の措置に関する要件を記載すること] 

 

Measures for ensuring ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of 

processing systems and services 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR ENSURING ONGOING CONFIDENTIALITY, 

INTEGRITY, AVAILABILITY AND RESILIENCE OF PROCESSING SYSTEMS AND 

SERVICES] 

[処理に関するシステム及びサービスの継続的な機密性、完全性、可用性、および回復力を

確保するための措置要件を記載すること] 

 

Measures for ensuring the ability to restore the availability and access to personal data in a 

timely manner in the event of a physical or technical incident 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR THE ABILITY TO RESTORE THE AVAILABILITY AND 

ACCESS TO PERSONAL DATA IN A TIMELY MANNER IN THE EVENT OF A PHYSICAL 

OR TECHNICAL INCIDENT] 

[物理的又は技術的なインシデントが発生した場合に、個人データの可用性とアクセスを適

時に可用性と個人データへのアクセスを復元する機能を確保するための措置能力の要件を

記載すること] 

 

Processes for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and 

organisational measures in order to ensure the security of the processing 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR PROCESSES FOR REGULARLY TESTING, 

ASSESSING AND EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL AND 

ORGANISATIONAL MEASURES FOR ENSURING THE SECURITY OF THE 

PROCESSING] 
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[処理のセキュリティを確保するための技術的及び組織的措置の有効性を定期的にテスト、

評価、及び評価するためのプロセスの要件を記載すること] 

 

Measures for user identification and authorization 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR USERS INDENTIFICATION AND AUTHORISATION] 

[ユーザーの識別と認証のための措置要件を記載すること] 

 

Measures for the protection of data during transmission 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR THE PROTECTION OF DATA DURING 

TRANSMISSION] 

[移転中のデータ保護に関する措置要件を記載すること] 

 

Measures for the protection of data during storage 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR THE PROTECTION OF DATA DURING STORAGE] 

[保管中のデータ保護に関する措置要件を記載すること] 

 

Measures for ensuring physical security of locations at which personal data are processed 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR PHYSICAL SECURITY OF LOCATIONS AT WHICH 

PERSONAL DATA ARE PROCESSED] 

[個人データの処理が行われる場所の物理的セキュリティに関する措置要件を記載するこ

と] 

 

Measures for ensuring events logging 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR EVENTS LOGGING] 

[イベントログの要件を記載することを確保するための措置] 

 

Measures for ensuring system configuration, including default configuration 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR SYSTEM CONFIGURATION, INCLUDING DEFAULT 

CONFIGURATION] 

[デフォルト構成を含むシステム構成の確保のための措置要件について記載すること] 

 

Measures for internal IT and IT security governance and management 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR INTERNAL IT AND IT SECURITY GOVERNANCE AND 

MANAGEMENTS] 

[内部 IT 及び IT セキュリティのガバナンスと管理に関する措置要件について記載すること] 
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Measures for certification/assurance of processes and products 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION / ASSURANCE OF PROCESSES 

AND PRODUCTS] 

[認証/プロセス及び製品の保証のための措置要件について記載すること] 

 

Measures for ensuring data minimization 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR DATA AVOIDANCE AND MINIMISATION] 

[データの回避と最小化の要件について記載すること]措置 

 

Measures for ensuring data quality 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR DATA QUALITY] 

[データ品質の要件について記載すること]を確保するための措置 

 

Measures for ensuring limited data retention 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR DATA RETENTION] 

[限定されたデータ保持を確保するための措置の要件について記載すること] 

 

Measures for ensuring accountability 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR ACCOUNTABILITY] 

[説明責任の要件について記載すること]を確保するための措置 

 

Measures for allowing data portability and ensuring erasure] 

[DESCRIBE REQUIREMENTS FOR DATA PORTABILITY AND DATA DISPOSAL] 

[データポータビリティ及びデータの廃棄を確保するための措置に関する要件について説明

すること] 

 

For transfers to (sub-) processors, also describe the specific technical and organisational 

measures to be taken by the data (sub-) processor to be able to provide assistance to the 

controller and, for transfers from a processor to a sub-processor, to the data exporter 

（副）処理者への移転については、管理者を支援するために、及び、処理者から副処理者へ

の移転については、データ輸出者を支援するために、（副）データ処理者によって講じられ

た特定の技術的及び組織的措置に関する説明も記載すること。 
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ANNEX III – List of Sub-Processors 

附属書 III – 副処理者のリスト 

 

MODULE TWO: Transfer controller to processor  

MODULE THREE: Transfer processor to processor 

構成要素２：管理者から処理者への移転 

構成要素３：処理者から処理者への移転 

 

EXPLANATORY NOTE:  

This Annex must be completed for Modules Two and Three, in case of the specific 

authorisation of sub-processors (Clause 9(a), Option 1). 

注記： 

本附属書は、構成要素２及び３において、副処理者の個別の承認の場合に記載する必要があ

る（第 9 条（a）項、オプション 1）。 

 

The controller has authorised the use of the following sub-processors: 

1. Name: … 

Address: … 

Contact person’s name, position and contact details: … 

Description of processing (including a clear delimitation of responsibilities in case several 

sub-processors are authorised): … 

2. … 

 

管理者は、以下に掲げる副処理者を承認する: 

1. 氏名: … 

住所: … 

連絡先の担当者の氏名、役職、連絡先の詳細：…  

移転の概要（複数の副処理者が承認されている場合の責任の明確な分担を含む。）：…  

 

2. … 


