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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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留意点

• 「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、
「令和２年改正法」）は、令和4年（2022年）４月１日に施行される。

• 「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年改
正法」）は、令和３年（2021年）５月12日に国会において成立し、同年５月19日に公
布された（令和３年法律第37号）。

• 令和３年改正法の原則的な施行期日は令和３年（2021年）９月１日とされているが、

第一弾の改正（個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個
人情報保護法の一元化等）は令和４年（2022年）５月18日までの政令で定める日、

第二弾の改正（個人情報保護法と各地方公共団体の個人情報保護条例の一元
化）は令和５年（2023年）５月18日までの政令で定める日に施行される。（※令和２
年改正法は令和４年（2022年４月１日に施行されるが、令和３年改正法の第一弾
改正は期日の近接性に鑑みて、令和４年（2022年）４月１日に同時施行される可
能性もあり得る。）

• 令和３年改正では次頁のとおり、民間事業者（個人情報取扱事業者）に適用され
る規定（特に第４章第１節）が令和２年改正施行後から変更されるので、個人情報
取扱規程などには、法律の条文番号はあまり記載しない方がよいと思われる。
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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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目的規定（第１条）

（目的）
第１条 本規程は、当社（当社の役員、従業者を含む。以下同じ。）が、「法」
（第２条第18項に定義する法をいう。）、「政令」（第２条第19項に定義する
政令をいう。）、「規則」（第２条第20項に定義する規則をいう。）及び「ガイ
ドライン」（第２条第21項に規定するガイドラインをいう。）に基づき、当社の
取り扱う個人データ（第２条第６項に定義する個人データをいう。）の適正
な取扱いを確保するために定めるものである。
なお、法に基づく仮名加工情報（法に定める仮名加工情報をいう。以下

同じ。）の取扱いについては「仮名加工情報等取扱規程」において、匿名
加工情報（法に定める匿名加工情報をいう。以下同じ。）の取扱いについ
ては「匿名加工情報等取扱規程」において、「行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成25年法律第27

号）に基づく個人番号やその内容を含む個人情報に関しては、「特定個人
情報等取扱規程」において、別途定めるところに従うものとする。
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定義規定（第２条）

 以下の規定については従前の規定から変更なし。
• 「個人情報」（２条１項）
• 「個人識別符号」（２条２項）
• 「要配慮個人情報」（２条３項）
• 「個人情報データベース等」（２条４項）

 「個人情報取扱事業者」（２条５項）に該当しない「独立行政法人等」につ
いては、独立行政法人等個人情報保護法に定義がなされているが、がな
くなることから、同法は令和３年改正法により廃止されるので、独立行政
法人通則法の定義によることとしている（独立行政法人等個人情報保護
法でも独立行政法人２条１項の定義が使われている。）。

 「保有個人データ」（２条６項）については、６か月以内に消去するものの
適用除外が令和２年改正法の施行によりなくなるので、削除した。

 「ガイドライン」には匿名加工情報・仮名加工情報編は規定していない（別
途の取扱規程を策定することを想定しているため）。
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情報漏えいの規定（第９条）

詳細になるため、別途「情報漏えい事案等対応手続」を定めることとしている。
法22条の２のほか、 「個人データの漏えい等事案が発生した場合対応について」（平成29年個
人情報保護委員会告示第１号、以下「漏えい等告示」）の規定も追加。
※漏えい等以外の個人情報保護法違反についても準用するとの規定を置くことも考えられる。

【個人情報漏えい等の事態等対応手続】
第１条 目的
第２条 報告対象事態➡法２２条の２
第３条 所管部署➡告示
第４条 第一報➡告示
第５条 被害の拡大の防止➡告示
第６条 経営陣への報告➡告示
第７条 事実関係調査、原因の究明➡告示
第８条 影響範囲の特定➡告示
第９条 再発防止策の検討及び実施➡告示
第10条 関係者の処分
第11条 個人情報保護委員会への報告（速報・確報）➡法22条の２
第12条 本人への通知➡法22条の２第２項：「当該事態の状況に応じて速やかに」
第13条 影響を受ける可能性のある本人への賠償
第14条 事実関係及び再発防止策の公表
第15条 改廃
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漏えい等報告・本人への通知が必要となる場合（改正規則６条の２）

事態の類型 漏えい等報告・本人通知が必要な場合 件数 例外

個人データの性質 要配慮個人情報の含まれる個人データ
の漏えいが発生し、または発生のおそ
れがある事態

１件以上 高度な暗号
化 そ の 他
の 個 人 の
権利利益を
保護するた
めに必要な
措置を講じ
た個人デー
タ

個人データの内容 不正に利用されることにより財産的被
害が生じるおそれがある個人データの
漏えい等が発生し、または発生したおそ
れがある事態

（例：クレジットカード番号やインターネッ
トバンキングのＩＤ・パスワード等）

漏えい等の態様 不正の目的をもって行われたおそれが
ある個人データの漏えい等が発生し、ま
たは発生したおそれがある事態

（例：不正アクセスや従業員による持ち
出し等）

大規模な漏えい 個人データの性質・内容、漏えい等の
態様を問わず、大規模な個人データの
漏えい等が発生し、または発生のおそ
れがある事態

1000件
以上
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個人データ・特定個人情報の委員会への報告対象事態
対象人数 個人データ 特定個人情報

１人でも対象と
なる事態

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
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
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

１ 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
２ 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
３ 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

100人を超える
場合に対象と
なる事態

―

（不正の目的がない場合でも）
１ 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
２ 特定個人情報が法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事態
３ 特定個人情報が法19条の規定に反して提供
され、又は提供されたおそれがある事態

