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改正法の施行スケジュール

 令和２年改正法（「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法
律」）（令和２年６月12日法律第44号）
➡令和４年（2022年）４月１日施行

 令和３年改正法（「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律」）（令和３年５月19日法律第37号）
➡第１弾改正（行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護

法の個人情報保護法への一元化）の施行日は令和４年（2022年４月１
日）：令和２年改正法の施行日と同日。

➡令和２年改正法から条文番号が大幅に変わる。
➡令和２年改正法の条文番号でなく、令和３年改正法の第１弾改正の条文

番号にしなければならないので、取扱規程等には個人情報保護法の条
文番号はなるべく書かない方がよい（※今後も３年ごとの見直しあり）

〇 令和3年改正後の個人情報保護法
〇 新旧対照表（デジタル社会形成法50条）

※令和３年改正法の第２弾改正（地方公共団体の個人情報保護条例の個
人情報保護法への一元化）は令和５年（2023年）５月19日までの政令で
定める日

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/hogohou_50joukaisei.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihou_sinkyuutaisyouhyou_50jou.pdf
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2020年改正後 2021年第１弾改正 2021年第２弾改正

第１章 総則（１条～３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務（４～６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策

第１節 個人情報の保護に関する基本方針
第２節 国の施策（８条～10条）
第３節 地方公共団体の施策（11条～13条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（14条）

第４章 個人情報取扱事業者の義務等

第１節 個人情報取扱事業者等の義務（15条～35条）

第２節 仮名加工情報取扱事業者等の義務（35条の
２・35条の３）

第３節 匿名加工情報取扱事業者等の義務（36条～
39条）

第４節 監督（40条～46条）
第５節 民間団体による個人情報の保護の推進（47条

～56条）
第６節 送達（58条の２～58条の５）

第５章 個人情報保護委員会（59条～74条）

第６章 雑則（75条～81条）
第７章 罰則（82条～88条）
附則

第１章 総則（１条～３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務（４～６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策

第１節 個人情報の保護に関する基本方針
第２節 国の施策（８条～11条）
第３節 地方公共団体の施策（12条～14条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（15条）

第４章 個人情報取扱事業者等の義務等
第１節 総則（16条）
第２節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱

事業者の義務（17条～40条）
第３節 仮名化工場御法取扱事業者等の義務（41条・

42条）
第４節 匿名加工情報取扱事業者の義務（43条～46

条）

第５節 民間団体による個人情報の保護の推進（47条
～56条）

第６節 雑則（57条～59条）
第５章 行政機関等の義務等

第１節 雑則（60条）
第２節 行政機関等における個人情報等の取扱い（61

条～73条）
第３節 個人情報ファイル（74条・75条）
第４節 開示、訂正及び利用停止

第１款 開示（76条～89条）
第２款 訂正（90条～97条）
第３款 利用停止（98条～103条）
第４款 審査請求（104条～106条）

第５節 行政機関等匿名加工情報の提供等
（107条～121条）

第６節 雑則（122条～126条）

第６章 個人情報保護委員会
第１節 設置等（127条～142条）
第２節 監督及び監視

第１款 個人情報取扱事業者の監督
（143条～149条）

第２款 認定個人情報保護団体の監督
（150条～152条）

第３款 行政機関等の監視（153条～157条）
第３節 送達（158条～161条）
第４節 雑則（162条～165条）

第７章 雑則（166条～170条）
第８章 罰則（171条～180条）
附則

第１章 総則（１条～３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務（４～６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策

第１節 個人情報の保護に関する基本方針
第２節 国の施策（８条～11条）
第３節 地方公共団体の施策（12条～14条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（15条）

第４章 個人情報取扱い事業者等の義務等
第１節 総則（16条）
第２節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱

事業者の義務（17条～40条）
第３節 仮名化工場御法取扱事業者等の義務（41条・

42条）
第４節 匿名加工情報取扱事業者の義務（43条～46

条）

第５節 民間団体による個人情報の保護の推進（47条
～56条）

第６節 雑則（57条～59条）
第５章 行政機関等の義務等

第１節 雑則（60条）
第２節 行政機関等における個人情報等の取扱い（61

条～73条）
第３節 個人情報ファイル（74条・75条）
第４節 開示、訂正及び利用停止

第１款 開示（76条～89条）
第２款 訂正（90条～97条）
第３款 利用停止（98条～103条）
第４款 審査請求（104条～107条）
第５款 条例との関係（108条）

第５節 行政機関等匿名加工情報の提供等
（109条～123条）

第６節 雑則（124条～129条）
第６章 個人情報保護委員会

第１節 設置等（130条～145条）
第２節 監督及び監視

第１款 個人情報取扱事業者の監督
（146条～152条）

第２款 認定個人情報保護団体の監督
（153条～155条）

第３款 行政機関等の監視（156条～160条）
第３節 送達（161条～164条）
第４節 雑則（165条～170条）

第７章 雑則（171条～175条）
第８章 罰則（176条～185条）
附則
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重要条文対比表
令和４年４月１日以降 令和４年３月31日まで

定義 第２条
※「仮名加工情報」、「個人関
連情報」「行政機関」「独立行
政法人等」「地方独立行政法
人」「行政機関」の定義が新設
第16条
※「個人情報でエータベース
等」「個人情報取扱事業者」
「個人データ」「保有個人デー
タ」「匿名加工情報取扱事業
者」は第16条に移動
※「仮名加工情報取扱事業
者」「個人関連情報取扱事業
者」の定義が新設

第２条

利用目的の特定 第17条 第15条

利用目的による制
限

第18条 第16条

不適正な利用の禁
止

第19条 （新設）

適性な取得 第20条 第17条

取得した利用目的
の通知

第21条 第18条

データ内容の正確
性の確保

第22条 第19条

安全管理措置 第23条 第20条

従業者の監督 第24条 第21条

漏えい等の報告等 第26条 （新設）

第三者提供の制限 第27条 第23条

外国にある第三者
への提供の制限

第28条 第24条

第三者提供に係る
記録の作成等

第29条 第25条

第三者提供を受け
る際の確認等

第30条 第26条

令和４年４月１日以降 令和４年３月31日まで

個人関連情報
の第三者提供
の制限等

第31条 （新設）

保有個人でータ
に関する事項の
公表等

第32条 第27条

開示 第33条 第28条

訂正等 第34条 第29条

利用停止等 第35条 第30条

理由の説明 第36条 第31条

開示等の請求
等に応じる手続

第37条 第32条

手数料 第38条 第33条

事前の請求 第39条 第34条

個人情報取扱
事業者による苦
情の処理

第40条 第35条
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改正法の概要

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

出所：個人情報保護委員会作成資料
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令和２年改正法に基づくプライバシーポリシーの改定項目

• 代表者の氏名（共同利用についても）
➡令和２年改正法により、当該個人情報取扱事業者の「氏名又は名称及び住所」に加えて、法人にあっては、その代表者の氏名を

記載することになった。（法27条【32条】１項１号）

• 利用目的の特定の充実
➡通則編ガイドライン3-1-1（利用目的の特定）（※１）において、【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具

体的に利用目的を特定している事例】の事例1）として、「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じ
た新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」が掲げられている（令和２年改正法に伴う通則編ガイドラインの改
正）。

➡利用目的の明確化（詳細化）は利用目的の変更には該当しない。

• 安全管理措置
➡令和２年改正法により、「保有個人データの安全管理のために講じた措置（ただし、本人の知り得る状態に置くことにより当該保

有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。）」（法28条【33条】４項、令８条１号）を開示することになっ
た。通則編ガイドライン3-8-1の【安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態に置く内容の事例】を参考に記載して
いる。

➡（※）安全管理措置として、法21条【24条】及び法22条【25条】の規定により講じた 措置についても、法20条【23条】の規定により
保有個人データの 安全管理のために講じた措置として、本人の知り得る状態 に置かなければならない（ガイドラインパブコメ回
答（概要）35番）。

• 外国における個人情報の取扱いの委託先
➡通則編ガイドライン3-8-1において、【安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態に置く内容の事例】の一つとして、

「外的環境の把握」（事例）個人データを保管しているA 国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措
置を実施）することを記載することとされている。ここでは、個人情報取扱事業者が法24条【28条】３項の規定により、本人の求
めを受けた場合に提供すべき情報を記載している（規則11条の４第３項、外国第三者提供編6-2-2）。外国第三者提供編6-2-1

において、本人に対する情報提供の方法の一つとして、「事例４）必要な情報をホームページに掲載し、本人に閲覧させる方
法」が記載されている。

➡ クラウドサーバは法23条【27条】の「提供」に該当しないが、自ら果たすべき安全管理措置の一環として、適切な安全管理措置
を講じる必要がある（国内サーバも）。この場合に、Ａ国にある第三者が運営する、Ｂ国にあるサーバに個人データを保存する
場合、Ａ国（サーバの運営事 業者が所在する国）における制度等及びＢ国（サーバが所在する国）における制度等のそれぞれ
が個人データの取扱 いに影響を及ぼし得るため、事業者は、これらを把握した上で安全管理措置を講じる必要があり、また、
法27条【32条】１項４号・令８条【10条】１号により、Ａ国及びＢ国の名称を明らかにした上で、保有個人データの安全管理のため
に講じた措置を本人の知り得る状態に置く必要がある。（ガイドラインパブコメ回答（概要）37番）
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施行までのTO DOリスト

施行日三週間前ぐらいまで（令和４年３月10日頃） • 改訂後のプライバシーポリシー・取扱規程の社
内承認

施行日二週間前ぐらいまで（令和４年３月17日頃） • 改正法、改定後のプライバシーポリシー・取扱
規程などの社内教育・周知

施行一週間前ぐらいまで（令和４年３月24日頃） • 改訂後のプライバシーポリシーの公表・通知
• 改訂後の個人情報関連の利用約款の公表・

通知

施行日まで（令和４年４月１日まで） • 改訂後のプライバシーポリシーのホームペー
ジでの公表等

• 改訂後の利用約款などのホームページでの公
表等

• 改訂後の利用約款などの同意ボタン（クッキー
などの個人関連情報の同意含む）などのシス
テムの実装

• 改訂後の取扱規程の社内での公表

◆ どうしても間に合わない場合は、取り敢えず、令和４年４月１日までにプライバシーポリシー・利用
規約の改訂、関連システムの実装だけ先行して行う。（対外的に見える部分）

◆ 取扱規程の改訂（あるいは新たな策定）は令和４年４月１日の施行後に行うことも考えられる。（対
内的な部分）

◆ 可能であれば、社内・グループ会社（海外含む）のデータマッピング（どの部署がどのような個人
でータを保有し、どのように安全管理措置を講じているか調査）を行うことが望ましい。
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弊職の作成した規程例

【改正個人情報保護法】Q&A・モデル規程集（令和２年改正法・令和３年改正
法・ガイドライン改正案反映）（2021年８月６日版）

https://www.miyake.gr.jp/topics/202108/%E3%80%90%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E3%80%91qa%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E9%9B%86%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%B3%95%E3%83%BB%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%B3%95%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E5%8F%8D%E6%98%A0%EF%BC%89%EF%BC%882021%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%EF%BC%96%E6%97%A5%E7%89%88%EF%BC%89


プライバシーポリシー（共同利用含む）の改訂

10
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保有個人データに関する改訂

 「保有個人データの事前開示事項」として、以下の事項を本人の知り得る
状態に置く必要がある（本人の求めに応じて遅滞なく回答することでもよ
い）

①法人の代表者の氏名
②保有個人データの安全管理のために講じた措置

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含
む。）に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすお
それがあるものを除く。）を追加（３４条１項４号）

※令和２年改正法施行令で追加（令８条１号）
➡プライバシーポリシーに追加するか、あるいは、安全管理措置について

はプライバシーポリシーにおいては抽象的に記載しておいた上で本人
の求めに応じて遅滞なく回答するようにする。

➡安全管理措置について取扱規程で定める必要がある。これまで取扱規
程を定めていなかった事業者も策定することが求められる。
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会社の代表者名の記載の仕方

