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Q&A令和２年改正個人情報保護法 

外国にある第三者への提供の制限 
 

本論稿に関して、ご質問・ご相談がありましたら、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 

Email：m-watanabe@miyake.gr.jp 
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〇凡例 

「個人情報保護法」「法」 

個人情報の保護に関する法律のこと。 

「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年法律第 44 号）のこ

と。 

「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年法律第 37号）

のこと 

「令」 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507号） 

「規則」 

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

３号）のこと。 

「通則編ガイドライン」 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（平成 28 年 11 月 30 日

個人情報保護委員会告示第６号）のこと。 

「外国第三者提供編ガイドライン」 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）

（平成 28年 11月 30 日個人情報保護委員会告示第７号）のこと。 

「確認記録義務編ガイドライン」 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務

編）（平成 28年 11月 30日個人情報保護委員会告示第８号）のこと。 

仮名加工情報編・匿名加工情報編ガイドライン 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報編・匿名加工情報

編）（平成 28年 11月 30日個人情報保護委員会告示第９号）のこと。 

「Ｑ＆Ａ」 

「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等

の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ」（平成 29 年２月 16 日個人

情報保護委員会）のこと。 

「パブコメ回答（概要）」 

『「個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を

改正する政令」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」に関

する意見募集結果について』（令和３年３月 24 日・個人情報保護委員会）の「「個人情報

の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令

（案）」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（案）」に関す

る意見募集結果（概要）」のこと。 

「ガイドラインパブコメ回答（概要）」 

『「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、外国にある第三者へ

の提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編）の一部を改正する告

示」等に関する意見募集の結果について』（令和３年８月２日・個人情報保護委員会）の

「令和２年改正個人情報保護法ガイドライン（案）に関する意見募集結果（概要）」のこ

と。 
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Q1【令和 2 年改正対応】越境データ移転（外国にある第三者への提供）に関する個人情報保

護法改正のポイント 

 

Ｑ1．令和４年４月１日に施行される改正により、越境データ移転（外国にある第三者へ

の個人データの提供）に関するルールはどうなりますか。 

 

Ａ 平成２７年個人情報保護法改正（平成 29 年（2017 年）５月 30 日施行）により、越境

データ移転のための規律として、外国にある第三者への個人データの提供の制限に関する

規律が設けられました。令和 2年個人情報保護法改正（令和４年（2022年）４月１日施行）

では、この規律をさらに強化し、移転元となる個人情報取扱事業者に対して本人の同意を根

拠に移転する場合は、移転先事業者における個人情報の取扱いについて本人への情報提供

の充実を求めることになりました。 

 

また、移転先事業者において継続的な適正取扱いを担保するための体制が整備されている

ことを条件に、本人の同意を得ることなく個人データを移転する場合は、本人の求めに応じ

て、移転先事業者における個人情報の取扱いに関する情報提供を行うことになります。 

 

なお、令和４年３月 31日の改正法の施行前までの「外国にある第三者への提供の制限」は、

個人情報保護法 28条として規定されていましたが、令和４年４月１日に同日施行される令

和３年改正法により、個人情報保護法 28条となりました。 

 

 

１．改正の背景 

平成 27年個人情報保護法改正（平成 29年（2017年）５月 30日施行）による改正前の個

人情報保護法 23条は、第三者に対する個人データの提供に関するルールを定めてはいまし

たが、第三者が国内にあるのか、外国にあるのかの区別をしていませんでした。 

 

しかし、経済・社会活動のグローバル化および情報通信技術の進展に伴い、個人情報を含

むデータの国境を越えた流通が増加しており、外国への個人データの移転について一定の

規律を設ける必要性が増大してきました。また、個人情報の保護に関する国際的な枠組み等

との整合を図ること（GDPRによる十分性の認定を取得する等）を理由に、平成 27年改正法

による改正後の個人情報保護法 28条（令和４年（2022年）４月１日以降は同法 28条）に、

新たに外国にある第三者に対する個人データの提供に関する規定が設けられました。 

 

さらに、海外への業務委託の一般化やビジネスモデルの複雑化が進み、個人情報の越境移

転の機会が広がる中、個人データの越境移転に伴うリスクも変化しつつあります。 

 

データ保護関連法制については、多くの国々で、ＯＥＣＤプライバシー・ガイドラインに

準拠する形で整備されてきましたが、近年、データ保護関連法制が途上国を含め世界に広が

る中で、一部の国において国家管理的規制がみられるようになっています。データの国内で

の保存等を義務付けるデータ・ローカライゼーション（中国のサイバーセキュリティ法やロ

シアの連邦法 152-FZ（個人情報保護法）等）や、民間のデータに対する制限のないガバメ

ント・アクセスに係る海外の立法例（中国の国家情報法等）はその一例と考えられます。 

 

個人情報の越境移転の機会が広がる中、こうした国や地域における制度の相違は、個人や

データを取り扱う事業者の予見可能性を不安定なものとし、個人の権利利益の保護の観点

からの懸念も生じます。 
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たとえば、データ・ローカライゼーション政策との関係から、本人による個人データの消

去の請求に越境移転先の事業者が対応することができないおそれや、外国政府による無制

限なガバメント・アクセスによって、日本で取得され越境移転された個人データが不適切に

利用されるおそれがあります。こうした国家管理的規制は、個人の権利利益の保護の観点か

ら看過しがたいリスクをもたらす可能性があります。 

 

このようなリスクの変化に対応する観点から、令和２年個人情報保護法改正により、個人

データの越境移転に関する本人への情報提供の充実等が求められることとなりました。 

 

2. 越境データ移転（外国にある第三者への提供）を行う個人情報取扱事業者に求められる

対応 

 

移転元となる個人情報取扱事業者に対して下記の対応が求められます。 

 

本人の同意を根拠に移転する場合 

移転先事業者における個人情報の取扱い（例：移転先国の名称や個人情報の保護に関す

る制度の有無など）に関して、本人への情報提供の充実を求める（個人情報保護法 28

条２項、３項）。 

 

本人の同意を得ることなく個人データを移転する場合 

移転先事業者において継続的な適正取扱いを担保するための体制が整備されているこ

とが条件。本人の求めに応じて、移転先事業者における個人情報の取扱いに関する情報

提供を行う。 

 

 

3．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ない場合 

個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者に提供するにあたっては、個人情

報保護法 28条 1項に従い、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。 

 

ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は例外となり、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」を得る必要はありません。 

 

(1)当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有してい

る国として個人情報の保護に関する法律施行規則で定める国にある場合（改正により、

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

なくなります） 

 

(2)当該第三者が、個人データの取扱いについて個人情報保護法第４章第２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（「相当措置」）

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場合（改正により、本人の求めに応じて当該必要な措置に関

する情報を当該本人に提供しなければならなくなります。） 

 

(3)次の①から④までのいずれかに該当する場合（公益的理由による例外）（個人情報保護

法 27条１項各号関係） 

①法令（※日本の法令に限られる）に基づいて個人データを提供する場合（同条１号） 
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②人（法人を含む）の生命、身体または財産といった具体的な権利利益が侵害されるお

それがあり、これを保護するために個人データの提供が必要であり、かつ、本人の同

意を得ることが困難である場合（同条２号） 

③公衆衛生の向上または心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要な

場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合（同条３号） 

④国の機関等が法令（日本の法令に限られる）の定める事務を実施するうえで、民間企

業等の協力を得る必要がある場合であって、協力する民間企業等が当該国の機関等に

個人データを提供することについて、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがある場合（同条４号） 

⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの

提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益を不

当に侵害するおそれがある場合を除く。）。（※改正により新設） 

⑥ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを

学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部が学

術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限

る。）。（※改正により新設） 

⑦ 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを

学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学

術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）（※改正により新設） 

 

  

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」を得た場

合、および、上記(3)の①から⑦までに該当する場合には、外国にある第三者への提供が認

められることになります。 

 

上記(1)および(2)に該当する場合には、これだけで外国にある第三者への提供が認められ

ることにはならず、当該第三者への個人データの提供にあたっては、個人情報保護法 27条

が定める、次の①から④のいずれかの方法による必要があります。 

 

① 本人の同意に基づき提供する方法（個人情報保護法 27条 1 項柱書） 

② 個人情報保護法 27条 1 項各号に掲げる場合により提供する方法 

③ オプトアウトにより提供する方法（個人情報保護法 27条 2 項） 

④ 委託、事業承継または共同利用に伴って提供する方法（個人情報保護法 27条 5項各号） 
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外国にある第三者への個人データの提供に関するフロー図 
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外国にある第三者に個人データを提供する３つの場合（改正後） 

 

 

 
 

出所：個人情報保護委員会作成資料を修正 
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Q2 

タイトル:令和４年４月１日に施行される改正により、外国にある第三者へ個人情報を提供

する場合、本人の同意はどのように取得すればよいか 本人に提供しなければならない情報

は？ 

 