【事例１】 プライバシーポリシーの項目として設ける

１．会社名・住所・代表者名
株式会社〇〇〇〇
〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇県〇市〇－〇－〇
代表取締役社長 甲野 太郎

【事例２】 代表者名をあまり目立たせたくない・・・・

プライバシーポリシーの冒頭や末尾に会社名・住所・代表者名を表示
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共同利用の責任者の代表者名も記載が必要に

（第三者提供の制限）
第27条（略）

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

一・二（略）

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であっ
て、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用
する者の利用目的及び並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名
称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、
又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

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

※共同利用の責任者でない会社については、
①管理者である会社の代表者名を共同利用の公表に記載するか、
②共同利用の管理者である会社の共同利用の公表のURLを自社の共同利用の公表のページ
にリンクとして掲載し、そのページに遷移できるようにしておく。（容易にアクセスできるようにす
るため、当該ページに直接リンクしておく必要がある。リンク切れがないか定期的にチェック必
要。管理者である会社が代表者名を記載していない場合は注意喚起をする必要あり。）
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開示事項：保有個人でータの安全管理のために講じた措置

 個人情報取扱事業者は、個人情報保護法20条【23条】の規定により保有個人データの安全
管理のために講じた措置の内容を本人の知り得る状態に置かなければならない。

 ただし、当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものについては、その
必要はない。

 当該安全管理のために講じた措置は、事業の規模および性質、保有個人データの取扱状況
（取り扱う保有個人データの性質および量を含む）、保有個人データを記録した媒体等に起因
するリスクに応じて、必要かつ適切な内容としなければならない。このため、当該措置の内容
は個人情報取扱事業者によって異なり、本人の知り得る状態に置く安全管理のために講じた
措置の内容についても個人情報取扱事業者によって異なる。

 従業者の監督（法21条【24条】）・委託先の監督（法22条【25条】）は、法20条【23条】の安全
管理措置の一環として、従業者および委託先に対する監督義務を明記するものであり、従業
者および委託先に対する監督は、法20条【23条】の安全管理措置の一部を成す。このため、
従業者および委託先に対する監督についても、法20条【23条】の規定により保有個人データ
の安全管理のために講じた措置として、本人の知り得る状態に置く必要がある。

 本人の知り得る状態については、本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含むため、講
じた措置の概要や一部をホームページに掲載し、残りを本人の求めに応じて遅滞なく回答を
行うといった対応も可能であるが、たとえば、「個人情報の保護に関する法律についてのガイ
ドライン（通則編）」に沿って安全管理措置を実施しているといった内容の掲載や回答のみで
は適切ではない。

 たとえば、ホームページにおいて、安全管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、本人か
らの問合せがあれば、安全管理措置の具体的な内容を遅滞なく回答する体制を構築してい
る場合には、保有個人データの安全管理のために講じた措置について、「本人の知り得る状
態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）」に置いたこととなる（令和3年9月に追
加されたQ&A 9-3）。
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本人の知り得る状態に置くことにより支障を及ぼすおそれがあるものの事例

通則編ガイドライン３－８－１（※９）
事例 1）個人データが記録された機器等の廃棄方法、盗難防止のための管

理方法
事例 2）個人データ管理区域の入退室管理方法
事例 3）アクセス制御の範囲、アクセス者の認証手法等
事例 4）不正アクセス防止措置の内容等
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保有個人データ（公表等）Q&A

Ｑ９－３ 「法第 20 条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」（法
第 27 条第１項第４号・施行令第８条第１号）について、ホームページにおいては、安全
管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、安全管理措置の具体的な内容については、本人
からの問合せに応じて遅滞なく回答する、という対応を取ることはできますか。

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

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

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

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（公表等）Q&A

Ｑ９－４ 従業者の監督（法第 21 条）・委託先の監督（法第 22 条）についても、「法第
20 条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」（法第 27 条第１項
第４号・施行令第８条第１号）として、本人の知り得る状態に置く必要がありますか。

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

通則編ガイドライン３－８－１（※８）
（基本方針の策定）
事例）個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての

基本方針を策定
（個人データの取扱いに係る規律の整備）
事例）取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取

扱規程を策定
（組織的安全管理措置）
事例 1）個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人

データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整
備

事例 2）個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施
（人的安全管理措置）

事例 1）個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施
事例 2）個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載
（物理的安全管理措置）
事例 1）個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者

による個人データの閲覧を防止する措置を実施
事例 2）個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内

の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施
（技術的安全管理措置）
事例 1）アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
事例 2）個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入
（外的環境の把握）
事例）個人データを保管している A 国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施（※8）

（※8）外国（本邦の域外にある国又は地域）の名称については、必ずしも正式名称を求めるものではないが、本人が合理的に認
識できると考えられる形で情報提供を行う必要がある。また、本人の適切な理解と関与を促す観点から、保有個人データ
を取り扱っている外国の制度についても、本人の知り得る状態に置くといった対応が望ましい。
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「外的環境の把握」①

「外的環境の把握」が安全管理措置の1つとして求められるのは、個人情報取扱事
業者が「外国において個人データを取り扱う場合」である（通則編ガイドライン10-7）。

たとえば、以下に掲げるような場合は、「外国において個人データを取り扱う場合」に
該当するため、個人情報取扱事業者は、当該外国の個人情報の保護に関する制度
等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要がある。

① 個人情報取扱事業者が、外国にある支店・営業所に個人データを取り扱わせる場
合

② 個人情報取扱事業者が、外国にある第三者に個人データの取扱いを委託する場
合

③ 外国にある個人情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供
に関連して、国内にある者を本人とする個人データを取り扱う場合（法75条【166

条】参照）
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「外的環境の把握」②

①外国にある支店や営業所に個人データを取り扱わせる場合（Q&A 10-23）

• 個人情報取扱事業者は、外国にある支店や営業所に個人データを取り扱わせる場合、外国
において個人データを取り扱うこととなるため、支店等が所在する外国の個人情報の保護に
関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要がある。

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

以上は、外国にある支店等や従業者が、日本国内に所在するサーバに保存されている個人
データにアクセスして、これを取り扱う場合においても同様とされている（これはLINE問題で海
外の現地法人の従業員が国内サーバにアクセスできたことを意識したものと考えられる。）。

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

➡
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「外的環境の把握」③

②個人情報取扱事業者が、外国にある第三者に個人データの取扱いを委託する場合（Q&A 

10-24）

外国にある第三者に個人データの取扱いを委託する場合、委託元は、委託先を通じて外国にお
いて個人データを取り扱うこととなるため、委託先が所在する外国の個人情報の保護に関する
制度等を把握した上で、委託先の監督その他の安全管理措置を講じる必要がある。また、委託
先が外国にある第三者に個人データの取扱いを再委託する場合、委託元は、委託先及び再委
託先を通じて外国において個人データを取り扱うこととなるため、再委託先が所在する外国の制
度等も把握した上で、安全管理措置を講じる必要がある。以上は、委託先や再委託先が、日本
国内に所在するサーバに保存されている個人データにアクセスして、これを取り扱う場合におい
ても同様である（これはLINE問題で海外の現地法人の従業員が国内サーバにアクセスできたこ
とを意識したものと考えられる）。

そして、かかる場合には、「保有個人データの安全管理のために講じた措置」として、委託先・
再委託先が所在する外国の名称を明らかにし、当該外国の制度等を把握した上で講じた措置
の内容を本人の知り得る状態に置く必要がある。

なお、委託元は、個人データの取扱いの委託に伴って委託先に個人データを提供する場合に
おいて、委託先が「外国にある第三者」（法24条【28条】第1項）に該当するときは、原則として委

託先が所在する外国の名称等を本人に情報提供した上で、本人の同意を取得する必要がある
（法24条【28条】第1項・第2項）。かかる場合においても、委託元は、上記のとおり、安全管理措

置を講じる必要があり、また、保有個人データの安全管理のために講じた措置を本人の知り得
る状態に置く必要がある。
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外国の個人情報保護制度に関する情報提供

 外国にある第三者への提供の制限（法28条（旧法24条））の適用場面ではないが、
「外的環境の把握」においても、個人情報保護委員会が2022年１月24日に公表し
た「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査結果」のURLを掲載する
方法が考えられる。

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

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

※ただし、個人情報保護委員会は現時点性など留保をつけていることに留意する
必要がある。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
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委託先・サーバに関する安全管理措置

（パブコメ回答）
• 法21条は、安全管理措置として、特に従業者の監督について規定したもの、法22

条は、安全管理措置として、特に委託先の監督について規定したもの。したがって、
法21条及び法22条の規定により講じた措置についても、法20条の規定により保有
個人データの 安全管理のために講じた措置として、本人の知り得る状態に置かな
ければならない（ガイドラインパブコメ回答（概要）35番）。
➡保有個人データとして本人の求めに応じて知り得る状態におく事項として、安全

管理措置として委託先の監督も対象となる。
• 個人情報取扱事業者は、外部事業者の運営するサーバに個人データを保存する

場合において、これが法23条の「提供」 に該当しない場合には、自ら果たすべき安
全管理の一環として、適切な安全管理措置を講じる必要がある。この場合に、Ａ国
にある第三者が運営する、Ｂ国にあるサーバに個人データを保存する場合、Ａ国
（サーバの運営事 業者が所在する国）における制度等及びＢ国（サーバが所在す
る国）における制度等のそれぞれが個人データの取扱いに影響を及ぼし得るため、
事業者は、これらを把握した上で安全管理措置を講じる必要があり、また、法27条
１項４号・令８条１号項により、Ａ国及びＢ国の名称を明らかにした上で、保有個人
データの安全管理のために講じた措置を本人の知り得る状態に置く必要がある。
➡クラウドサーバの安全管理措置についても本人の知り得る状態に置く必要があ

る。
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外国にあるサーバ

Ｑ12－３ 外国にあるサーバに個人データを含む電子データを保存することは外国にある第三者への提供に
該当しますか。

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

外国にある第三者への提供（法第28条第１項）に該当しません。
• また、個人情報取扱事業者が、外国にある事業者が外国に設置し、管理・運営するサーバに個人データ

を保存する場合であっても、当該サーバを運営する当該外国にある事業者が、当該サーバに保存された
個人データを取り扱わないこととなっている場合には、外国にある第三者への提供（法第 24 条第１項
）に該当しません。

• ここでいう「当該サーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合」とは、契約条
項によって当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にア
クセス制御を行っている場合等が考えられます（Ｑ７－53 参照）。

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

（令和３年９月更新）
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海外サーバ事業者に関する情報提供

• 我が国の個人情報保護法では、（クラウド）サーバの運営事業者が、当該サーバ
に保存された個人データを取り扱わないこととされている場合には、外国にある第
三者への提供（法24条【28条】）に該当しないこととされている（Q&A 12−4）。

• 「当該サーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合」とは、
契約条項によって当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わない旨
が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等が考えられる
（Q12−3）。

• この点、EUのGDPRでは、クラウドサーバの運営事業者も処理者（Processor）に該
当し、EU域外の海外のクラウドサーバ運営事業者への提供も越境データ移転とし
て扱われるのに対し、日本の個人情報保護法では、越境データ移転に関する規制
は適用がなく、ほぼまったく無規制であり、国際的な個人情報保護規制においても
「ループホール」（抜け穴）に該当しかねない。

• また、LINE問題のように、海外の個人情報保護規制において、越境データ移転の
際に問題となるデータローカライゼーション（個人データの国内保存義務）、ガバメ
ントアクセス（外国政府による無制限の情報へのアクセス）がある場合には、クラウ
ドサーバであったとしても個人への情報提供が必要となり得る。

• そこで、通則編ガイドラインやQ&Aからは明確ではありませんが、海外サーバ事業
者を利用する場合には、「外的環境の把握」として安全管理措置を講じて置くのが
妥当であると考えられる。
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安全管理措置・委託先管理については一般的な記載の会社が多い

LINEはプライバシーポリシーに安全管理措置についてある程度詳細に記載

〇パーソナルデータの安全管理措置
※技術的・組織的に厳重なセキュリティ対策を講じている。
１．セキュリティ対策

具体例として以下の対策を実施していることを明示
・メッセージの暗号化機能の提供
・知る必要性に基づいた厳格なアクセス統制
・24時間365日のセキュリティ監視
・セキュリティ対策を客観的に評価するための外部認証
・新しいセキュリティ技術の研究開発

別途「セキュリティ＆プライバシー」のリンク
２． パーソナルデータの保管場所（※LINE問題を意識した記述）

・日本および韓国で保管
・日本と韓国はCBPRシステムに参加

３．パーソナルデータの保管期間
・プライバシー性の高い情報（トークルームで送信したテキスト、画像、動画、音声
など）、お客様の同意がある場合または適用法に基づく場合を除き、メッセージの
配信（通信障害時の再送や複数機器からのメッセージの同期などを含む）以外の
目的には一切利用しない。これらの情報は必要最低限の期間保持するが、その
後当社サーバーからは自動的に削除。
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プライバシーポリシーへの簡易な安全管理措置の規程例

「当社は、個人データについて、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理
のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り
扱う従業者や委託先（再委託先等を含みます）に対して、必要かつ適切な監
督を行います。」

「当社は、個人データの不正なアクセス、紛失、改ざんおよび漏洩などのリス
クに対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じます。」
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プライバシーポリシーへの詳細な安全管理措置の規程例
（個人情報保護指針の策定）
当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等につい
て本指針（個人情報保護指針）を策定しています。
（個人データの取扱いに係る規律の整備）
当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について「個人情報取
扱規程」を策定しています。
（組織的安全管理措置）
当社は、個人データの取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り
扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や個人情報取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の事務
取扱責任者への報告連絡体制を整備しています。
当社は、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施していま
す。
（人的安全管理措置）
当社は、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
当社は、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
（物理的安全管理措置）
当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない
者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
当社は、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内
の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
（技術的安全管理措置）
当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入していま
す。
（外的環境の把握）
①当社は、個人情報を以下の国に保存することがあります。その場合、保存している国における個人情報の保護に関する制度を
把握した上で安全管理措置を実施しています。
※個人情報保護委員会の海外法制調査における〇国の調査結果をご覧ください（URL）。

②当社は、個人情報を以下のクラウド事業者に保存を委託することがあります。その場合、サーバの所在国およびサーバ所在国
における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。
サーバ所在国（50音順）
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本人が予測できる程度の利用目的の具体化

令和３年改正法とは直接関係ないが、通則編ガイドラインの改正により、本人が予測できる程
度の利用目的の具体例が示された（通則編ガイドライン3-1-1（※1））。
• 「利用目的の特定」（法15条１項）の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報がどのよう

な事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ
具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の
予測を可能とすることである。

• 本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予
測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことにはな
らない。

• 例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、個人情
報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用
目的を特定しなければならない。

【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定して
いる事例】
事例1）「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サー

ビスに関する広告のために利用いたします。」
事例2）「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出結果をスコア化した上で、当該

スコアを第三者へ提供いたします。」
（パブコメ回答）

個人情報の取扱内容等に変更がない中で、本人が一般的かつ合理的に予測・想定できる程度
に利用目的を特定し直した場合、利用目的の変更には該当しない。この場合、特定し直した利用
目的については、法27条１項 の規定に基づいて、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅
滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない。（ガイドラインパブコメ回答（概要）32番）
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利用目的の変更が厳しい・・・

〇個人情報保護法15条２項
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認
められる範囲を超えて行ってはならない。

【利用目的の変更が認められる事例】（FAQ２－８）
○「当社が提供する新商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的について、「既存の関連商

品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合
○「当社が提供する既存の商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的について、「新規に提供

を行う関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合（例えば、フィットネスクラブの運営事
業者が、会員向けにレッスンやプログラムの開催情報をメール配信する目的で個人情報を保有していたと
ころ、同じ情報を用いて新たに始めた栄養指導サービスの案内を配信する場合もこれに含まれ得ると考え
られます。）

○「当社が取り扱う既存の商品・サービスの提供」という利用目的について、「新規に提供を行う関連商品・
サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合（例えば、防犯目的で警備員が駆け付けるサービスの
提供のため個人情報を保有していた事業者が、新たに始めた「高齢者見守りサービス」について、既存の
顧客に当該サービスを案内するためのダイレクトメールを配信する場合もこれに含まれ得ると考えられま
す。）

○「当社が取り扱う商品・サービスの提供」という利用目的について、「当社の提携先が提供する関連商品・
サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合（例えば、住宅用太陽光発電システムを販売した事業
者が、対象の顧客に対して、提携先である電力会社の自然エネルギー買取サービスを紹介する場合もこれ
に含まれ得ると考えられます。）

【利用目的の変更が認められない事例】（FAQ２－９）
○当初の利用目的に「第三者提供」が含まれていない場合において、新たに、法第23条第２項（※オプトアウ

ト）の規定による個人データの第三者提供を行う場合
○当初の利用目的を「会員カード等の盗難・不正利用発覚時の連絡のため」としてメールアドレス等を取得し

ていた場合において、新たに「当社が提供する商品・サービスに関する情報のお知らせ」を行う場合

➡「利用目的の変更」ではなく「利用目的の明確化」と整理できるようにする。
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利用目的の記載例（明確化・個人関連情報の個人データとしての利用）

【利用目的】

• ご案内状・電子メール等による商品・サービス・キャンペーン等の広告・情報提
供（※１・※２）

• GoogleやYahoo等の広告配信事業者を利用した行動ターゲティング広告の配
信（※１・※２）

• お客様の趣味・嗜好等の把握のための当社が取得した取得した属性情報・行
動履歴等の分析（※２）
（※１）お客様から取得したウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、サービスの提供、

広告配信等をいたします。
（※２）当社以外の第三者から取得したお客様の趣味嗜好・閲覧履歴等の情報を当社が既に有してい

るお客様の個人情報と紐づけて利用する場合があります。この場合にはお客様からあらかじめ
同意を取得するとともに、上記に掲げる利用目的の範囲内において利用いたします。

（※３）当社のウェブサイトを利用するお客様の情報を、コンピュータやアプリケーションソフト上で記録
管理する技術を「クッキー（Cookie）」といいます。当社のウェブサイトは、お客様が一層便利に
ご利用いただけるように、クッキーを使用しています。【クッキーの取扱いの詳細については「クッ
キーポリシー」をご覧ください。】

※あまりあからさまに記載したくない場合は、上記のように利用目的の本文ではなく脚注的に記載す
る方法もある。

※上記（※２）は、「個人関連情報の第三者提供の制限」（法31条）に関する規定。
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Google Analytics

〇利用目的の注記として以下の記述
（※４）当社サイトでは、お客様の当社サイトの訪問状況を把握するためにGoogle 社のサービスで
あるGoogle Analyticsを利用しています。
当社のサイトでGoogle Analyticsを利用しますと、当社が発行するクッキーをもとにして、Google 

社がお客様の当社サイトの訪問履歴を収集、記録、分析します。
当社は、Google 社からその分析結果を受け取り、お客様の当社サイトの訪問状況を把握します。
Google Analyticsにより収集、記録、分析されたお客様の情報には、特定の個人を識別する情報
は一切含まれません。また、それらの情報は、Google社により同社のプライバシーポリシーに基づ
いて管理されます。
お客様は、ブラウザのアドオン設定でGoogle Analyticsを無効にすることにより、当社のGoogle 

Analytics利用によるご自身の情報の収集を停止することも可能です。 Google Analyticsの無効設
定は、Google社によるオプトアウトアドオンのダウンロードページで 「Google Analyticsオプトアウ

トアドオン」をダウンロードおよびインストールし、ブラウザのアドオン設定を変更することで実施す
ることができます。なお、お客様がGoogle Analyticsを無効設定した場合、お客様が訪問する本サ
イト以外のウェブサイトでもGoogle Analyticsは無効になりますが、お客様がブラウザのアドオンを
再設定することにより、再度Google Analyticsを有効にすることも可能です。 Google Analyticsの
利用規約に関する説明についてはGoogle Analyticsのサイトを、Google社のプライバシーポリ
シーに関する説明については同社のサイトをご覧下さい。
＜Google Analyticsの利用規約＞
http://www.google.com/analytics/terms/jp.html

＜Googleのプライバシーポリシー＞
http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/

＜Google Analyticsオプトアウトアドオン＞
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja
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Google Analyticsについて

• Google Analyticsはファーストパーティクッキーを用いており、当該サイト
のパフォーマンスを向上する目的のためのみクッキーを扱っていると思わ
れることから、そのクッキーは当該サイトの通信目的のためのみの技術的
なクッキーと捉えられ、GDPR等のプライバシー法上の対応は不要とする
見解が大半だった。

• 2019年11月、ドイツ連邦のデータ保護監督機関をはじめ、ドイツ各州の複
数の監督機関が、Google Analyticsを使用しているサイトにおいては、閲
覧者のOpt-in同意を取得しなければGDPR上違法であり、この場合、いわ
ゆるクッキーウォール（ユーザーが同意をしたものとみなす等、ユーザーに
自由な同意をする機会を与えないクッキーバナー）はGDPR上不適格であ
る、という文書を一斉に公開した。

• その理由は、Google Analyticsを提供するGoogle社は、事業者の単な
る委託先ではなく、自社の目的のために個人データ（閲覧者の閲覧履歴
等）を処理するものなので管理者であり、この場合、Google Analyticsを
利用しているサイトはOpt-in同意を取得しなければならないというものです。

• 今後、日本の個人情報保護法上、Google Analysticsどのように扱われ
るかについても注目される。
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保有個人データの開示請求のデジタル化（法33条）

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

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

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

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

２ 改正法
①開示請求の方法（改正33条１項）
• 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による

方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができることとされた。
②開示方法（改正33条２項）
• 現行法では、保有個人データの開示は書面の交付による方法が原則である（法28条２項、同法施行令９

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

➡プライバシーポリシーにおいても、電磁的方法などによる開示・訂正・利用停止等の手続を記載することが望
ましい。
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保有個人データ（開示）Q&A①

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

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

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

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

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

（令和３年９月追加）
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保有個人データ（開示）Q&A②

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

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

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

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

（令和３年９月追加）
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プライバシーポリシーへの開示、利用停止等の手続の記載の具体例

●．個人情報の開示、利用停止等の手続きについて
当社が保有する個人情報に対する利用目的通知、開示、個人情報の訂正、
追加、停止（削除も含みます）等にかかわるご要望は、すべて当社の定める
様式で承ります。すべての手続きは無料ですが、当社からの返信が必要で
ある場合には、郵送料●円を実費として御負担いただきます。

【個人情報の利用目的通知・個人情報の開示請求書】
（URL）
【個人情報の訂正・追加・利用停止・削除請求書】
（URL)



取扱規程への規定の追加
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追加すべき条項

１．定義規定

• 「個人情報取扱事業者」から適用除外される「独立行政法人等」「地方独立行政法人等」の根
拠規定が独立行政法人通則法・地方独立行政法人通則法に変わる。

• （規定する場合）「個人関連情報」「個人関連情報データベース等」「個人関連情報取扱事業
者」を追加規定（「仮名加工情報」を利用しなくても、「個人関連情報」の定義の範囲内で規定
をしておいたほうがよいかもしれない。※「個人関連情報」は、「個人情報」「仮名加工情報」
「匿名加工情報」以外の生存する個人に関する情報）