Q 令和４年４月１日より、外国にある第三者へ個人情報を提供する場合に本人の同意が求

められるようになりました。この同意はどのように取得すればよいでしょうか。 

 

A 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ようと

する場合、下記 3点について、あらかじめ本人に提供しなければなりません（個人情報保護

法 28条２項、個人情報保護法施行規則 17条第２項）。 

 

① 移転先となる外国の名称 

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 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 

 

 

凡例 

「外国第三者提供編ガイドライン」 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）（平

成 28年 11月 30日個人情報保護委員会告示第７号）のこと。 

 

 

 

1 外国にある第三者に対して個人データを提供するには、あらかじめ本人の同意が必要 

 

令和４年（2022年）４月１日より、外国にある第三者に個人データを提供できる条件が

下記のとおり改正されます。 
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出 典 ： 個 人 情 報 保 護 委 員 会

（https://www.ppc.go.jp/news/anime_personalinfo/story12/#1-2） 

 

 「あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」がある場合、個人情報

取扱事業者は外国にある第三者に対して個人データを提供することができます（個人情報

保護法 28条１項）。 

 

 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ようと

する場合、下記 3点について本人に提供しなければなりません（個人情報保護法 28条２項、

個人情報保護法施行規則 17条２項）。これは、令和２年改正法で追加された要件です。 

 

① 移転先となる外国の名称 

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 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 

 

なお、ここでいう外国とは本邦の域外にある国または地域をいい、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もの

（本稿執筆時点（2022年３月 19日）では EU加盟国および英国）を除きます。 
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Q2 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とは（個人情報保護法

28 条１項） 

 

2-1 本人の同意とは 

「本人の同意」とは、本人の個人データが、個人情報取扱事業者によって外国にある第三

者に提供されることを承諾する旨の本人の意思表示をいいます。 

 

個人情報保護法 27条１項の「本人の同意」がある場合でも、「外国にある第三者への提供

を認める旨の本人の同意」がなければ外国にある第三者には個人データを移転することは

できません。 

 

「本人の同意を得（る）」とは、本人が承諾する旨の意思表示を個人情報取扱事業者が認

識することをいいます。事業の性質および個人情報の取扱状況に応じ、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方法によらなければなりません。 

 

なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、未成年者、

成年被後見人、被保佐人および被補助人が判断できる能力を有していないなどの場合は、親

権者や法定代理人等から同意を得る必要があります。 

 

2-2 外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を取得する際に、本人に提供しな

ければならない情報 

 

令和４年（2022 年）４月１日に施行される改正により、外国にある第三者への提供を認

める旨の本人の同意を取得する際には、下記の事項を本人に提供しなければならなくなり

ました（個人情報保護法 28条２項）。 

 

① 移転先となる外国の名称 

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 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 

 

 詳細は 4 同意取得時に本人に提供すべき情報の詳細で解説します。 

 

この情報を提供する方法は下記になります（個人情報保護法施行規則 17条第１項）。 

 

・電磁的記録の提供による方法 

・書面の交付による方法 

・その他の適切な方法 

 

個人情報保護法施行規則 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（下記

３から５参照）が掲載されたＷｅｂページに掲載された情報を本人に閲覧させる方法も、

「適切な方法」に該当すると考えられます。（Q12-10） 

 

この場合、当該ＷｅｂページのＵＲＬを本人にとってわかりやすい場所に掲載したうえ

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ＵＲＬに掲載された情報を閲覧する形で、情報提供を行う必要があると考えられま

す。（Q12-10） 
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この URLとしては、個人情報保護委員会が令和４年１月 25日にホームページにおいて公

表した、外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報提供文書1の URL も該当す

ると考えられます。この場合、現時点では、限られた国・地域（31の国・地域）の情報提供

に限られていること、2021 年 10 月時点の情報であることなどに留意する必要があります。 

 

 

 

3 外国にある第三者とは（外国第三者提供編ガイドライン 2-2） 

 「外国にある第三者」の「第三者」とは、個人データを提供する個人情報取扱事業者と当 

該個人データによって識別される本人以外の者であり、外国政府などもこれに含まれます。 

 

法人の場合、個人データを提供する個人情報取扱事業者と別の法人格を有するかどうか 

で「第三者」に該当するかを判断します。 

 

たとえば、日本企業が、外国の法人格を取得している当該企業の現地子会社に個人データ

を提供する場合には、「外国にある第三者」への個人データの提供に該当します。 

 

一方、現地の事業所、支店など同一法人格内での個人データの移動の場合には「外国にあ

る第三者」への個人データの提供には該当しません。 

 

事例 

外資系企業の日本法人が外国にある親会社に個人データを提供する場合、当該親会社は

「外国にある第三者」に該当する。 

 

3-1 提供先の外国事業者が日本に出張所を有する場合（Q&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 28条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。 

 

3-2 他の日本法人の外国支店に個人データを提供する場合（Q&A12-9） 

 国内にある個人情報取扱事業者が、他の日本法人の外国支店に直接個人データを提供す

る場合には、当該外国支店への個人データの提供は、外国にある第三者への提供（法 28条

１項）に該当し得ます。（Q12-9） 

 

3-3 外国にあるサーバに個人データを含む保存する場合（Q&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 28条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

                                                      
1 外国における個人情報の保護に関する制度等の調査

（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku） 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
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る第三者への提供（法 28条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。 

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 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 32 条１項４号、施行

令８条第１号）必要があることに留意が必要です。通則編ガイドラインにおいては、「外的

環境の把握」と位置付けられています。 

 

3-4 外国事業者が運営するクラウド（Q&A12-4） 

 外国事業者が運営するクラウドを利用している場合、当該外国事業者が、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 28 条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 28条１項）に該当しません。 

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 28条１項）に該

当しません。 

 

3-5 外国にある委託先に個人情報保護法の域外適用される場合（Q11-4） 

 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 166 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 28条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。 

すなわち、外国事業者が域外適用（法 166条）によって「個人情報取扱事業者」に該当し

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場合で

なければ、「外国にある第三者」として法 28条が適用されるものと考えられる。 

 

4 同意取得時に本人に提供すべき情報の詳細（個人情報保護法 28条２項、個人情報保護法

施行規則 17条２項、外国第三者提供ガイドライン編 5-2） 

 

 個人情報保護法 28条１項の規定により外国にある第三者への個人データの提供を認める

旨の本人の同意を取得しようとする場合には、本人に対し、次の①から③までの情報を提供

しなければなりません（個人情報保護法 28条２項）。 

 

① 移転先となる外国の名称 
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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

度についての情報 

③ 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 

 

 本条の趣旨は、移転先の外国における個人情報の保護に関する制度や第三者による個人

情報の取扱いなど、移転先の多様な状況に起因する個人データの越境移転に伴うリスクに

ついて、本人の予測可能性を高めることにあります。 

 

4-1提供が必要な情報① 移転先となる外国の名称（個人情報保護法 28条２項、個人情報保

護法施行規則 17条２項１号） 

 

移転先の第三者が所在する外国の名称は、必ずしも正式名称を求めるものではありません

が、本人が自己の個人データの移転先を合理的に認識できると考えられる名称でなければ

なりません。 

 

 また、提供先の第三者が所在する外国の名称が示されていれば足り、それに加えて、当該

第三者が所在する州等の名称を示すことまでは求められません。 

 

もっとも、個人データの越境移転に伴うリスクについて、本人の予測可能性を高めるとい

う制度趣旨を踏まえると、州法が主要な規律となっている等、州法に関する情報提供が本人

の予測可能性の向上に資する場合には、本人に対して、提供先の外国にある第三者が所在す

る州を示したうえで、州単位での制度についても情報提供を行うことが望ましいです。 

 

 「当該外国の名称」における外国とは、提供先の第三者が「個人データを保存するサーバ

が所在する外国」ではなく、「提供先の第三者が所在する外国」をいいます。したがって、

提供先の外国にある第三者は A 国に所在していますが、B 国にサーバを設置しており当該

第三者に個人データを提供した場合には、「当該外国の名称」として提供すべき名称は、A 国

の名称を情報提供する必要があります。なお、提供先の第三者が所在する外国の名称に加え、

当該第三者が個人データを取り扱うサーバの所在国についても情報提供することは、望ま

しい取組であると考えられます。（Q&A 12-11） 

 

4-2 提供が必要な情報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ついての情報（個人情報保護法施行規則 17条２項２号） 

 

(1) 適切かつ合理的な方法とは 

「当該外国における個人情報の保護に関する制度についての情報」は、一般的な注意力を

もって適切かつ合理的な方法により確認したものでなければなりません。 

 

適切かつ合理的な方法に該当する事例は下記のとおりです。 

 

事例 1 

提供先の外国にある第三者に対して照会する 

 

事例 2 

我が国または外国の行政機関等が公表している情報を確認する 

 

 

(2) 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とは 
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個人データの越境移転に伴うリスクについて、本人の予測可能性を高めるという制度趣旨