２．安全管理措置関連

• 外国第三者に個人データを提供したり、外国にサーバを置いている場合は、「外的環境の把
握」に関する規定を追加。

３．個人情報取扱事業者の義務
• 不適正な利用の禁止（法19条）に関する規定を追加
• 漏えい等報告等（法26条）に関する規定を見直し➡別途、マニュアルを策定。
• 外国にある第三者への提供制限（法28条）に関する規定を改定
• 個人関連情報の第三者提供の制限（法31条）に関する規定を追加
• 開示請求の方法に関する規定（法33条）を見直し
• 利用停止等・第三者提供の停止に関する規定（法35条）を見直し



情報漏えい対応マニュアル
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目的・定義

（目的）
第１条 本手続は、「個人情報の保護に関する法律」 及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律」に基づき、個人データ又は特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損（それぞれ第２条第２項に定義する「漏えい」、「滅失」又
は「毀損」をいう。以下併せて「漏えい等」という。）に関して報告対象事態（第２条に定める「報告対象事態」をいう。）が発生した場合
における当社における対応についての手続について定める。なお、本規程の用語については、「個人情報取扱規程」及び「特定個
人情報等取扱規程」の定めるところに従う。
（定義）
第２条 この手続において「漏えい」とは、個人データ又は特定個人情報が外部に流出することをいう。
【個人データ／特定個人情報の漏えいに該当する事例】
事例1）個人データ／特定個人情報が記載された書類を第三者に誤送付した場合
事例2）個人データ／特定個人情報を含むメールを第三者に誤送信した場合
事例3）システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データ／特定個人情報の閲覧が可能な状態となっていた場合
事例4）個人データ／特定個人情報が記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合
事例5）不正アクセス等により第三者に個人データ／特定個人情報を含む情報が窃取された場合
なお、個人データ／特定個人情報を第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合は、漏えいに該当しない。また、個人情報取
扱事業者が自らの意図に基づき個人データを第三者に提供する場合（原則として本人の同意が必要）は、漏えいに該当しない。
２ この手続において「滅失」とは、個人データ又は特定個人情報の内容が失われることをいう。
【個人データ／特定個人情報の滅失に該当する事例】
事例1）個人情報データベース等／特定個人情報ファイルから出力された氏名等が記載された帳票等を誤って廃棄した場合（※1）
事例2）個人データ／特定個人情報が記載又は記録された書類・媒体等を社内で紛失した場合（※2）
なお、上記の場合であっても、その内容と同じデータが他に保管されている場合は、滅失に該当しない。また、個人情報取扱事業者
が合理的な理由により個人データ／特定個人情報を削除する場合は、滅失に該当しない。
（※１）当該帳票等が適切に廃棄されていない場合には、特定個人情報の漏えいに該当する場合がある。
（※２）社外に流出した場合には、特定個人情報の漏えいに該当する。
３ この手続において個人データ又は特定個人情報の「毀損」とは、個人データ又は特定個人情報の内容が意図しない形で変更さ
れることや、内容を保ち通tも利用不能な状態となることをいう。
【個人データ／特定個人情報の毀損に該当する事例】
事例1）個人データ／特定個人情報の内容が改ざんされた場合
事例2）暗号化処理された個人データ／特定個人情報の復元キーを喪失したことにより復元できなくなった場合
事例3）ランサムウェア等により個人データ／特定個人情報が暗号化され、復元できなくなった場合（※）
なお、上記の場合であっても、その内容と同じデータが他に保管されている場合は毀損に該当しない。
（※）同時に個人データ／特定個人情報が窃取された場合には、個人データ／特定個人情報の漏えいにも該当する。
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報告対象事態

（報告対象事態）
第３条 当社は、次の第一号（１）から（４）まで及び第２号（１）から（３）までに掲げる事態（以下「報告対象事態」という。）を知ったときは、個人情報保護

委員会に報告するものとする。ただし、高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じているものはこの限りでない。
一 個人データ
（１）要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）従業員の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合
（２）不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合
（３）不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）不正アクセスにより個人データが漏えいした場合
（例）ランサムウェア等により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合
（例）個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合
（例）従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合
（４）個人データに係る本人の数が「1,000人」を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となり、当該個人データに係る本人の数が1,000人を超える場合
二 特定個人情報
（１）次に掲げる事態
イ 不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）不正アクセスによって特定個人情報を漏えいした場合
（例）ランサムウェア等によって特定個人情報が暗号化され、復元できなくなった場合
（例）特定個人情報が記載又は記載された書類・媒体等が盗難された場合
ロ 不正の目的をもって、特定個人情報が利用され、又は利用されたおそれがある事態
（例）業務に関係なく、マイナンバーを利用し、住所等を検索・取得した場合
ハ 不正の目的をもって、特定個人情報が提供され、又は提供されたおそれがある事態
（例）従業者が特定個人情報を不正に持ち出して第三者に提供した場合
（２）特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者に閲覧され、又は閲覧されるおそれがある事態
（例）システムの設定ミス等によりインターネット上で特定個人情報の閲覧が可能な状態となっている場合
（３）次に掲げる特定個人情報に係る本人の数が「100人」を超える事態
イ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある特定個人情報
（例）第三者に誤送付・誤送信した特定個人情報に係る本人の数が100人を超える場合
ロ 番号法第９条の規定に反して利用され、又は利用されたおそれがある個人番号を含む特定個人情報
（例）個人番号利用事務と関係のない顧客管理のためのＩＤとして利用していたマイナンバーの数が100人を超える場合
ハ 番号法第19条の規定に反して提供され、又は提供された100人を超える特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）マイナンバー部分にマスキング処理することを失念して、特定個人情報を取り扱わない委託事業者等に提供した特定個人情報に係る本人の数
が100人を超える場合。
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報告対象事態

（報告対象事態）
第３条 当社は、次の第一号（１）から（４）まで及び第２号（１）から（３）までに掲げる事態（以下「報告対象事態」という。）を知ったときは、個人情報保護

委員会に報告するものとする。ただし、高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じているものはこの限りでない。
一 個人データ
（１）要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）従業員の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合
（２）不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合
（３）不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）不正アクセスにより個人データが漏えいした場合
（例）ランサムウェア等により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合
（例）個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合
（例）従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合
（４）個人データに係る本人の数が「1,000人」を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となり、当該個人データに係る本人の数が1,000人を超える場合
二 特定個人情報
（１）次に掲げる事態
イ 不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）不正アクセスによって特定個人情報を漏えいした場合
（例）ランサムウェア等によって特定個人情報が暗号化され、復元できなくなった場合
（例）特定個人情報が記載又は記載された書類・媒体等が盗難された場合
ロ 不正の目的をもって、特定個人情報が利用され、又は利用されたおそれがある事態
（例）業務に関係なく、マイナンバーを利用し、住所等を検索・取得した場合
ハ 不正の目的をもって、特定個人情報が提供され、又は提供されたおそれがある事態
（例）従業者が特定個人情報を不正に持ち出して第三者に提供した場合
（２）特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者に閲覧され、又は閲覧されるおそれがある事態
（例）システムの設定ミス等によりインターネット上で特定個人情報の閲覧が可能な状態となっている場合
（３）次に掲げる特定個人情報に係る本人の数が「100人」を超える事態
イ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある特定個人情報
（例）第三者に誤送付・誤送信した特定個人情報に係る本人の数が100人を超える場合
ロ 番号法第９条の規定に反して利用され、又は利用されたおそれがある個人番号を含む特定個人情報
（例）個人番号利用事務と関係のない顧客管理のためのＩＤとして利用していたマイナンバーの数が100人を超える場合
ハ 番号法第19条の規定に反して提供され、又は提供された100人を超える特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
（例）マイナンバー部分にマスキング処理することを失念して、特定個人情報を取り扱わない委託事業者等に提供した特定個人情報に係る本人の数
が100人を超える場合。
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所管部署

（所管部署）
第４条 【総務部】を本手続の所管部署とし、以下の対応について、関係各部と連携して責任をもって行う。
（１）当社内部における報告・被害の拡大の防止
報告対象事態を認識した者は総務部の事務取扱責任者に直ちに報告するものとする。漏えい等事案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な
措置を講じなければならない。
（２）事実関係の調査、原因の究明
事務取扱責任者は漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講じなければならない。
（３）影響範囲の特定
事務取扱責任者は、上記（2）で把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずるものとする。
（４）再発防止策の検討及び実施
事務取扱責任者は、上記（2）の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び実施に必要な措置を講じるものとする。
（５）個人情報保護委員会への報告及び本人への通知
２．事務取扱責任者である【総務部長】は本手続に定める対応を率先して行う。【総務部長】が不在の場合は、【総務副部長】が対応を代行する。
３．事務取扱責任者は、本手続について定期的（年１回程度）に見直しを行う。
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情報漏えい時の初動

（第一報）
第５条 当社の従業者は、漏えい等の事案の発生を認識した場合には、【総務部】に報告をしなければならない。

【総務部】の連絡先：〇〇―〇〇〇〇―〇〇〇〇（内線〇〇、△△、××）

（被害の拡大の防止）
第６条 事務取扱責任者は、前条の第一報があった場合、速やかに漏えい等の事案の防止その他の暫定措置を講ずるように関係部署に対して指示
をする。
２．外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等の LAN ケーブルを抜いてネットワークからの切り離しを行う
等、適切な対応について、関係部署に対して指示をする。

（経営陣への報告）
第７条 事務取扱責任者は、必要と認められる場合、直ちに、代表取締役及び関係担当取締役に対して報告を行う。



46

事実関係の調査・原因の究明、再発防止策

（事実関係の調査、原因の究明）
第８条 事務取扱責任者は、関係部署と連携の上、以下の観点において事実関係の調査を行う。
（１）漏えい等があった個人情報を取扱う部署及び担当者の特定
（２）漏えい等のルートの解明
（３）漏えい等の有無の確認（漏えい等していた場合には、漏えい先の特定を含む。）
（４）漏えい等の対象となる本人、情報の項目及び人数の特定
２．事務取扱責任者は、原因の究明にあたっては、以下の観点により検討を行う。
（１）全社レベルの問題か・各部レベルの問題か
（２）社内規程等に不備がなかったか
（３）安全管理措置（組織的・人的・物理的・技術的）に不備はなかったか（特に、不正アクセスの場合は、技術的安全管理措置において情報システムシ
ステムの脆弱性・不備はなかったか）
（４）組織全体の問題か・個人に起因する原因か
３．当社の情報システムに対する不正アクセスが認められる場合は、外部のフォレンジック専門業者に委託をして事実関係の調査及び原因の究明を
行う。
４．事務取扱責任者は、必要に応じて、警察、弁護士等に対して相談を行う。

（影響範囲の特定）
第９条 事務取扱責任者は、前条で把握した事実関係に関して、漏えい等の対象となる情報の本人の数、漏えいした情報の内容、漏えいした原因等
を踏まえ、影響範囲を特定する。

（再発防止策の検討及び実施）
第10条 事務取扱責任者は、第７条で究明した原因及び前条で特定した影響範囲を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
２．再発防止策は以下の観点に留意して策定するものとする。
（１）全社レベルの見直しが必要か、各部レベルの見直しで足りるか
（２）社内規程等の見直しが必要か
（３）安全管理措置（組織的・人的・物理的・技術的）の見直しが必要か
（４）運用の見直しやモニタリングで足りるか

（関係者の処分）
第11条 人事部長は、就業規則に基づき、関係者を懲戒処分等する。
２．事務取扱責任者は、必要に応じて、関係者について刑事告発を行う。
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個人情報保護委員会への報告

（個人情報保護委員会への報告）
第12条 当社は、報告対象事態を知ったときは、速やかに（概ね３～５日以内） 、個人情報保護委員会に以下の
事項のうち、その時点で把握している当該事態に関する事項を個人情報保護委員会所定の様式により報告しな
ければならない（速報）。報告期限の起算点となる「知った」時点については、当社のいずれかの部署が当該事態
を知った時点を基準とする
①概要
②個人データ／特定個人情報の項目
③個人データ／特定個人情報に係る本人の数
④原因
⑤二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
⑥本人への対応の実施状況
⑦公表の実施状況
⑧再発防止のための措置
⑨その他参考となる事項。
２．当社は、報告対象事態を知った日から30日以内（第２条第１号（３）又は第２号（１）イからロまでの事態を知っ
た場合には60日以内）に、第１項に掲げる当該事態に関する事項を個人情報保護委員会所定の様式により記載
の事項を個人情報保護委員会に報告しなければならない（確報）。
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本人への通知

（本人への通知）
第13条 個人情報取扱事業者は、報告対象事態（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じて
いる場合を除く。）を知ったときは、当該事態の状況に応じて速やかに、第３項に規定する事項を本人に通知するものとする。
２．「当該事態の状況に応じて速やかに」とは、速やかに通知を行うことを求めるものであるが、具体的に通知を行う時点は、個別の
事案において、その時点で把握している事態の内容、通知を行うことで本人の権利利益が保護される蓋然性、本人への通知を行う
ことで生じる弊害等を勘案して判断するものとする。
【その時点で通知を行う必要があるとはいえないと考えられる事例（※）】
＊ インターネット上の匿名掲示板等に漏えいした複数の特定個人情報がアップロードされており、個人番号利用事務等実施者にお
いて当該掲示板等の管理者に削除を求める等、必要な初期対応が完了しておらず、本人に通知することで、かえって被害が拡大
するおそれがある場合
＊ 漏えい等のおそれが生じたものの、事案がほとんど判明しておらず、その時点で本人に通知したとしても、本人がその権利利益
を保護するための措置を講じられる見込みがなく、かえって混乱が生じるおそれがある場合
（※）「当該事態の状況に応じて速やかに」本人への通知を行うべきことには変わりない。
３．本人への通知事項は、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において以下の事項を通知するものとする。
①概要
②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
③原因
④二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
⑤その他参考となる事項
４．第１項にかかわらず、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をと
る場合には本人への通知を要しない。
【本人への通知が困難な場合に該当する事例】
事例1）保有する個人データの中に本人の連絡先が含まれていない場合
事例2）連絡先が古いために通知を行う時点で本人へ連絡できない場合
【代替措置に該当する事例】
事例1）事案の公表
事例2）問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの個人データが対象となっているか否かを確認できるようにするこ
と
（※）代替措置として事案の公表を行わない場合であっても、当該事態の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止
等の観点から、公表を行うことが望ましい。
（※）公表すべき内容は、個別の事案ごとに判断されるが、本人へ通知すべき内容を基本とする。
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影響を受ける本人への賠償・公表

（影響を受ける可能性のある本人への賠償）
第14条 事務取扱責任者は、漏えい等の事案が発生した場合、漏えい等の対象となった情報の内容、漏えい等の態様等の事実関
係及び究明した原因、他の同種事案における賠償額等を考慮して、影響を受ける可能性のある本人への賠償額（金銭以外の賠償
を含む。）及び賠償方法を決定する。

（事実関係及び再発防止策の公表）
第15条 事務取扱責任者は、漏えい等の事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係
及び再発防止策等について、速やかに公表するものとする。
２．前項にかかわらず、本人の権利利益が侵害されていないと認められる場合（以下の場合をも含むがこれらの場合に限られない）
には、事実関係及び再発防止策等についての公表を省略することができる。なお、サイバー攻撃による場合等で、公表することで
かえって被害の拡大につながる可能性があると考えられる場合には、専門機関等に相談するものとする。
（１）紛失したデータを第三者に見られることなく速やかに回収した場合
（２）高度な暗号化等の秘匿化が施されていて紛失したデータだけでは本人の権利利益が侵害されていないと認められる場合

（改廃）
第16条 本規程の改廃は、取締役会の決定により行うものとする。

附則
本規程は、令和〇年〇月〇日より施行する。



個人関連情報の第三者提供の制限
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規程例①

（個人関連情報取扱事業者から個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場
合）

第●条 当社は、個人関連情報取扱事業者から提供を受ける個人関連情報（個人関連情報
データベース等を構成するものに限る。以下同じ。）を個人データとして取得することが想定さ
れる場合は、第△条第１項各号（※法令に基づく場合等の公益的場合）に掲げる場合を除き、
当該個人データに関して識別される本人から、当該個人関連情報取扱事業者から個人関連情
報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の同意を取得
するものとする。

２ 当社は、偽りその他不正の手段により、個人関連情報を個人データとして取得してはならない。

３ 前項の本人の同意の取得は、本人から同意する旨を示した書面や電子メールを受領する方
法、確認欄へのチェックを求める方法によるものとする。ウェブサイト上で同意を取得する場合
は、単にウェブサイト上に本人に示すべき事項を記載するのみでは足りず、それらの事項を示
した上でウェブサイト上のボタンのクリックを求める方法等によるものとする。

４ 当社は、個人関連情報の提供元である個人関連情報取扱事業者から第１項の同意を取得し
たことの確認が求められた場合は、口頭、書面その他適切な方法で申告するものとする。この
場合、当社は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない
ものとする。

５ 当社は、個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する際は、「当該第三者（提供
元の個人関連情報取扱事業者）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名」を確認しなければならない。 確認方法は、提供元の個人関連情報取扱事業者から

申告を受ける方法その他の適切な方法によるものとする。既に当該確認方法により確認を行
い、次項に規定する方法により作成し、かつ、その時点において記録している記録に記録され
た事項と同一であるものについては、当該事項の確認を省略することができる。
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規程例②

６ 個人情報取扱事業者である提供先の第三者は、第１項の規定による個人関連情報の提供（第28条第１項
各号に該当する場合を除く。）を受けて個人データとして取得する場合は、以下のとおり記録するものとする。
（１）記録をする媒体

個人情報取扱事業者である提供先の第三者は、記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作
成しなければならない。

（２）記録を作成する方法
ア．原則
原則として、個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する都度、速やかに、記録を作成しなけれ
ばならない。
イ．一括して記録を作成する場合
一定の期間内に特定の事業者から継続的に又は反復して個人関連情報の提供を受けて個人データとして
取得する場合は、個々の提供に係る記録を作成する代わりに、一括して記録を作成することができる。
ウ．契約書等の代替手段による方法
本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結し、かかる契約の履行に伴って、当該本人に係る個人
関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合は、当該契約書その他の書面をもって記録とする
ことができる。

（３）記録事項
①本人の同意が得られている旨
②当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
③当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④当該個人関連情報の項目

（４）記録事項の省略
上記（２）の方法により作成した記録（現に保存している場合に限る。）に記録された事項と内容が同一であるも
のについては、当該事項の記録を省略することができる。
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規程例③

７ 前項により作成した記録の保存期間は以下のとおりとする。

場合 記録の保存期間
本人に対する物品又は役務の提供
に関連して第三者から当該本人に
係る個人データの提供を受けた場
合（契約書等の代替手段の方法に
より記録を作成した場合）

最後に当該記録に係る個人データの提供を受
けた日から起算して１年を経過する日までの間

②当該第三者から継続的に若しくは
反復して個人データの提供（オプト
アウトの方法による提供を除く。）を
受けたとき、又は当該第三者から継
続的に若しくは反復して個人データ
の提供を受けることが確実であると
見込まれる場合（一括して記録を作
成する方法により記録を作成した場
合）

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

上記①・②以外の場合 ３年
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改正法条文：定義規定

「個人関連情報」

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも
該当しないものをいう。
⇒郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客番号、Cookie情報、IPアドレス、契約者・

端末固有IDなどの識別子情報および位置情報、閲覧履歴、購買履歴と言ったインターネット

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

「個人関連情報データベース等」（法26条の２第１項、令７条の２）

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

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

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

「個人関連情報取扱事業者」

「個人関連情報データベース等」を事業の用に供している者で、国、地方公共団体、独立行政法
人等、地方独立行政法人を除いたものをいう。
⇒具体的には、CookieやＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲覧履歴

や趣味嗜好のデータベース（個人関連情報データベース等）から、特定のCookieやID等の識
別子に紐付けられた閲覧履歴や趣味嗜好の情報を利用企業（第三者）に提供するDMP事業
者が「個人関連情報取扱事業者」に該当するものと考えられる。
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改正の背景（改正法26条の２・制度改正大綱）

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

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

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

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

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

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

＊従前は、提供先基準も有力だった。

A社 B社

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）
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個人関連情報Q&A

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

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

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

• なお、Cookie 等の端末識別子は、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識
別することができる場合には、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することと
なります。
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個人関連情報に該当する事例（通則編ガイドライン3-7-1-1）

【個人関連情報に該当する事例】
事例 1）Cookie 等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイ

トの閲覧履歴
事例 2）特定の個人を識別できないメールアドレス（abc_123@example.com 等

のようにメールアドレス単体で、特定の個人のメールアドレスであるこ
とが分からないような場合等）メールアドレスに結び付いた、ある個人
の年齢・性別・家族構成等

事例 3）ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴
事例 4）ある個人の位置情報
事例 5）ある個人の興味・関心を示す情報
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本人の同意なきデータの第三者提供

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

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

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

出所：個人情報保護委員会資料を修正
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個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する第三者の義務①

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

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

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

「個人関連情報取扱事業者」に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
３．個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した場合の記録義務

（改正法26条３項、改正規則17条１項３号）
【以下の事項を記録する必要がある。】
①法26条の２第１項１号の本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業者については、

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

項）

場合 作成する場合 保存期間

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

個人データとして取
得した場合の都度

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

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

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

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

３年
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「個人データとして取得することが想定されるとき」

１．「個人データとして取得する」について（通則編ガイドライン3-7-2-1【3-7-1-1】）
• 法26条の２第１項の「個人データとして取得する」とは、提供先の第三者において、個人データに個人関連

情報を付加する等、個人データとして利用しようとする場合をいう。
• 提供先の第三者が、提供を受けた個人関連情報を、ID 等を介して提供先が保有する他の個人データに付

加する場合には、「個人データとして取得する」場合に該当する。
• 提供先の第三者が、提供を受けた個人関連情報を直接個人データに紐付けて利用しない場合は、別途、

提供先の第三者が保有する個人データとの容易照合性が排除しきれないとしても、ここでいう「個人データ
として取得する」場合には直ちに該当しない。

• 提供先の第三者が、提供を受けた個人関連情報を、それ単体では特定の個人を識別することができない
情報と紐付けて利用するのみであり、個人データとして利用しないのであれば、「個人データとして取得す
る」場合に該当しないと考えられる（ガイドラインパブコメ回答（概要）21番）。

２．「想定される」について（通則編ガイドライン3-7-2-2【3-7-1-2】）
• 「想定される」とは、提供元の個人関連情報取扱事業者において、提供先の第三者が「個人データとして取

得する」ことを現に想定している場合、又は一般人の認識を基準として「個人データとして取得する」ことを
通常想定できる場合をいう。

【通常想定できる場合】
事例）個人関連情報を提供する際、提供先の第三者において当該個人関連情報を氏名等と紐付けて利用
することを念頭に、そのために用いる ID 等も併せて提供する場合

• 提供先が、個人関連情報と紐付けて利用可能な個人データを保有している等、提供を受けた個人関連情
報を個人データとして取得することが窺われる場合には、提供先における個人関連 情報の取扱いを確認
すべきであり、提供先からの回答がないことをもって「想定される場合」に該当しないとはいえないと考えら
れる。なお、提供先は、提供元に個人データとして利用する意図を秘して、本人同意を得ずに個人関連情
報を個人データとして取得した場合、法17条１項に違反することとなる。（ガイドラインパブコメ回答（概要）
24番）
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ウェブサイトでの同意の取得例（第158回個人情報保護委員会）