に鑑み、「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」は、提供先の第三

者が所在する外国における個人情報の保護に関する制度と我が国の個人情報保護法との間

の本質的な差異を本人が合理的に認識できる情報でなければなりません。具体的には、次の

①から④までの観点を踏まえる必要があります。 

 

なお、ここでいう「当該外国における個人情報の保護に関する制度」は、当該外国におけ

る制度のうち、提供先の外国にある第三者に適用される制度に限られ、当該第三者に適用さ

れない制度は含まれません。 

 

① 当該外国における個人情報の保護に関する制度の有無 

提供先の第三者が所在する外国における制度に、当該第三者に適用される個人情報の保護

に関する制度が存在しない場合、そのこと自体が個人データの越境移転に伴うリスクの存

在を示します。個人情報の保護に関する制度が存在しない旨を本人に対して情報提供しな

ければなりません。 

 

提供先の第三者が所在する外国において、個人情報の保護に関する制度が存在する場合に

は、当該制度に係る法令の個別の名称を本人に情報提供することは求められませんが、本人

の求めがあった場合に情報提供できるようにしておくことが望ましいです。 

 

② 当該外国の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の存在 

提供先の第三者が所在する外国の個人情報の保護に関する制度について、個人情報の保護

の水準等に関する客観的な指標となり得る情報が存在する場合、当該指標となり得る情報

が提供されることにより、個人データの越境移転に伴うリスクについての本人の予測可能

性は一定程度担保されると考えられます。したがって、この場合には、当該指標となり得る

情報を提供すれば足り、次の③に係る情報の提供は求められません。 

 

なお、当該指標となり得る情報が個人データの越境移転に伴うリスクとの関係でどのよう

な意味を持つかについても、本人に対して情報提供を行うことが望ましいです。 

 

当該外国の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事例 

 

事例 1 

当該第三者が所在する外国が GDPR45条に基づく十分性認定の取得国であること 

 

事例 2 

当該第三者が所在する外国が APECの CBPR システムの加盟国であること 

 

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の義務または本人の権利の不

存在 

OECDプライバシーガイドラインは、下記 8原則を基本原則として定めています。 

 

① 収集制限の原則 （Collection Limitation Principle） 

② データ内容の原則 （Data Quality Principle） 

③ 目的明確化の原則（PurposeSpecification Principle） 

④ 利用制限の原則（Use Limitation Principle） 

⑤ 安全保護措置の原則（Security Safeguards Principle） 

⑥ 公開の原則（Openness Principle） 
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⑦ 個人参加の原則（Individual Participation Principle） 

⑧ 責任の原則（Accountability Principle） 

 

提供先の第三者が所在する外国の個人情報の保護に関する制度に、OECDプライバシーガイ

ドライン８原則に対応する事業者の義務または本人の権利が存在しない場合に、その内容

について本人に情報提供しなければなりません。当該事業者の義務または本人の権利の不

存在は、我が国の法（個人情報の保護に関する法律）との本質的な差異を示すものであるた

めです。 

 

なお、提供先の第三者が所在する外国の個人情報の保護に関する制度に、OECDプライバシ

ーガイドライン８原則に対応する事業者の義務および本人の権利がすべて含まれる場合に

は、その旨を本人に情報提供すれば足ります。  

 

OECD プライバシーガイドライン８原則に対応する事業者の義務または本人の権利の不存在

に該当する事例 

 

事例 1 

個人情報について原則としてあらかじめ特定した利用目的の範囲内で利用しなければ

ならない旨の制限の不存在 

 

事例 2 

事業者が保有する個人情報の開示の請求に関する本人の権利の不存在 

 

 

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の存在 

提供先の第三者が所在する外国において、我が国の制度と比較して当該個人データに係る

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が存在する場合には、当該制度の

存在について本人に情報提供しなければなりません。 

 

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に該当する事例 

事例 1 

事業者に対し政府の情報収集活動への広範な協力義務を課すことにより、事業者が保有

する個人情報について政府による広範な情報収集が可能となる制度 

 

事例 2 

事業者が本人からの消去等の請求に対応できないおそれがある個人情報の国内保存義務

に係る制度 

 

事例１の「事業者に対し政府の情報収集活動への広範な協力義務を課すことにより、事業

者が保有する個人情報について政府による広範な情報収集が可能となる制度」は、「ガバメ

ントアクセス」とも言われます。 

個人情報保護委員会が公表している、中華人民共和国に関する情報提供文書では、以下

のとおり、ガバメント・アクセスに関する情報提供がなされています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 

                                                      

2 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/china_report.pdf 
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①サイバーセキュリティ法 

✓ ネットワーク運営者に対し、公安機関や国家安全機関による国の安全の維持・保

護及び犯罪捜査に係る活動に対する技術的支援及び協力を義務付け。 

✓ 同法に基づく民間事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、

以下の点に関する規定が存在しない。 

• アクセスの実施に関する制限及び手続 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達成に

必要な範囲でのアクセス実施 

• アクセスの実施に関する独立した機関からの承認 

• 取得された情報の取扱いの制限・安全管理 

• アクセスの実施に関する透明性の確保 

②データセキュリティ法 

✓ 関係する組織又は個人に対し、公安機関や国家安全機関が、国の安全の維持・保

護又は犯罪を捜査する必要により行うデータの取り調べに対する協力を義務付

け。 

✓ 同法に基づく事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下

の点に関する規定が存在しない。 

• アクセスの実施に関する制限 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達成に

必要な範囲でのアクセス実施 

• アクセスの実施に関する透明性の確保 

③ 中華人民共和国国家情報法（中华人民共和国国家情报法） 

✓ 関係する機関・組織・国民に対し、国家安全機関、公安機関の情報部門及び軍の

情報部門が行う国家情報活動に対して必要な支持・援助・協力行うことを義務付

け。 

✓ 同法に基づく事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下

の点に関する規定が存在しない。 

• アクセスの実施に関する制限及び手続 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達成に

必要な範囲でのアクセス実施 

• アクセスの実施に関する独立した機関からの承認 

• 取得された情報の取扱いの制限・安全管理 

• アクセスの実施に関する透明性の確保 

 

 

事例２の「事業者が本人からの消去等の請求に対応できないおそれがある個人情報の国内

保存義務に係る制度」は、「データ・ローカライゼーション」とも言われます。 

個人情報保護委員会が公表している、中華人民共和国に関する情報提供文書では、以下の

とおり、データ・ローカライゼーションに関する情報提供がなされています 。 

 

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 

• 個人情報保護法、中華人民共和国サイバーセキュリティ法（中华人民共和国网络安全

法）（以下「サイバーセキュリティ法」という。）及び中華人民共和国データセキュリ

ティ法（中华人民共和国数据安全法）（以下「データセキュリティ法」という。）に、

個人情報の域内保存義務に係る制度（個人情報の域外移転を制約することにより実

質的に域内保存義務を課す制度を含む。）が存在する。 
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• これらの法令においては、域外への情報の移転に際して、当局による安全評価に合格

することが要件とされている場合があり、事業者が本人からの開示請求に十分に対

応できないおそれがある。なお、これらの法令に基づく域内保存義務は、外国の事業

者からの移転により取得した個人情報には適用されない場合がある。 

 

⑤ 個人情報保護委員会の情報提供文書 

 個人情報保護委員会が令和４年１月 25日にホームページにおいて公表した、31の国・地

域の外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報提供文書3においては、それぞ

れの国・地域について上記の①から④の項目建てに準拠しています。 

 

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） 

 

（3）外国における個人情報の保護に関する制度の改正があった場合 

 「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」（個人情報保護法施行規則 17

                                                      

3  
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条２項２号）は、一般的な注意力をもって「適切かつ合理的な方法」により確認したもので

ある必要がありますが、「適切かつ合理的な方法」により確認を行った「外国における個人

情報の保護に関する制度に関する情報」を提供した上で外国にある第三者への個人データ

の提供を認める旨の本人の同意を取得した後に、当該外国における個人情報の保護に関す

る制度についての変更があった場合であっても、既に取得された同意の有効性には影響を

及ぼさないものと考えられます。（Q&A12-13） 

もっとも、例えば、当該外国における個人情報の保護に関する制度について、我が国の個

人情報保護法との間の本質的な差異の認識に影響を及ぼすような重要な変更がなされたこ

とを提供元の事業者が認識した場合には、本人に情報提供することが望ましいと考えられ

ます。（Q&A12-13） 

 

 

4-3 提供が必要な情報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

（個人情報保護法施行規則 17条２項３号） 

 

個人データの越境移転に伴うリスクについて、本人の予測可能性を高めるという制度趣旨

に鑑み、「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」は、個人データ

の取扱いについて、当該外国にある第三者が講ずる個人情報の保護のための措置と我が国

の個人情報保護法により個人情報取扱事業者に求められる措置との間の本質的な差異を本

人が合理的に認識できる情報でなければなりません。 

 

具体的には、当該外国にある第三者において、OECDプライバシーガイドライン８原則に対

応する措置（本人の権利に基づく請求への対応に関する措置を含む）を講じていない場合に

は、講じていない当該措置の内容について、本人が合理的に認識できる情報が提供されなけ

ればなりません。 

 

なお、提供先の外国にある第三者が、OECDプライバシーガイドライン８原則に対応する措

置をすべて講じている場合には、その旨を本人に情報提供すれば足ります。 

「当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報」を確認する方法として

は、例えば、提供先の外国にある第三者に確認する方法や、提供先の外国にある第三者との

間で締結している契約において、当該第三者による個人データの取扱いについて定めてい

る場合に、当該契約を確認する方法等が考えられます。（Q&A12-12） 

 

 

提供先の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の提供に該当する事例

（提供先の第三者が利用目的の通知・公表を行っていない場合） 

 

事例 

「提供先が、概ね個人データの取扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められ

る措置と同水準の措置を講じているものの、取得した個人情報についての利用目的の通

知・公表を行っていない」旨の情報提供を行うこと 

 

 

5 提供する当該外国の名称を特定できない場合の対応（個人情報保護法施行規則 17 条３

項、外国第三者提供ガイドライン編 5-3-1） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 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、「当該外国の名称」が特定できない場合には、「当該外国の名称」および「適
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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」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りません。 

 

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 

 

なお、事後的に提供先の第三者が所在する外国が特定できた場合には、本人の求めに応じ

て情報提供を行うことが望ましいです。 

 

提供先の第三者が所在する外国を特定できない場合に該当する事例 

 

事例 1 

日本にある製薬会社が医薬品等の研究開発を行う場合において、治験責任医師等が被験

者への説明および同意取得を行う時点では、最終的にどの国の審査当局等に承認申請す

るかが未確定であり、当該被験者の個人データを移転する外国を特定できない場合 

 

事例 2 

日本にある保険会社が保険引受リスクの分散等の観点から外国の再保険会社に再保険を

行う場合において、日本にある保険会社による顧客からの保険引受および同意取得の時

点では、最終的にどの再保険会社に再保険を行うかが未確定であり、当該顧客の個人デー

タを移転する外国を特定できない場合 

 

上記の「提供先の第三者が所在する外国を特定できない場合の事例」のほか、一定の具体

的な目的のもとに個人データの取扱いを外国にある第三者に委託する予定であるものの、

本人の同意を得ようとする時点において、委託先が具体的に定まっていない等により、提供

先の第三者が所在する外国が特定できない場合は、「提供する当該外国の名称を特定できな

い場合」に該当し得るものと考えられます（Q&A12-14）。この場合であっても、特定できな

い旨及びその具体的な理由（委託先が定まる前に本人同意を得る必要性を含む。）を情報提

供するとともに、提供先の第三者が所在する外国の範囲を特定できる場合の当該範囲に関

する情報など、外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報の提供が可能である場合に

は、当該情報を提供する必要があります（個人情報保護法施行規則 17条３項各号、下記 5-

1、5-2 参照）。 

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、提供先の第三者が具

体的に定まっていない場合には、その時点で施行規則 17条３項及び４項に基づく情報提供

（下記 5-1、5-2、６）を行った上で本人の同意を得て個人データを提供するのではなく、

提供先の第三者が具体的に定まった後に、当該第三者との間で契約を締結すること等によ

り、当該第三者における施行規則 16条に定める基準に適合する体制を整備した上で、個人

データの提供を行うことも考えられます。（Q&A12-14） 

 

5-1 特定できない旨およびその理由の情報提供（個人情報保護法施行規則 17条 3 項１号） 

 

個人情報取扱事業者は、提供先の第三者が所在する外国を特定できない場合であっても、

個人データの越境移転に伴うリスクに関する本人の予測可能性の向上という趣旨を踏まえ、

提供先の第三者が所在する外国を特定できない旨およびその理由を情報提供しなければな

りません。 

 

なお、情報提供に際しては、どのような場面で外国にある第三者に個人データの提供を行

うかについて、具体的に説明することが望ましいです。  
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5-2 提供先の第三者が所在する外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報の提供（個

人情報保護法施行規則 17条３項２号関係） 

 

提供先の第三者が所在する外国が特定できないとしても、外国の名称に代わる本人に参考

となるべき情報の提供が可能である場合には、当該情報についても本人に提供しなければ

なりません。 

 

「提供先の第三者が所在する外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報」の該当性は、

本人への情報提供が求められる制度趣旨を踏まえつつ、個別に判断する必要がありますが、

たとえば、移転先の外国の範囲が具体的に定まっている場合における当該範囲に関する情

報は、ここでいう「提供先の第三者が所在する外国の名称に代わる本人に参考となるべき情

報」に該当します。 

 

提供先の第三者が所在する外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報に該当する事例 

 

事例 

本人の同意を得ようとする時点において、移転先となる外国の候補が具体的に定まって

いる場合における当該候補となる外国の名称 

 

 

6 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

（個人情報保護法施行規則 17条４項、外国第三者提供ガイドライン編 5-3-2） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条１項の規定により外国にある第三者への個

人データの提供を認める旨の本人の同意を取得しようとする時点において、提供先の外国

にあ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の提供ができない場合

（個人情報保護法施行規則 17条２項３号）には、当該情報に代えて、当該情報を提供でき

ない旨およびその理由について情報提供しなければなりません。 

 

なお、情報提供に際しては、どのような場面で外国にある第三者に個人データの提供を行

うかについて、具体的に説明することが望ましいです。 

 

また、事後的に当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置についての情報提供が可

能となった場合には、本人の求めに応じて情報提供を行うことが望ましいです。 

 

提供先の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の提供ができない場合

に該当する事例 

 

事例 1 

日本にある製薬会社が医薬品等の研究開発を行う場合において、治験責任医師等が被験

者への説明および同意取得を行う時点では、最終的にどの国の審査当局等に承認申請す

るかが未確定であり、当該被験者の個人データの提供先を特定できない場合 

 

事例 2 

日本にある保険会社が保険引受リスクの分散等の観点から外国の再保険会社に再保険を

行う場合において、日本にある保険会社による顧客からの保険引受及び同意取得の時点

では、最終的にどの再保険会社に再保険を行うかが未確定であり、当該顧客の個人データ
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の提供先を特定できない場合 

 

 上記の「提供先の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の提供がで

きない場合に該当する事例」のほか、本人の同意を得ようとする時点において、委託先が具

体的に定まっていない等により、提供先の第三者が特定できず、当該第三者が講ずる個人情

報の保護のための措置に関する情報が提供できない場合は、「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」に該当し得ると考えられます。

（Q&A12-14） 
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Q3 日本から「EU加盟国」や「英国」に個人データを提供する際の手続き 

 

Q EU加盟国および英国にあるグループ企業に、日本国内で取得したお客様の情報を移転す

る業務を行なっています。個人データの提供に際してどのような手続きが必要となります

か。 

 

A 個人情報保護法 27 条の規定による次の①から④のいずれかの方法による必要がありま

す。 

 

① 本人の同意に基づき提供する方法（個人情報保護法 27条１項柱書） 

② 個人情報保護法 27条 1項各号に掲げる場合により提供する方法 

③ オプトアウトにより提供する方法（個人情報保護法 27条２項） 

④ 委託、事業承継または共同利用に伴って提供する方法（個人情報保護法 27条 5項各号） 

 

「EU加盟国」および「英国」は日本と同等の水準国であるため、「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」は不要です。 

 

1. 日本から外国にある第三者に個人データを提供する際に必要な「本人の同意」を得る必

要がない場合（個人情報保護法 28 条１項） 

 

「個人情報保護法 28 条の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国とし

て個人情報保護委員会規則で定めるもの」に該当する場合には、個人情報保護法 27条の規

律が適用されます。 

 

当該第三者が所在する国または地域は、個人情報保護法 28 条１項における「外国」に該

当しないことになります。個人情報取扱事業者は、当該第三者への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、当該第三者への個人データの提供にあたっては、個人情報保護法 27 条の規定に

よる次の①から④のいずれかの方法による必要があります。 

 

① 本人の同意に基づき提供する方法（個人情報保護法 27条１項柱書） 

② 個人情報保護法 27条 1項各号に掲げる場合により提供する方法 

③ オプトアウトにより提供する方法（個人情報保護法 27条２項） 

④ 委託、事業承継または共同利用に伴って提供する方法（個人情報保護法 27条 5項各号） 

 

2. 「EU 加盟国」および「英国」は個人情報保護法 28条の規定による個人情報の保護に関

する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定められている 

 

「個人情報保護法 28 条の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国とし

て個人情報保護委員会規則で定めるもの」は、次の各号のいずれにも該当する外国として個

人情報保護委員会が定めるものとされています（個人情報保護法施行規則 15条１項）。 

 

① 法における個人情報取扱事業者に関する規定に相当する法令その他の定めがあり、

その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること 

② 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外

国執行当局において必要かつ適切な監督を行うための体制が確保されていること 
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③ 我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護