出所：個人情報保護委員会資料

本人の予測できる範囲において包括的に同意を取得することが可能。
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本人の同意（通則編ガイドライン3-7-3-1【3-7-2-1】）

• 法26 条の２【31条】第1項1号の「本人の同意」とは、個人関連情報取扱事業者が第
三者に個人関連情報を提供し、当該第三者が当該個人関連情報を個人データとし
て取得することを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。同号の同意の取得に
当たっては、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適
切な範囲の内容を明確に示した上で、本人の同意の意思が明確に確認できること
が必要。

• 本人の同意は、必ずしも第三者提供のたびに取得しなければならないものではなく、
本人が予測できる範囲において、包括的に同意を取得することも可能。

• 改正後の法26 条の２【31条】第１項１号の「本人の同意」について、事業者は、必ず
しも各提供行為について個別に本人の同意を取得しなければならないわけではな
く、本人の意思を明確に確認できる限り、所定の事項を示した上で、各提供行為に
ついて一括して同意を取得することもできると考えられる（ガイドラインパブコメ回答
（概要）26番）。

• 提供先が所定の同意取得方法で個人関連情報の取扱いにつき 本人から同意を
得る旨を事前に誓約し、当該誓約に従って同意を取得済みであるとして、同意を取
得済みのＩＤ等のリストを提供元に提供した場合には、提供元は、当該誓約及び当
該リストを確認することで、当該リストに掲載されたＩＤ等に係る各本人から同意を
得ていることを、一括して確認することが可能であると考えられる（ガイドラインパブ
コメ回答（概要）29番・30番）。



64

本人の同意の確認（通則編ガイドライン3-7-4-1【3-7-3-1】）

• 提供元の個人関連情報取扱事業者は、あらかじめ 当該個人関連情報に係る本人
の同意が得られていること等を確認しないで、当該個人関連情報を提供することは
できない（ガイドラインパブコメ回答（概要）20番）。

• 提供先が所定の同意取得方法で個人関連情報の取扱いにつき 本人から同意を得
る旨を事前に誓約し、当該誓約に従って同意を取得済みであるとして、同意を取得
済みのＩＤ等のリストを提供元に提供した場合には、提供元は、当該誓約及び当該リ
ストを確認することで、当該リストに掲載されたＩＤ等に係る各本人から同意を得てい
ることを、一括して確認することが可能であると考えられる（ガイドラインパブコメ回答
（概要）29番・30番）。

【第三者から申告を受ける方法に該当する事例】
事例 1）提供先の第三者から口頭で申告を受ける方法
事例2）提供先の第三者が本人の同意を得ていることを誓約する書面を受け入れる方

法
事例３）提供先の第三者が本人に対して法第 26 条の２【第31条】第１項第２号の規定

による情報の提供を行っていること を誓約する書面を受け入れる方法
【その他の適切な方法に該当する事例】
事例1）提供先の第三者が取得した本人の同意を示す書面等を確認する方法
事例2）提供元の個人関連情報取扱事業者において同意取得を代行して、当該同意を

自ら確認する方法
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クッキー（個人関連情報）に関するプライバシーポリシーへの記載例

〇利用目的の注記として以下の記述

（※１）お客様から取得したウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、サービスの
提供、広告配信等をいたします。
➡通則編ガイドライン3-1-1（利用目的の特定）（※１）において、【本人から得た情報から、行動・関
心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定している事例】の事例1）として、「取得した

閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告の
ために利用いたします。」が掲げられている（令和２年改正法に伴う通則編ガイドラインの改正）。

（※２）当社以外の第三者から取得したお客様の趣味嗜好・閲覧履歴等の情報を当社が既に有し
ているお客様の個人情報と紐づけて利用する場合があります。この場合にはお客様からあらかじ
め同意を取得するとともに、上記に掲げる利用目的の範囲内において利用いたします。
➡「個人関連情報の第三者提供の制限等」（法26条の２）に関する規定。

（※３）当社のウェブサイトを利用するお客様の情報を、コンピュータやアプリケーションソフト上で
記録管理する技術を「クッキー（Cookie）」といいます。当社のウェブサイトは、お客様が一層便利

にご利用いただけるように、クッキーを使用しています。【クッキーの取扱いの詳細については「クッ
キーポリシー」をご覧ください。】



外国にある第三者への個人データの提供制限
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規定例

（外国にある第三者への提供の制限）
第●条 前条にかかわらず、当社が外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下

同じ。）にある第三者に個人データを提供する場合は、前条第１項各号に該当する
場合を除き、あらかじめ当該外国の第三者への提供を認める旨の本人同意を得な
ければならない。この場合、あらかじめ本人に対し、①当該外国の名称、②適切か
つ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に
関する情報、及び③当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する
情報を提供しなければならない。

２ 前項にかかわらず、当社が個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準
にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として規則で定
める外国にある第三者に個人データを提供する場合には、前条を適用するものとす
る。

３ 第１項及び前項にかかわらず、外国にある事業者が適切かつ合理的な方法によ
り、法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置（以下「相当措置」という。）を講じて
いる場合であって、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために
必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を
当該本人に提供することとされている場合には、前条を適用するものとする。

４ 前項における「適切かつ合理的な方法」、「相当措置」、「第三者による相当措置の
継続的な実施を確保するために必要な措置」、及び「本人の求めに応じて当該必要
な措置に関する情報」は、別紙●に規定するところに従う。



外国にある第三者への提供

本邦の域外にある国・地域の第三者
（※１）への提供か

（※１）同一法人の海外支店
や駐在員事務所は「第三者」
に該当しない。

Yes

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

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

保護法23条適用（※２） 保護法23条1項各号に該当するか

No

Yes

Yes No

Yes

第三者提供可

No

外国の第三者への提供につ
いての本人の同意があるか

Yes

第三者提供可

No

第三者提供不可

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

EU加盟国・英国が指定

No

①必要な措置を講ずるとともに②本人の
求めに応じて当該事項に関する情報を
当該本人に提供しなければならない。 当該外国における個人情報の保護に関

する制度、当該第三者が講ずる個人情
報の保護のための措置その他当該本人
に参考となるべき情報を当該本人に提
供しなければならない。
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個人情報保護委員会規則で定めることになる事項

出所：個人情報保護委員会資料
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外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供（規則17条）

１．提供すべき事項
（１）原則（法28条２項、規則17条）

① 当該外国の名称
② 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度

に関する情報
③ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

（２）提供する当該外国の名称を特定できない場合（規則17第３項）
個人情報取扱事業者は、法28条１項の規定による本人の同意を得ようとする時点において、上
記①（当該外国の名称）が特定できない場合には、上記①・②に定める事項に代えて、次に掲
げる事項について情報提供しなければならない。
① 当該外国の名称が特定できない旨およびその理由
② 当該外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報

（３）提供する第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を提供できない場合
（規則17条４項）
個人情報取扱事業者は、法28条１項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、上
記１③に定める事項について情報提供できない場合には、同事項に代えて、その旨及びその理
由について情報提供しなければならない。

２．提供方法（規則17条１項）
• 電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法
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情報提供の方法（規則17条１項）

確認記録義務編ガイドライン5-1 情報提供の方法（規則第 17 条第 1 項関係）

本人に対する情報提供は、規則第17条第2項から第4項までの規定により求められる情報を本
人が確実に認識できると考えられる適切な方法で行わなければならない。なお、提供する情報
は本人にとって分かりやすいものであることが重要である。

【適切な方法に該当する事例】
事例 1）必要な情報を電子メールにより本人に送付する方法
事例 2）必要な情報を記載した書面を本人に直接交付する方法
事例 3）必要な情報を本人に口頭で説明する方法
事例 4）必要な情報をホームページに掲載し、本人に閲覧させる方法

金融分野における個人情報取扱事業者は、法第28条第１項に従い、外国にある第三者への個
人データの提供を認める旨の本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該
書面における記載を通じて、施行規則第17条第２項から第４項までの規定により情報提供が求
められる事項に加えて、
① 個人データの提供先の第三者
② 提供先の第三者における利用目的
③ 第三者に提供される個人データの項目
を本人に認識させた上で同意を得ることとする、とされている（金融分野における個人情報保護
に関するガイドライン第13条第１項）。
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外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（法28条３項・規則18

条）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（規則18条第１項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外

国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。
②当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたとき（※）は、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当

該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき（※）は、個人データの当該第三者への提供を停止
すること。

２．提供方法（規則18条第２項）
電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法による。
３．本人の求めによる情報提供（規則18条３項）
個人情報取扱事業者は、法28条３項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事
項について情報提供しなければならない。
① 当該第三者による相当措置（法28条１項に規定する体制）の整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 定期的な確認の頻度及び方法
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ 上記⑥の支障に関して上記１②により当該個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要
４．本人の求めによる情報提供をしない決定（規則18条３項ただし書、４項）
• 個人情報取扱事業者は、情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい

支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
• 個人情報取扱事業者は、法28条３項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨

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

理由を説明するよう努めなければならない。



73

支障が生じたとき・相当措置の実施が困難となったとき（法28条３項・規則18条１項２号）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（規則18条
第１項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれ

のある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認
すること。

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

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

 「相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき」とは、例えば、上記の場合において、
当該第三者に是正を求めたにもかかわらず、当該第三者がこれに従わない等により、法第４
章第１節の規定の趣旨に沿った措置の継続的な実施の確保が困難となった場合等が考えら
れる。（パブコメ回答（概要）35番）
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情報提供の方法（規則18条２項）

6-2-1 情報提供の方法（規則第18条第２項）
本人に対する情報提供は、規則第18条第3項の規定により本人への提供が求められる情報を
本人が確実に認識できると考えられる適切な方法で行う必要がある。なお、提供する情報は本
人にとって分かりやすいものであることが重要である。
【適切な方法に該当する事例】
事例 1）必要な情報を電子メールにより本人に送付する方法
事例 2）必要な情報を記載した書面を本人に直接交付する方法
事例 3）必要な情報を本人に口頭で説明する方法
事例 4）必要な情報をホームページに掲載し、本人に閲覧させる方法

金融分野の個人情報保護に関するガイドライン第13条第３項で、「金融分野における個人情報
取扱事業者は、法第28条第３項及び施行規則第18条に基づき、本人の求めに応じて事後的に
情報を提供する旨を第20条に定める「個人情報保護宣言」と一体としてインターネットのホーム
ページへの常時掲載又は事務所の窓口等での掲示・備付け等により、公表することとする。」
（「こととする」は努力義務）とされている。
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支障が生じたとき・相当措置の実施が困難となったとき（規則18条１項２号）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（規則18条
第１項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれ

のある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認
すること。

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

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

 「相当措置の継続的な実施の確保が困難となったとき」とは、例えば、上記の場合において、
当該第三者に是正を求めたにもかかわらず、当該第三者がこれに従わない等により、法第４
章第１節の規定の趣旨に沿った措置の継続的な実施の確保が困難となった場合等が考えら
れる。（パブコメ回答（概要）35番）



76

業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合（規則18条３項）

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

「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ
れがある場合」（本規則案第 11 条の４第３項ただし書）とは、例えば、同一
の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し情報提供の求
めがあり、事実上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ対応業
務が立ち行かなくなる場合等が考えられるが、具体例等については、ガイド
ライン等で示される。（パブコメ回答（概要）37番）
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外国第三者への委託契約の規定例（相当措置の実施を確保するための措置）①

【以下の条件】
• GDPRの標準契約条項（SCC）を参考
• 個人情報保護法上の独特の文言は使用せず、「管理者」（＝個人情報取扱事業者）、「処理者」（＝委託先）という用語を使用