に関する相互理解に基づく連携および協力が可能であると認められるものであるこ

と 

④ 個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な個人データの移転を制限する

ことなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な

個人データの移転を図ることが可能であると認められるものであること 

⑤ 前①から④までに定めるもののほか、当該外国を個人情報保護法 28条の規定による

外国として定めることが、我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社

会および豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること 

 

 「個人の権利利益を保護するうえ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）におい

ては、「EU 加盟国」および「英国」が、個人情報保護委員会が定める外国とされています。 

 

 「EU」および「英国」の指定は、日・EU間で相互の円滑な個人データ移転を図るために、

欧州委員会による日本への十分性認定にあわせて行ったものです。 

 

 令和２年改正法では、本提供方法に関しての改正はありません。 

 

 

 

凡例 

「外国第三者提供編ガイドライン」 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）（平

成 28年 11月 30日個人情報保護委員会告示第７号）のこと。 

 

 

 

 

１ 総論 

外国にある第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置（相当措置）を

継続的に講ずるために必要な体制を整備している場合には、個人情報保護法 27条の規律が

適用されることになります。 

 

この場合、個人情報取扱事業者は、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保する

ために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を提供

しなければなりません（個人情報保護法 28条３項）。 

 

この場合の当該第三者は、個人情報保護法 28条１項における「第三者」に該当しません。

したがって、個人情報取扱事業者は、当該第三者への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。 
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参考：改正個人情報保護法の政令・規則案の要点（大和総研）をもとに編集部作成 

https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-

others/20210212_022086.pdf 

 

当該第三者への個人データの提供にあたっては、個人情報保護法 27 条の規定による次の

①から④のいずれかの方法による必要があります。 

 

① 本人の同意に基づき提供する方法（個人情報保護法 27条１項柱書） 

② 個人情報保護法 27条 1 項各号に掲げる場合により提供する方法 

③ オプトアウトにより提供する方法（個人情報保護法 27条２項） 

④ 委託、事業承継または共同利用に伴って提供する方法（個人情報保護法 27条 5項各号） 

 

２ 相当措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準とは（個人情報保護法 28 条１項、

個人情報保護法施行規則 16条） 

 

相当措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準として下記が定められています（個人

情報保護法施行規則 16条各号）。 

 

①個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者に

おける当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保

護法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。（１号） 

 

②個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認

定を受けていること。（２号） 

 

上記の各基準については、令和４年（2022年）４月１日施行の改正後も変更はありません

が、上記①の「個人情報保護法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置」に関しては外国第

三者提供編ガイドライン 4-2で求められる体制整備が追加されます。 

 

上記②の「個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定」とは、国際機関等にお

いて合意された規律に基づき権限のある認証機関等が認定するものをいい、当該枠組みは、

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こ

とのできるものである必要があります。これには、提供先の外国にある第三者が、APEC の

CBPRシステムの認証を取得していることが該当します（外国第三者提供編ガイドライン 4-

3）。 
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３ 個人情報保護法施行規則 16条１号の趣旨 

 

3-1．適切かつ合理的な方法（個人情報保護法施行規則 16 条１号、外国第三者提供編ガイ

ドライン 4-1） 

 

「適切かつ合理的な方法」は、個々の事例ごとに判断されるべきですが、個人データの提

供先である外国にある第三者が、我が国の個人情報取扱事業者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ことを担保できる方法である必要があります。 

 

たとえば、次の事例が該当します。 

 

事例 1 

外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合 

→提供元および提供先間の契約、確認書、覚書等 

 

事例 2 

同一の企業グループ内で個人データを移転する場合 

→提供元および提供先に共通して適用される内規、プライバシーポリシー等 

 

 

また、アジア太平洋経済協力（APEC）の越境プライバシールール（CBPR）システム4の認証

を取得している事業者は、その取得要件として、当該事業者に代わって第三者に個人情報を

取り扱わせる場合においても、当該事業者が本人に対して負う義務が同様に履行されるこ

とを確保する措置を当該第三者との間で整備している必要があることとされています。 

 

したがって、提供元の個人情報取扱事業者が CBPR の認証を取得しており、提供先の「外

国にある第三者」が当該個人情報取扱事業者に代わって個人情報を取り扱う者である場合

には、当該個人情報取扱事業者が CBPRの認証の取得要件を充たすことも、「適切かつ合理的

な方法」の 1つであると解されます。 

 

 

3-2．個人情報保護法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置（個人情報保護法施行規則 16

条第１号、外国第三者提供編ガイドライン 4-2） 

 

個人情報保護法 28 条の「この節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされ

ている措置に相当する措置」に該当するものは「個人情報保護法第４章第２節の規定の趣旨

に沿った措置」（個人情報保護法施行規則 16条１号）と規定されています。 

 

「個人情報保護法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置」については、外国にある第三

者により個人データが取り扱われる場合においても、我が国の個人情報取扱事業者により

                                                      
4 「OPEC CBPR システム」とは、 事業者の APEC プライバシーフレームワークへの適合性

を国際的に認証する制度です。APEC の参加国・地域が本制度への参加を希望し、参加を

認められた国がアカウンタビリティエージェント（AA）を登録します。この AA が事業者

について、その申請に基づき APEC プライバシーフレームワークへの適合性を認証しま

す。 
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個人データが取り扱われる場合に相当する程度の本人の権利利益の保護を図るという観点

に加え、経済協力開発機構（OECD）におけるプライバシーガイドラインや APECにおけるプ

ライバシーフレームワークといった国際的な枠組みの基準も踏まえた国際的な整合性も勘

案します。 

 

具体的には、外国第三者提供編ガイドライン 4-2-1 から 4-2-20 までに記述する事項につ

いて、「適切かつ合理的な方法」（上記①参照）に記述する方法によって担保されていなけれ

ばなりません。 

 

個人情報取扱事業者は、契約等に外国第三者提供編ガイドライン 4-2-1 から 4-2-20 まで

に記述するすべての事項を規定しなければならないものではなく、「個人情報保護法第４章

第２節の規定の趣旨」に鑑みて、実質的に適切かつ合理的な方法により、外国にある第三者

に提供された個人データに係る本人の権利利益の保護に必要な範囲で、「措置」の実施が確

保されていれば足ります。 

 

外国第三者提供編ガイドライン 4-2-1 から 4-2-20 までにおいては、外国にある第三者へ

の個人データの提供に関する典型的な事例として、【事例 1】日本にある個人情報取扱事業

者が、外国にある事業者に顧客データの入力業務を委託する場合、および【事例 2】日本に

ある個人情報取扱事業者が、外国にある親会社に従業員情報を提供する場合をあげ、外国に

ある第三者または提供元である日本にある個人情報取扱事業者が講ずべき措置の具体例が

示されています。 

 

「個人情報保護法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置」は、以下の規定に関して講ず

る必要があります。 

 

規定の内容 個人情報保護法 

利用目的の特定 17条 

利用目的による制限 18条 

不適正な利用の禁止 19条 

適正な取得（要配慮個人情報の取得の規律

（個人情報保護法 17 条２項）は除く） 

20条 

取得に際しての利用目的の通知等 21条 

データ内容の正確性の確保等 22条 

安全管理措置 23条 

従業者の監督 24条 

委託先の監督 25条 

漏えい等の報告等 26条 

第三者提供の制限（除くオプトアウト手続）

（２項、３項） 

27条 

外国にある第三者への提供の制限 28条 

保有個人データに関する公表等（第三者提

供記録の開示関連手続） 

32条 

開示（除く第三者提供記録の開示関連手続） 33条 

訂正等 34条 

利用停止等 35条 

理由の説明（除く第三者提供記録の開示関

連手続） 

36条 
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開示等の請求等に応じる手続（除く第三者

提供記録の開示関連手続） 

37条 

手数料（除く第三者提供記録の開示関連手

続） 

38条 

個人情報取扱事業者による苦情の処理 40条 

 

下記については、ここでいう「個人情報保護法第４章第２節の規定の趣旨に沿った措置」

として外国にある第三者等が講ずべき措置には含まれません。 

 

規定の内容 個人情報保護法 

要配慮個人情報の取得に関する規律 20条２項 

オプトアウトによる個人データの第三者提

供 

27条２項、３項 

第三者提供時の確認・記録義務 29条、30条 

個人関連情報の第三者提供に関する規律 31条 

第三者提供記録の開示 33条５項 

上記に関連するその他の手続等 32 条、36 条から 38 条までのうち、第三者

提供記録の開示に関連する手続等 

 

日本にある個人情報取扱事業者から個人データの提供を受けた外国にある第三者が個人

情報保護法 166条（令和５年４月１日以降は 171条）の要件を満たし、域外適用の対象とな

る場合であっても、これによりただちに個人情報保護法施行規則 16条の基準を満たすこと

となるわけではありません。 

 

同条の基準を満たすためには、別途、当該個人データの取扱いについて我が国の個人情報

取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備する

ことが必要です。 

 

この場合、当該外国にある第三者は、個人情報保護法 166条（令和５年４月１日以降は 171

条）に基づき、上記の「個人情報保護法第 4章第２節の規定の趣旨に沿った措置」として講

ずべき措置に含まれない規律も含め、法の規定に従って当該個人データを取り扱う義務を

負うことになります。 

 

3-3 国内グループ会社からの海外への委託 

 国内にある事業者 A が外国にある事業者との間で、A のグループ会社の個人データの取

扱いに係る委託契約を締結していますが、A の子会社であり、A と同じ内規等が適用され

る国内にある事業者 B が、当該外国にある事業者に対して委託に伴って個人データを提供

する場合、当該委託契約及び当該内規等によって、個人データの提供先である外国にある 

第三者が、我が国の個人情報取扱事業者の講ずべきこととされている措置に相当する措置

を継続的に講ずることを実質的に担保することができる場合には、適切かつ合理的な方法

に該当するものと考えられます。（A&A12-6） 

 この場合、提供先の外国にある第三者が施行規則 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、事前の本人の同意を得ずに当該外国にある第三者に対して

個人データの提供を行った場合には、個人情報取扱事業者は、法 28条３項に基づき、当該

外国にある第三者による相当措置（個人データの取扱いについて法第４章第２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）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
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関する情報を当該本人に提供する必要があります。 

 

3-4  提供先が再委託する場合 

提供先の外国にある第三者が施行規則 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 28条の規定の趣旨に沿った措置（外国第三者提供

編ガイドライン４－２－12 参照）の実施が確保される必要があります。（Q&A12-7） 

他方で、当該「第三者」（再提供先）が日本（又は EU加盟国・英国）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 28条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 27 条の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保される必要があります。

（Q&A12-7） 

 

 

3-5 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いる場合 

 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で、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、個人情報保護法施行規則 16条に定め

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。（Q&A12-8） 

 したがって、この場合、当該提供先は、法第 28条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 28条３項）。さらに、提

供元である個人情報取扱事業者は、法第 22 条に基づき当該提供先に対する監督義務を負

うことに留意が必要です。（Q&A12-8） 
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Q5：【令和 2年改正対応】基準適合体制を整備している外国の第三者へ個人データを移転す

る際にやるべきこととは 

 

Q 個人情報保護法施行規則 16条に定める基準に適合する体制を整備している外国の第三者

へ個人データを移転する際、やるべきことについて教えてください。 

 

A 個人情報取扱事業者は、基準適合体制を整備している外国にある第三者に対して個人デ

ータを提供した場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必

要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人

に提供しなければなりません。 

 

凡例 

「外国第三者提供編ガイドライン」 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）（平

成 28年 11月 30日個人情報保護委員会告示第７号）のこと。 

 

※各条文の後ろの【〇条】は、令和３年改正法の改正後の条文番号（令和３年改正法の第１

弾改正と第２弾改正で条文番号が変わる場合は【〇条／△条】（第１弾改正／第２弾改正）

と表記しています。 

 

 

1．総論（外国第三者提供編ガイドライン 6） 

 

 個人情報取扱事業者は、個人情報保護法施行規則 16条に定める基準に適合する体制（以

下「基準適合体制」という）を整備している外国にある第三者に対して個人データを提供し

た場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講

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本人に提供しなければ

なりません（個人情報保護法 28条３項）。 

 

下記図表真ん中の説明に該当します。 
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出 典 ： 個 人 情 報 保 護 委 員 会

（https://www.ppc.go.jp/news/anime_personalinfo/story12/#1-2） 

 

 

 個人情報保護法 28 条３項は、提供先が基準適合体制を整備していることを根拠として外

国にある第三者に個人データを提供した場合、個人情報取扱事業者には、提供後も当該第三

者による当該個人データの適正な取扱いを継続的に確保する責務があることを明確化する

ものです。 

 

そのため、個人情報取扱事業者は、当該第三者において当該個人データの取扱いが継続す

る限り、個人情報保護法 28条３項に基づく措置等を講ずる必要があります。 

 

 なお、下記の場合、個人情報保護法 28条３項の義務は、原則として委託先に課されると

考えられます。 

 

ケース： 

委託元が、国内にある委託先に対して個人情報保護法 27条５項１号に基づき個人データ

の取扱いを委託し、委託先が取得した個人データを、外国にある事業者に対して再委託に

伴って再提供する。 

 

条件： 

委託先（国内にある事業者）と再委託先（外国にある事業者）との間の契約等により、個

人情報保護法施行規則 16条第１号の基準を満たすための「個人情報保護法第４章第２節

の規定の趣旨に沿った措置」の実施が確保されていること。 

 

この場合でも、委託元は委託先に対する監督義務を負うため（個人情報保護法 25条）、委

託先が再委託先に対して必要かつ適切な監督を行っているか等について、適切に把握し監
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督する必要があります。（ガイドラインパブコメ回答（概要）51番） 

 

ただし、上記の制度趣旨に鑑み、個人情報取扱事業者が本人の同意を根拠として外国にあ

る第三者に個人データを提供した場合には、当該第三者が基準適合体制を整備していると

認められる場合であっても、個人情報保護法 28 条３項に基づく措置等は求められません。 

 

個人情報保護法 28条３項の規定は、個人情報取扱事業者が令和２年改正法の施行日以後

に同項に規定する外国にある第三者に個人データを提供した場合について適用されます

（令和２年改正法附則４条２項）。 

 

2．相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置とは（個人情報保護法施行規則 18

条１項、外国第三者提供編ガイドライン 6-1） 

 個人情報取扱事業者は、提供先が基準適合体制を整備していることを根拠として外国に

ある第三者に個人データを提供した場合、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確

保するために「必要な措置」として、次の①および②の措置を講じなければなりません。 

 

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（個人情報保護法施行規則 18条１項１号） 

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（個人情報保護法施行規則 18条１項２号） 

 

2-1 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（個人情報保護法施行規則 18条１項１号） 

個人情報取扱事業者は、個人データの提供先である外国にある第三者による相当措置の実

施状況なら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お

よび内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認しなければなりません。 

 

ここでいう「定期的に確認」とは、年に１回程度またはそれ以上の頻度で確認することを

いいます。 

 

相当措置の実施状況は、外国にある第三者に提供する個人データの内容や規模に応じて、

適切かつ合理的な方法により確認する必要がありますが、たとえば、個人データを取り扱う

場所に赴く方法、書面により報告を受ける方法またはこれらに代わる合理的な方法（口頭に

よる確認を含む）により確認することが考えられます。 

 

なお、提供先である外国にある第三者において相当措置を実施すべき対象は、個人情報取

扱事業者が実際に提供を行った「個人データ」であることから、相当措置の実施状況の確認

においても、提供先で取り扱っている他の個人情報の取扱いについてまで確認することが

求められているものではありません。 

 

相当措置の実施状況の確認に該当する事例 

 

事例 1 

外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合において、提供元及び提供先間

の契約を締結することにより、当該提供先の基準適合体制を整備している場合は、当該契
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約の履行状況を確認すること 

 

事例 2 

同一の企業グループ内で個人データを移転する場合において、提供元及び提供先に共通

して適用されるプライバシーポリシーにより、当該提供先の基準適合体制を整備してい

る場合は、当該プライバシーポリシーの履行状況を確認すること 

 

外国にある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

有無および内容は、一般的な注意力をもって適切かつ合理的な方法により確認する必要が

あります。たとえば、当該第三者に対して照会する方法や、我が国または外国の行政機関等

が公表している情報を確認する方法が考えられます。 

 

相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある外国の制度に該当する事例 

 

事例 1 

事業者に対し政府の情報収集活動への広範な協力義務を課すことにより、事業者が保有

する個人情報について政府による広範な情報収集が可能となる制度 

 

事例 2 

事業者が本人からの消去等の請求に対応できないおそれがある個人情報の国内保存義務

に係る制度 

 

 

事例１に関しては、中国の国家情報保護法７条に基づく中国の「組織」および「公民」の

国家情報活動への協力義務がこれに該当しないかが問題となり得ます。 

 

事例２に関しては、中国のサイバーセキュリティ法 37条において「個人データ」および

「重要データ」を中国国内に保管する義務を課していることや、ロシアの連邦法 152-FZ（個

人情報保護法）が個人データをロシア連邦内に所在するデータベースに保管等することを

求めていることがこれに該当しないかが問題となります。 

 

2-2 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（個人情報保護法施行規則 18条１項２号） 

 

 個人情報取扱事業者は、個人データの提供先である外国にある第三者による相当措置の

実施に支障が生じたときは、当該支障の解消または改善のために必要かつ適切な措置を講

じなければなりません。 

 

支障発生時の必要かつ適切な措置に該当する事例 

 