第A条（監査権）
１．本条に従い、処理者は、管理者の要求に応じて、本契約の遵守を証明するために必要なすべての情報を提供し、処理者によ

る個人データの処理に関して、管理者又は管理者が委任した監査人による点検を含む監査（年次監査を含む）を認め、これに
寄与するものとする。

２．管理者は、少なくとも年に一度、処理者に対し、処理者の本契約に基づく義務の履行状況、処理者による個人データの処理に
適用される目的地の外国の法令又は慣行の存否及び詳細（個人データの開示要求又は公的機関によるアクセス許可措置を
含む）について、書面により報告を求めることができるものとする。

第B条（本契約の遵守に影響を与える現地法）
1. 処理者は、処理者による個人データの処理に適用される目的地の外国の法令又は慣行（個人データの開示要件又は公的機

関によるアクセスを許可する措置を含む。）が、処理者が本契約に基づく義務を果たすことを妨げると信じる理由がないことを
保証するものとする。

2.処理者は、本契約に同意した後、契約期間中、外国における法令又は慣行の変更又は本条第1項の要件に沿わない当該法令
又は慣行の実務上の適用を示す措置（開示請求など）の後など、本条第1項の要件に沿わない法律又は実務に従うことになっ
たと信じるに足る理由があるときは、速やかに管理者に通知するものとする。

3. 前項に基づく通知後、又はその他処理者が本契約に基づく義務を履行できなくなったと信じるに足る理由がある場合、管理者
は、その状況に対処するために管理者及び／又は処理者が採用すべき適切な措置（セキュリティ及び機密性を確保するため
の組織的、人的、物理的又は技術的安全管理措置等）を速やかに確認するものとする。 管理者は、データ移転のための適切
な保護措置が確保されないと判断した場合、又は所轄の監督官庁から指示があった場合には、データ移転を停止するものと
する。この場合、管理者は、本契約に基づく個人データの処理に関する限り、本契約を解除することができる。本条に基づき契
約が解除された場合、第D条第4項が適用されるものとする。
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外国第三者への委託契約の規定例（相当措置の実施を確保するための措置）②

第C条（公的機関が開示請求をしてきた場合の処理者の義務）
1. 通知
(a) 処理者は、以下の各場合に、処理者、及び可能であればデータ主体（必要に応じ管理者の支援を得て）に迅速に通知するこ

とに合意する。
(i)本契約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、及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) 本契約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、処理者
が入手できるすべての情報が含まれるものとする。

(b) 処理者が管理者及び/又はデータ主体に通知すること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、処理者
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。処理
者は、管理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) 処理者は、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）を管理者に提供することに合意する。

(d) 処理者は、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12条第２項及び第14条に基づく、処理者が本契約を遵守できない場合に直ちに管理者に通知す
る旨の義務に影響を与えない。

2. 合法性とデータ最小化のレビュー
(a) 処理者は、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、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
策を尽くすものとする。処理者は、同じ条件の下で、訴えの提起の可能性を検討する。処理者は、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B条第２項に基づく処理者の義務に影響を与えない。

（b） 処理者は、その法的評価及び開示要求に対する異議を文書化し、目的地の国の法律の下で許される範囲において、管理
者がそれを利用できるようにするものとする。処理者は、要求に応じて、管轄の監督機関に提供するものとする。

（c）処理者は、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ものとする。
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外国第三者への委託契約の規定例（相当措置の実施を確保するための措置）③

第14条（本契約の不遵守及び解除）
1.処理者は、理由の如何を問わず、本契約又は主契約を遵守することができない場合、速やかに管理者に通知するものとする。
2. 処理者が本契約又は主契約に違反した場合又は本契約又は主契約を遵守できない場合、管理者は、遵守が再び確保される

か、本契約が終了するまで、処理者への個人データの移転を停止するものとする。これは第B条第3項に影響を与えない 。
3. 管理者は、以下のいずれかに該当する場合、本契約に基づく個人データの処理に関する限り、本契約を解除する権利を有す

るものとする。
(i)管理者が前項に従って処理者への個人データの移転を一時停止し、かつ、本契約又は主契約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）処理者が本契約に実質的又は継続的に違反している場合
（iii）処理者が、本契約に基づく義務に関して、管轄裁判所又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、管理者は管轄の監督当局に当該違反を通知するものとする。
4. 前項により本契約終了前に移転された個人データは、管理者の選択により、直ちに管理者に返還されるか、又はその全部が

破棄されるものとする。データの複製物についても同様とする。処理者は、管理者に対し、データの削除を証明するものとする。
データが削除又は返却されるまで、処理者は本契約の遵守を継続するものとする。処理者に適用される現地の法律が、移転
された個人データの返却又は削除を禁止している場合、処理者は、引き続き本契約を遵守することを保証し、当該現地の法律
の下で必要とされる範囲及び期間のみデータを処理するものとする。
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外国にある第三者への提供①

Ｑ12－３ 外国にあるサーバに個人データを含む電子データを保存することは外国にある第三者への提供に
該当しますか。

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

外国にある第三者への提供（法第28条第１項）に該当しません。
• また、個人情報取扱事業者が、外国にある事業者が外国に設置し、管理・運営するサーバに個人データ

を保存する場合であっても、当該サーバを運営する当該外国にある事業者が、当該サーバに保存された
個人データを取り扱わないこととなっている場合には、外国にある第三者への提供（法第 24 条第１項
）に該当しません。

• ここでいう「当該サーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合」とは、契約条
項によって当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にア
クセス制御を行っている場合等が考えられます（Ｑ７－53 参照）。

• なお、個人情報取扱事業者が、外国に設置されたサーバに個人データを保存する場合、外国において個
人データを取り扱うこととなるため、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる必要があり（法第23条）、また、保有個人デー
タの安全管理について講じた措置を本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を
含む。）に置く（法第 27 条第１項第４号、施行令第８条第１号）必要があることに留意が必要です（
Ｑ10－25 参照）。

（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供②

Ｑ12－４ 外国の事業者が運営するクラウドを利用していますが、サーバは国内にある場合、外国にある第
三者への提供に該当しますか。

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

には、サーバが国内にある場合であっても、外国にある第三者への提供（法第28条第１項）に該当しま
す。ただし、当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを日本国
内で取り扱っており、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められる場合に
は、外国にある第三者への提供（法第28条第１項）に該当しません（ガイドライン（外国ある第三者へ
の提供編）２－２参照）。

• なお、当該サーバを運営する外国にある事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱わない
こととなっている場合には、外国にある第三者への提供（法第28条第１項）に該当しません（Ｑ７－53
、Ｑ12－３参照）。

（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供③

Ｑ12－７ 提供先の外国にある第三者が施行規則第16条に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠として個人デ
ータを提供した後、当該提供先がさらに別の「第三者」（再提供先）に個人データを提供する場合、当該提供先が施行規
則第16条に定める基準に適合する体制を整備しているといえるためには、どのような措置の実施が確保される必要があり
ますか。当該「第三者」（再提供先）が当該提供先と同一国内にある者等の外国にある者であるときと、当該「第三者」
（再提供先）が日本にある者であるときで、実施が確保されるべき措置が変わりますか。

Ａ12－７
• 法第 27条第１項の「外国」は、本邦の域外にある国又は地域（我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を

有している国として施行規則第15 条で定める国（※）を除きます。以下本項において同じ。）を指します。
• したがって、提供先の外国にある第三者が施行規則第 11 条の２に定める基準に適合する体制を整備していることを根拠と

して、個人データを提供した後、当該提供先がさらに別の「第三者」（再提供先）に当該個人データを再提供する場合にお
いて、当該「第三者」（再提供先）が本邦の域外にある国又は地域にある者であるときは、当該提供先と同一国若しくは地
域にあるか、又は異なる国若しくは地域にあるかにかかわらず、当該提供先による当該「第三者」（再移転先）への個人デ
ータの移転について、法第 28条の規定の趣旨に沿った措置（ガイドライン（外国にある第三者への提供編）４－２－12 参
照）の実施が確保される必要があります。

• 他方で、当該「第三者」（再提供先）が日本にある者であるときは、当該「第三者」（再提供先）は、「外国にある第三者
」（法第 28条第１項）に該当しません。そのため、この場合には、当該提供先による当該「第三者」（再移転先）への個人
データの移転について、法第27条の規定の趣旨に沿った措置（同ガイドライン４－２－11 参照）の実施が確保される必要が
あります。

（※）施行規則第 15条で定める国とは、「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の
保護に関する制度を有している外国等」（平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号）に定める国を指し、具体的には、令和
３年９月時点で EU及び英国が該当します。なお、ここでいう EU とは、平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号に定める国
（ただし、英国を除きます。）を指します。
（令和３年９月更新）
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外国にある第三者への提供④

Ｑ12－８ 外国にある第三者に対して、提供元において氏名を削除するなどして個人を特定できないようにして当該提供先に
とっては個人情報に該当しないデータの取扱いを委託し、当該提供先が個人情報に復元することがないような場合におい
ても、法第28条第１項により、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める」旨の本人の同意を得る必
要がありますか。

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

提供先が元となった個人情報を復元しないことが定められている等、当該提供先が元となった個人情報に係る本人を識別し
ないこととなっているときは、結果として、施行規則第 16で定める基準に適合する体制を整備しているものと解されます。

• そのため、この場合、当該提供先は、法第28条第１項における「第三者」に該当しないため、当該提供先に対する個人デー
タの提供に際して、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得る必要はありません。

• ただし、この場合であっても、提供元である個人情報取扱事業者は、当該提供先において元となった個人情報の復元がなさ
れていないか等の定期的な確認を含め、当該提供先による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずると
ともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を提供する必要があります（法第28条第３項）。

• さらに、提供元である個人情報取扱事業者は、法第25条に基づき当該提供先に対する監督義務を負うことに留意が必要です
。

※提供元基準の考え方に立ちつつ、基準を緩和している。
➡この場合、提供先について、通則編ガイドラインの組織的安全管理措置・人的安全管理措置・物理的安全管理措置・技術
的安全管理措置を講じているかの確認は不要になると考えられる。
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外国にある第三者への提供⑤

Ｑ12－10 法第28条第２項の規定による本人への情報提供の方法として、必要な情報が掲載されたウェブサ
イトの URL を本人に提供することは認められますか。

Ａ12－10 
個別の事案ごとに判断されますが、例えば、施行規則第 17第２項から第４項までの規定により求められる情
報が掲載された Web ページが存在する場合に、当該Web ページの URL を自社のホームページに掲載し、当
該 URL に掲載された情報を本人に閲覧させる方法も、施行規則第 11 条の３第１項における「適切な方法」
に該当すると考えられます。
ただし、この場合であっても、例えば、当該 URL を本人にとって分かりやすい場所に掲載した上で、同意の
可否の判断の前提として、本人に対して当該情報の確認を明示的に求めるなど、本人が当該 URL に掲載され
た情報を閲覧すると合理的に考えられる形で、情報提供を行う必要があると考えられます。
（令和３年９月追加）

【具体例】
〇国の個人情報保護法制につきましては、個人情報保護委員会の「外国における個人情報の保護に関する制
度等の調査」の情報提供文書（事務局作成、令和４年１月25日更新）において公開されている〇国の情報提
供文書をご参考ください。
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外国にある第三者への提供⑥

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

Ａ12－19 
個別の事案ごとに判断されますが、例えば、施行規則第 18条第３項の規定により求められる情報が掲載され
た Web ページが存在する場合に、当該 Web ページの URLを本人に対して提供する方法も、改正後の施行規
則第 11 条の４第２項における「適切な方法」に該当すると考えられます。
（令和３年９月追加）

個人情報保護委員会の「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」の情報提供文書のURLを提供す
ることが考えられるが、留意点あり。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
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情報提供文書の対象国（令和４年１月25日更新）