事例 

日本にある個人情報取扱事業者が提供先である外国にある事業者との間で委託契約を締

結することにより、当該提供先の基準適合体制を整備している場合で、当該提供先が当該

委託契約上の義務の一部に違反して個人データを取り扱っている場合に、これを是正す

るよう要請すること 

 

「必要かつ適切な措置」の一環として、当該提供先による相当措置の継続的な実施の確保
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が困難となり、すでに提供された個人データについて、我が国の個人情報取扱事業者により

個人データが取り扱われる場合に相当する程度の本人の権利利益の保護の確保が困難とな

った場合には、提供元の事業者は、当該提供先に対し、当該個人データの返還または削除を

求める必要があると考えられます。 

 

提供元の事業者が、当該提供先に対して個人情報保護法 27 条５項１号に基づいて個人デ

ータの提供を行っている場合、当該提供先に対する監督義務を負うので（個人情報保護法 25

条）、当該提供先による当該個人データの安全管理の確保が困難となっているにもかかわら

ず、提供元の事業者が当該提供先に対して当該個人データの返還または削除を求めない場

合には、提供元の事業者の監督義務違反となる可能性があります（ガイドラインパブコメ回

答（概要）52番）。 

 

また、外国にある第三者による相当措置の継続的な実施の確保が困難となった場合、当該

第三者は、実質的に、基準適合体制を整備しているとはいえないと考えられることから、そ

れ以降、当該第三者への個人データの提供を停止しなければなりません。 

 

相当措置の継続的な実施の確保が困難となった場合に該当する事例 

 

事例 1 

日本にある個人情報取扱事業者が提供先である外国にある事業者との間で委託契約を締

結することにより、当該提供先の基準適合体制を整備しており、当該提供先が当該委託契

約上の義務の一部に違反して個人データを取り扱っている場合に、これを是正するよう

要請したにもかかわらず、当該提供先が合理的な期間内に是正しない場合 

 

事例 2 

外国にある事業者において日本にある個人情報取扱事業者から提供を受けた個人データ

に係る重大な漏えい等が発生した後、同様の漏えい等の発生を防止するための必要かつ

適切な再発防止策が講じられていない場合 

 

3．相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置に関する情報提供とは（個人情報

保護法施行規則 18条２項・３項、外国第三者提供編ガイドライン 6-2） 

 

個人情報取扱事業者は、基準適合体制を整備している外国にある第三者に対して個人デー

タを提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による

相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応

じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければなりません。 

 

3-1 情報提供の方法（個人情報保護法施行規則 18 条２項、外国第三者提供編ガイドライン

6-2-1） 

 

本人に対する情報提供は、個人情報保護法施行規則 18 条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りま

す。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す。 

 

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 
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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 

 

 

3-2 提供すべき情報（個人情報保護法施行規則 18 条３項、外国第三者提供編ガイドライン

6-2-2） 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、遅滞なく、次の①から⑦までの情報を本人に提供しなければなりません。 

 

① 当該第三者による個人情報保護法 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 個人情報保護法施行規則 18条１項１号の規定による確認（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

度の有無およびその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること）

の頻度および方法 

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

無およびその概要 

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およびその概要 

⑦ 上記⑥の支障に関して個人情報保護法施行規則 18条１項２号の規定により当該個人

情報取扱事業者が講ずる措置の概要（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（個人情報保護法 31 

条 2 項において読み替えて準用する場合にあっては、個人関連情報）の当該第三者

への提供を停止すること） 

 

ただし、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、その全部または一部を提供しないことができます。 

 

情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼ

すおそれがある場合に該当する事例 

 

事例  

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

等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 

 

(1)当該第三者による個人情報保護法 28 条 1 項に規定する体制の整備の方法（個人情報保

護法施行規則 18条３項１号） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、個人データの提供先である外国にある第三者が基準適合体制を整備する方法につい
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て情報提供しなければなりません。 

 

基準適合体制を整備する方法についての情報提供に該当する事例 

ケース 

日本にある個人情報取扱事業者が外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合

において、提供元及び提供先間の契約を締結することにより、当該提供先の基準適合体制

を整備している場合 

 

事例 

「提供先との契約」である旨の情報提供を行うこと 

 

 

(2)当該第三者が実施する相当措置の概要（個人情報保護法施行規則 18条３項２号） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、個人データの提供先である外国にある第三者が実施する相当措置の概要について情

報提供しなければなりません。 

 

提供すべき情報は、個々の事例ごとに判断されるべきであるが、当該外国にある第三者に

おいて、個人情報保護法第 4 章第２節の規定の趣旨に沿った措置がどのように確保されて

いるかがわかるような情報を提供する必要があります。 

 

なお、個人情報取扱事業者が当該外国にある第三者との間で締結している契約等の全ての

規定の概要についての情報提供を求めるものではありません。 

 

相当措置の概要についての情報提供に該当する事例 

ケース 

日本にある個人情報取扱事業者が外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場

合において、提供元および提供先間の契約を締結することにより、当該提供先の基準適合

体制を整備している場合 

 

事例 

「契約において、特定した利用目的の範囲内で個人データを取り扱う旨、不適正利用の禁

止、必要かつ適切な安全管理措置を講ずる旨、従業者に対する必要かつ適切な監督を行う

旨、再委託の禁止、漏えい等が発生した場合には提供元が個人情報保護委員会への報告お

よび本人通知を行う旨、個人データの第三者提供の禁止等を定めている」旨の情報提供を

行うこと 

 

(3)個人情報保護法施行規則 18 条１項１号の規定による確認の頻度および方法（個人情報

保護法施行規則 18条３項３号） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、個人データの提供先である外国にある第三者による相当措置の実施状況ならびに当

該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無およびその内容の確認に関して、

その方法および頻度について情報提供しなければなりません。 

 

なお、外国にある第三者による相当措置の実施状況の確認の方法および頻度と、当該相当

措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無およびその内容の確認の方法および頻
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度が異なる場合には、それぞれについて情報提供する必要があります。 

 

確認の方法および頻度についての情報提供に該当する事例 

事例 

①外国にある第三者による相当措置の実施状況についての確認の方法および頻度 

「毎年、書面による報告を受ける形で確認している」旨の情報提供を行うこと 

 

②当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容の確認の方

法および頻度 

「毎年、我が国の行政機関等が公表している情報を確認している」旨の情報提供を行う

こと 

 

(4)当該外国の名称（個人情報保護法施行規則 11条の４【18条】第３項４号） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、個人データの提供先の第三者が所在する外国（本邦の域外にある国または地域をいい、

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

して規則で定めるもの（現時点では EU加盟国および英国）を除く）の名称について情報提

供しなければなりません。 

 

必ずしも正式名称を求めるものではありませんが、本人が自己の個人データの移転先を合

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ります。 

 

ここでいう「外国の名称」の情報提供においては、提供先の第三者が所在する外国の名称

が示されていれば足り、それに加えて、当該第三者が所在する州等の名称を示すことまでは

求められません。 

 

もっとも、本人が外国にある第三者における自己の個人データの取扱状況等について把握

できるようにするという制度趣旨を踏まえると、たとえば、州法において外国にある第三者

による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度が存在する等、州法に関する情報

提供が本人による当該第三者における個人データの取扱状況等の把握に資する場合（たと

えばカリフォルニア州の消費者プライバシー法等）には、当該第三者が所在する州を示した

うえで、当該制度についても情報提供を行うことが望ましいです。 

 

(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

およびその概要（個人情報保護法施行規則 18条３項５号） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、個人データの提供先である外国にある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について情報提供しなければなりません。 

 

相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある外国の制度の概要についての情報提供に該当

する事例 

 

事例 1 

「事業者に対し政府の情報収集活動への広範な協力義務を課すことにより、事業者が保

有する個人情報について政府による広範な情報収集が可能となる制度が存在する」旨の

情報提供を行うこと 
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事例 2 

「事業者が本人からの消去等の請求に対応できないおそれがある個人情報の国内保存

義務に係る制度が存在する」旨の情報提供を行うこと 

 

 

事例１に関しては、中国の国家情報保護法７条に基づく中国の「組織」および「公民」の

国家情報活動への協力義務がこれに該当しないかが問題となり得ます。 

 

事例２に関しては、中国のサイバーセキュリティ法 37 条において「個人データ」および

「重要データ」を中国国内に保管する義務を課していることや、ロシアの連邦法 152-FZ（個

人情報保護法）が個人データをロシア連邦内に所在するデータベースに保管等することを

求めていることがこれに該当しないかが問題となります。 

 

(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およびその概要（個人情報保護法

施行規則 18条３項６号） 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28 条 3 項の規定による本人の求めを受けた場合

には、当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無およびその概要に関する情報

を本人に提供しなければなりません。 

 

 

ケース 

日本にある個人情報取扱事業者が外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場

合において、提供元および提供先間の契約を締結することにより、当該提供先の基準適合

体制を整備しているものの、当該提供先が当該契約において特定された利用目的の範囲

を超えて、当該個人データを取り扱っていた場合 

 

事例 

「提供先が契約において特定された利用目的の範囲を超えて個人データの取扱いを行っ

ていた」旨の情報提供を行う 

 

 

(7)上記(6)の支障に関して個人情報保護法施行規則 18条 1項２号の規定により当該個人情

報取扱事業者が講ずる措置の概要（規則 18条３項７号） 

 

個人データの提供先である外国にある第三者による相当措置の実施に支障が生じた場合

において、当該支障の解消・改善のために提供元の個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要

について情報提供しなければなりません。 

 

相当措置の実施に関する支障に関して個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要についての

情報提供に該当する事例 

 

ケース 

日本にある個人情報取扱事業者が外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場

合において、提供元および提供先間の契約を締結することにより、当該提供先の基準適合

体制を整備しているものの、当該提供先が当該契約において特定された利用目的の範囲

を超えて、当該個人データを取り扱っていた場合 
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事例 1 

「提供先が契約において特定された利用目的の範囲を超えて個人データの取扱いを行っ

ていたため、速やかに当該取扱いを是正するように要請した」旨の情報提供を行うこと 

 

事例 2 

「提供先が契約において特定された利用目的の範囲を超えて個人データの取扱いを行っ

ていたため、速やかに当該取扱いを是正するように要請したものの、これが合理的期間内

に是正されず、相当措置の継続的な実施の確保が困難であるため、〇年〇月〇日以降、個

人データの提供を停止した上で、既に提供した個人データについて削除を求めている」旨

の情報提供を行うこと 

 

 

 

4．情報提供しない旨の決定を行った際の通知等（規則 18条４項・５項、外国第三者提供編

ガイドライン 6-2-3） 

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法 28条３項の規定による本人の求めに係る情報の

全部または一部について情報提供しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を本人に

通知しなければなりません（個人情報保護法施行規則 18条４項）。 

 

この場合、個人情報取扱事業者は、本人に対し、情報提供をしない理由を説明するよう努

めなければなりません（同条５項）。 
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Q6 個人情報保護委員会が作成・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」はどのような場面で利用できますか。 

 

A ①プライバシーポリシーの安全管理措置の一つである「外的環境の把握」に関する情

報、②「外国にある第三者に個人データを提供する旨の同意」を取得する際の情報提供す

る際の情報（法 28条２項）及び③外国にある第三者に個人データの提供をするに際して

「基準適合体制」を整備しており、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を提供す

る場合の情報（法 28 条３項）として利用することができます。 

 

１．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 

 「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年法律第 44号）（以

下「令和２年改正法」という。）では、外国にある第三者への個人データの提供の制限に

係る規律が強化され、事業者から本人への情報提供の充実が求められることになった。 

 これに関し、個人情報保護委員会は、令和４年４月１日に令和２年改正法が全面施行す

ることに先立ち、事業者に参考となる情報を提供する観点から、本法域外にある国又は地

域（個人情報保護委員会が現行個人情報保護法 28条に基づき「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」として告示で指定している EU加盟国及び英国を除く。）のうち、個人情報保護委

員会が実施した、「事業活動における個人データの越境移転の実態に関する調査」5の結果

を踏まえて選定した国又は地域における個人情報の保護に関する制度等について調査をし

ました（西村あさひ法律事務所に調査委託「外国における個人情報の保護に関する制度等

の調査結果報告書」6（令和３年 11月）参照）。 

その上、我が国の個人情報保護法との間の本質的な差異の把握に資する一定の情報を公

表することとし、令和４年１月 24日に 31の国又は地域に関する「情報提供文書」（令和

４年１月 25日更新）を公表しました。現時点で公表されている国・地域の情報提供文書

は以下のとおりです。 

 

• 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)        

                                                      

5 「事業活動における個人データの越境移転の実態に関する調査について（概要）」

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210609_shiryou-2.pdf）（令和３年６月９日・第 175 回

個人情報保護委員会・資料２） 

6 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/offshore_DPA_report_R3_12.pdf 

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/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/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/210609_shiryou-2.pdf
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• 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)        

 

 個人情報保護委員会は、令和４年２月 10日、以下の国・地域について追加で同様の調

査を行うこととしています。7 

・イスラエル 

・カタール 

・コスタリカ 

・チュニジア 

・パナマ 

・ペルー 

・南アフリカ 

・モロッコ 

・モンゴル 

 

 

２．情報提供文書の記載項目 

 

 個人情報保護委員会の公表した 31の国・地域の情報提供文書の記載項目は共通してお

り、いずれも下記のとおりです。 

 

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

                                                      

7 「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査について」（令和４年２月 10 日）

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220210_pp_offshore_kouhyou_sywkqc.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
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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） 

 

３．情報提供文書の利用場面 

 個人情報保護委員会の情報提供文書の利用場面としては、以下の場合が考えられます。 

 

（１）プライバシーポリシーに保有個人データに関する事項の公表の一つである「安全管

理措置」の一つとして「外的環境の把握」（通則編ガイドライン 10-7）を記載する場合で

あって、保有個人データをクラウドサーバによって外国に保存する場合等には、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説明するために個人情報保護委員会の情報

提供文書の URLを記載する。 

 

（２）「外国にある第三者に個人データを提供する旨の同意」を取得する際の情報提供

（法 28条２項）として、同意取得書面等に、個人情報保護委員会の情報提供文書の URL

を記載する。 

※法 28条２項の規定による情報提供の方法として、個人情報保護法施行規則 17条の２項

から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、個人情報保護法施行規則 17条１項における「適切な方法」に該

当すると考えられるとされています。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。（Q&A12-10） 
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また、従業員が海外（EU加盟国・英国以外）のグループ現地法人に派遣する際に、当該現

地法人に当該従業員の情報を提供する際に、個人情報保護委員会の情報提供文書を示し

て、当該従業員の同意を取得することも考えられます。 

 

（３）外国にある第三者に個人データの提供をするに際して「基準適合体制」を整備して

おり、「本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を提供する方法」（法 28条３項）と

して、ウェブサイトに個人情報保護委員会の情報提供文書の URLを記載する。 

 

※法 28 条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個人情

報保護法施行規則 18 条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 18条２項における「適切な方法」に該当すると考えられるとされています。（Q12-

19 ） 

 

４．情報提供文書を利用する場合の留意点 

 

 個人情報保護委員会が公表している 31の国・地域の情報提供文書には、文末に以下の

とおり共通で留意文言が記載されています。 

 要するに、具体的な場面における適用事業者の利用にあたっては、補助的なものとして

参照し、最終的な責任は事業者が負うべきであるということです。 

 

◼ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）（以下「個人情報保護

法」という。）第 28条第 2項の趣旨には、外国にある第三者に対する個人デー

タの提供に伴うリスクについて、本人の予測可能性を高めるという点のほか、

外国にある第三者に対して個人データを提供する事業者においても、従前以上

に、提供先の外国にある第三者における事業環境等を認識することを促すとい

う点が含まれる。 

また、事業者が同項に基づいて本人に対して提供すべき情報の具体的内容は、

個別の事案に応じて異なり得る。したがって、外国における個人情報の保護に

関する制度の確認は、外国にある第三者に対して個人データを提供する事業者の

責任において行うべきものであり、当委員会が提供する上記参考情報は、あく

まで補助的なものとして参照する必要がある。 

◼ 当委員会が提供する上記参考情報は、当委員会が行った「外国における個人情

報の保護に関する制度等の調査」の結果に基づくものであり、あくまで当該調

査を実施した 2021 年 10 月の時点における情報に基づくものである。当該時

点以降、外国において個人情報の保護に関する制度が改正されること等によ

り、外国にある第三者に対して個人データを提供する事業者が本人に対して提

供すべき情報の内容にも変更が生じている可能性がある。 

◼ 当委員会が提供する上記参考情報は、当委員会が行った「外国における個人情

報の保護に関する制度等の調査」の結果に基づくものであるところ、当該調査

は、以下の観点から調査対象の法令を限定して行ったものであり、必ずしも網

羅的なものではない。外国にある第三者に対して個人データを提供する事業者

は、上記参考情報以外にも関連する情報を保有している場合には、個人情報保

護法第 28 条第 2項及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28 年個

人情報保護委員会規則第 3 号）第 17 条第 2 項に基づき、当該情報も本人に対

して提供する必要がある。 

－  以下の法令については、上記調査に係る委託先事業者又は再委託先事業者が代

表的なものとして挙げた法令を調査対象としていること 
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• 個人情報の保護に関する包括的な法令を有しない外国における個別の分野に適

用される個人情報の保護に関する法令 

• 個人情報の域内保存義務に係る制度に関する法令 

• 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に関する法令 

－  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に関する法令につい

ては、刑事法執行目的又は国家安全保障目的の双方又は一方の目的で、事業者の

保有する個人情報に対して外国政府がアクセスを行う制度であって、当該法令

上、事業者が外国政府に個人情報を提供することが義務付けられているものを調

査対象としていること 

 

 