•アメリカ合衆国
連邦 (PDF : 874KB)  イリノイ州 (PDF : 906KB)  カリフォルニア州 (PDF : 829KB)  ニューヨーク州 (PDF : 947KB)  
•アラブ首長国連邦
連邦 (PDF : 853KB)  ADGM (PDF : 832KB)  DHC (PDF : 840KB)  DIFC (PDF : 823KB)  
•インド (PDF : 885KB)  
•インドネシア共和国 (PDF : 853KB)  
•ウクライナ (PDF : 805KB)  
•オーストラリア連邦 (PDF : 785KB)  
•カナダ (PDF : 825KB)  
•カンボジア王国 (PDF : 848KB)  
•シンガポール共和国 (PDF : 851KB)  
•スイス連邦 (PDF : 791KB)  
•タイ王国 (PDF : 856KB)  
•大韓民国 (PDF : 840KB)  
•台湾 (PDF : 825KB)  
•中華人民共和国 (PDF : 890KB)  
•トルコ共和国 (PDF : 792KB)  
•ニュージーランド (PDF : 802KB)  
•フィリピン共和国 (PDF : 816KB)  
•ブラジル連邦共和国 (PDF : 787KB)  
•ベトナム社会主義共和国 (PDF : 939KB)  
•香港 (PDF : 871KB)  
•マレーシア (PDF : 795KB)  
•ミャンマー連邦共和国 (PDF : 866KB)  
•メキシコ合衆国 (PDF : 849KB)  
•ラオス人民民主共和国 (PDF : 879KB)  
•ロシア連邦 (PDF : 1006KB)  

（参考）
外国における個人情報の保護に関する制度等の調査（報告書）（上記情報提供の基となる委託調査報告書）（令和４年１月24日更新）

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/illinoi_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/newyork_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/arab_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/ADGM_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/DHC_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/DIFC_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/india_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/indonesia_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/ukraine_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/australia_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/canada_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/cambodia_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/switzerland_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/thailand_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/korea_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/taiwan_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/china_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/turkey_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/newzealand_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/philippin_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/brazil_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/vietnam_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/hongkong_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/malaysia_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/myanmar_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/mexican_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/laos_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/russia_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/news/surveillance/
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/korea_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/taiwan_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/china_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/turkey_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/newzealand_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/philippin_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/brazil_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/vietnam_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/hongkong_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/malaysia_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/myanmar_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/mexican_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/laos_report.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/russia_report.pdf
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個人情報保護委員会の情報提供文書の記載項目

１．個人情報の保護に関する制度の有無
２．個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報

（１）EUの十分性の認定
EU の十分性認定を取得した国又は地域は、当委員会が我が国と同等の保護水準にあると認められる個人情報の保護
に関する制度を有する外国等として指定している EU（EU 加盟国及び欧州経済領域の一部であるアイスランド、ノル
ウェー、リヒテンシュタイン）の個人情報の保護に関する制度である GDPR 又はその前身のデータ保護指令に基づき
、欧州委員会が十分なデータ保護の水準を有していると認められる旨の決定を行っている国又は地域であることから
、概ね我が国と同等の個人情報の保護が期待できる。このような意味において、EU の十分性認定を取得した国又は地
域であることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報」に該当する。

（２）APECのCBPRシステム
APEC の CBPR システム参加の前提として、APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令を有していること、
及び CBPR 認証を受けた事業者やアカウンタビリティエージェントにおいて解決できない苦情・問題が生じた場合に
執行機関が調査・是正する権限を有していること等が規定されていることから、我が国と同じく APEC の CBPR シス
テムに参加しているエコノミーにおいては、APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令と当該法令を執行す
る執行機関を有していると考えられるため、個人情報の保護について概ね我が国と同等の保護が期待できる。このよ
うな意味において、APEC の CBPR システム参加エコノミーであることは、「個人情報の保護に関する制度についての
指標となり得る情報」に該当する。なお、APEC のCBPR システムの対象は、民間部門である。

３．OECD プライバシーガイドライン８原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利
OECD プライバシーガイドライン８原則は、OECD 加盟国はもとより国際的な個人情報保護への取組において参照され
る基本原則としての役割を果たし、各国が個人情報保護制度を整備するにあたっては、事実上の世界標準として用い
られている。

４．その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度
①個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの（※データロー

カライゼーション）
②事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあ

るもの（※ガバメントアクセス）
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外国にある委託先にも日本の個人情報保護法が適用されるか？

一般論として、日本の個人情報保護法の適用があるものと考えられる（Q&A11-4参照）。
令和2年改正前は、域外適用は個人情報の直接取得の場面に限られていたが、令和2年改正後は間接取
得の場合も含めて域外適用の対象となる。（改正後の条文番号は171条）

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

Ａ11-4 外国にある個人情報取扱事業者が、日本の居住者等の日本国内にある者に対する物品又はサー
ビスの提供に関連して、日本国内にある者を本人とする個人情報を外国において取り扱う場合には、個人
情報保護法の域外適用の対象となります（法第75条）。
外国にある個人情報取扱事業者が、日本国内のユーザー向けのアプリの開発・運営のために、日本国内
の事業者から日本国内のユーザーを本人とする個人データの取扱いの委託を受けて外国で取り扱う場合、
当該外国にある個人情報取扱事業者による当該個人データの取扱いは、日本国内にある者に対する物
品又はサービスの提供に関連するものであると考えられることから、個人情報保護法の域外適用の対象
となります。
なお、外国にある個人情報取扱事業者に対して個人データを提供する日本国内の個人情報取扱事業者
は、法第24条第１項により、原則として、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める」
旨の本人の同意を得る必要がある点に注意が必要です。
（令和３年９月追加）
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外国にある委託先にも個人情報保護法が適用される場合、「外国にある第三者」でなくなるか

上記Q&A11-4なお書きのとおり、域外適用の対象になるとしても、直ちに「外国にある第三者」から外れる
ことはないと考えられる。
Q&A12-5は日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供している場合につき回答したものであり、
外国で個人情報データベース等を事業の用に供している場合を対象としたものではない。

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

Ａ12－5 個人データの提供先が外国事業者である場合であっても、当該外国事業者が日本国内で個人情
報データベース等を事業の用に供していると認められる場合には、外国にある第三者への提供（法第24
条第１項）に該当しません。
もっとも、日本国内で個人情報データベース等を事業の用に供していると認められるか否かは、日本国内
における事業の実態を勘案して、個別の事例ごとに判断することとなるため、国内に出張所を有すること
のみをもって直ちに当該外国事業者への個人データの提供が「外国にある第三者への提供」に該当しな
いこととなるわけではありません。
（令和３年９月追加）
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外国第三者編ガイドラインの改正

外国第三者編ガイドライン2-2の改正前は、

また、外国の法令に準拠して設立され外国に住所を有する外国法人であっても、当該外国法人が法第2
条第5項に規定する「個人情報取扱事業者」（※）に該当する場合には、「外国にある第三者」には該当し
ない。 例えば、外国法人であっても、日本国内に事務所を設置している場合、又 は、日本国内で事業活
動を行っている場合など、日本国内で「個人情報データベース等」を事業の用に供していると認められると
きは、当該外国法人は、「個人情報取扱事業者」に該当するため、「外国にある第三者」には該当しない。
とされており（14頁）、域外適用され「個人情報取扱事業者」に該当する場合には「外国にある第三者」に
該当しないとも解され得た（後段の具体例からすれば改正前後で範囲に変更はないようにも思わる）。

しかし、令和４年４月１日の改正後は、
また、外国の法令に準拠して設立され外国に住所を有する外国法人であっても、例えば、日本国内に事
務所を設置している場合、又は、日本国内で事業活動を行っている場合など、日本国内で「個人情報デー
タベース等」を事業の用に供していると認められるとき（※1）は、当該外国法人 は、「外国にある第三者」
には該当しない。
と改められ（14頁）、日本国内で「個人情報データベース等」を事業の用に供していると認められる場合で
なければ、域外適用され「個人情報取扱事業者」に該当すれば「外国にある第三者」に該当しないという解
釈は直ちにはできなくなったのではないかと思われる。
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第三者に該当しない場合（委託先において新たに個人データ取得）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



96

参考：委託先の事業者による統計情報の独自作成に関するパブコメ

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」の改正案に関する意見募集の結果について」（2018年12月25日）８番（４頁～５頁）
【意見】

「委託された個人データの取扱いに関する業務以外」の具体的内容を明記して頂きたいです。なぜなら、委託先への監督責任の内容に影響がある
と考えるからです。
【理由】

「委託された個人データの取扱いに関する業務以外に個人データを利用することはできない」は、「委託された個人データの取扱いに関する業務」を
超え、委託先が行っている事業のために当該個人データを利活用することは認められないと解する事ができます。そうすると、委託された業務を超え
、委託先事業のために「当該個人データを統計情報に至るまで加工し」利活用する場合も認められないと解するのでしょうか？

例えば、ある会社（個人情報取扱事業者）が、当該会社の従業員から「人事管理のため」に取得した個人情報（個人データ）を、人事管理システムを
開発・運営するシステム会社に「当該会社従業員の人事管理のため」に業務委託した場合を考えます。

このようなシステム会社が、委託された人事管理業務を行うに加え、運営しているシステム開発・改良を施すため委託された個人データの処理・分
析等を行うことは、「委託された個人データの取扱いに関する業務」である人事管理業務を超え、システム会社の事業（システム開発運営）と言え、「委
託された個人データの取扱いに関する業務以外」となり、このような行為は許されないと言えそうです。またこのように考えると、委託元である会社は、
システム会社に個人データを委託する際の監督責任として、このような行為を控える（禁止する）対応義務が生じることになりそうです。

個人データを統計情報に至るまで加工すれば法規制の対象にはなりません。しかし、システム会社の行うデータ処理・分析等が、統計情報に至るま
で加工されているか否かについては、委託元にはわからないのが現状です。そうすると、委託元は、（少なくとも）委託先への監督責任として統計情報
に至るまで個人データを加工している旨の確約を得る必要があるのでしょうか。

「委託された個人データの取扱いに関する業務以外」をどのように解釈するべきか、特に、当該個人データの統計情報に至るまでの加工行為の目
的が「委託された個人データの取扱いに関する業務以外」であれば禁止されると解釈する事になるのか（否か）、ご検討頂けますと幸いです。
【匿名】

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

〇上記のパブコメを受けて追加されたガイドラインQ&A

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

（平成 30 年 12 月追加）

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

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

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

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

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

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

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

Ａ７－43 
①個人データの取扱いの委託（法第 23 条第５項第１号）において、複数の委託を受ける委託先は、各委託
元から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することはできません。したがって、A 社から
委託に伴って提供を受けた個人データと B 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合
することはできず、突合して得られた個人データから統計情報を作成することもできません。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（令和３年９月追加）

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

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

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

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

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

• したがって、個人データの取扱いの委託に関し、委託先において以下のような取扱いをすることはできま
せん。
事例１）顧客情報を外部事業者に委託に伴って提供し、当該外部事業者において提供を受けた顧客情報

に含まれる住所について、当該外部事業者が独自に取得した住所を含む個人データと突合して誤り
のある住所を修正し、当該顧客情報を委託元に戻すこと

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

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

（令和３年９月追加）

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

※これにより、ＤＭＰ事業者や広告配信事業者などの外部事業者に個人データを提供する際に、本人
の同意（あるいはオプトアウト）を得て提供することが必要となる。
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委託契約（または覚書）に規定すべき文言

〇乙（委託先）は、甲（委託元）の委託がない限り、甲から提供された個人データを利用して匿名加工
情報又は統計情報を作成してはならない。

〇乙は、甲から提供された個人データを独自に取得した個人データを付加してはならない。
〇乙は、甲から提供された個人データが特定の個人が識別できない場合は、他の情報と照合して特定の
個人を識別できるようにしてはならない。

〇乙は、甲から提供を受けた個人データにつき、匿名加工情報又は統計情報の作成の委託があった場合
、他社から委託を受けた個人データと突合して匿名加工情報又は統計情報を作成してはならない。