1000人を超え
る場合に対象
となる事態

（１人でも対象となる事態以外の）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

―

不特定多数 該当なし 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事
務実施者の保有する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

※上記のいずれの事態においても、「高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じた場合」は報告対象事態とならない。
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個人情報保護委員会への報告事項（改正規則６条の３第１項）

① 概要
・発生日 ・発覚日 ・発生事案 ・規則６条の２各号該当性 ・委託元の有無
・委託先の有無
・事実経過（概要、発覚の経緯・発覚後の事実経緯（時系列）、外部機関による調査の実施状況（規則６条の
２第３号に該当する場合のみ記載））

② 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
・媒体（紙、電子媒体、その他） ・種類（顧客情報、従業員情報、その他）
・項目（氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、パスワード、その他）

③ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
・人数／うちクレジットカード情報を含む人数

④ 原因
・主体（報告者、委託先、不明）
・原因（不正アクセス（攻撃箇所・攻撃手法）、誤交付、誤送信（メールを含む）、誤廃棄、紛失、盗難、従業員

不正、その他）
・詳細

⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
・有無／不明 ・詳細

⑥ 本人への対応の実施状況
・対応済（対応中） ・対応予定 ・予定なし
・詳細（予定なしの場合は理由を記載）

⑦ 公表の実施状況
・事案の公表（実施済（公表日）） ・実施予定（公表予定日）
・公表の方法（ホームページに掲載／記者会見／報道機関への資料配布／その他）
・公表文

⑧ 再発防止のための措置
・実施済の措置 ・今後実施予定の措置（長期に講ずる措置を含む）及び完了時期

⑨ その他参考となる事項
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委員会への報告事項

個人データ 特定個人情報

①概要
②個人データの項目
③個人データに係る本人の数
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

①概要
②特定個人情報の項目
③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
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速報・確報（改正規則６条の３）

 「速報」（規則６条の３第１項）
①報告期限

明確な時間的制限は設けず、「速やかに」と定めた上で、速報の段階ではその時
点で把握している事項を報告事項とする。※ガイドラインでは３~５日とされている

②報告事項
その時点で把握している事項を報告事項とする。
※時間的即時性では、「直ちに」⇒「速やかに」⇒「遅滞なく」の順番。「直ちに」は「正にすぐに」、「速やかに」は「可能な限り
早く」、「遅滞なく」は「正当な理由・合理的な理由がない限り早く」

 「確報」（規則６条の３第２項）
①報告期限
• 原則
⇒これまでの報告実績も踏まえ、事態を知った日から30日

• 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、
又は発生したおそれがある事態
⇒他の事案よりも時間的猶予を認め、事態を知った日から60日

②報告事項
• 報告が求められる事項について基本的に全て報告する必要がある。

報告の種類 報告期限 報告内容
速報 速やかに（ガイドラインで目安） その時点で把握している事項

確報
原則：事態を知った日から30日

※不正の目的をもって行われた行為によ
る漏えい等については、事態を知った日
から60日

報告が求められる事項について基
本的に全て報告をする
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本人通知の事態・時間的制限、通知事項

１．通知を行う事態（改正規則22条の２第２項）
• 個人情報保護委員会への報告を要する事態が生じた場合

２．上記１にかかわらず通知が不要となる場合

• 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる
べき措置をとるとき（改正法22条の２第１項ただし書）
（例）

漏えい事案が発生した場合において、「高度な暗号化処理等が施されている場合」や「即時
に回収出来た場合」等、本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可
能性がない又は極めて小さい場合には、個人データが漏えいしたことを公表すれば、本人
への通知を省略しうる。

３．通知のタイミング（改正規則６条の５）
• 規則６条の２各号に定める事態を知った後、「当該事態の状況に応じて速やかに」

• 本人側でも必要な措置を講じられるよう、速やかに行うことは確保しつつも、事案によっては
委員会への報告と同じタイミングで行うことまで求める必要はない。

４．通知事項・通知方法

• 当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において以下の事項を通知（改正規則６
条の５）
①概要（１号）、②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目（２号）、

③原因（４号）、④二次被害又はそのおそれの有無及びその内容（５号）、⑤その他参考とな
る事項（９号）

• 通知事項・通知方法は本人にとってわかりやすい形となるようガイドライン等で例示する。
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個人情報保護委員会等への報告の方法（改正規則６条の３第３項）

１．個人情報保護委員会に報告する場合（同項１号）
• 電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告
をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。）を使用する方法（電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場
合は、別記様式第一による報告書を提出する方法）

２．権限の委任を受けた事業所管大臣に報告する場合（同項２号）
• 別記様式第一による報告書を提出する方法（当該事業所管大臣が別に定
める場合には、その方法）
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委託先から委託元への通知方法（改正22条の２第１項ただし書）

 委託元への通知は速やかに行う必要があり、通知事項に関しては、個人
情報保護委員会に速報として報告する場合（規則６条の２各号に定める
事態）を知った後、速やかに個人情報保護委員会への報告事項を通知し
なければならない（改正規則６条の４）。

 委託元、委託先の関係は状況によって様々であるため、委託先が委託元
に速やかに通知を行うことで、委託先の個人情報保護委員会への報告義
務自体は免除される。

 その場合も、委託先は、引き続き、漏えい等事案について適正に対処する
必要があることは言うまでもなく、委託先は、実態把握を行うとともに、漏
えい等報告にも協力する必要がある旨、ガイドライン等で明確化する。
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学術研究目的の例外の追加

 学術研究機関等（大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体
又はそれらに属する者）である場合／学術研究機関等に個人データを提
供する場合には令和３年改正法の施行後に以下の例外を追加する。

• 利用目的の特定（24条４項）
• 適正な取得（26条２項）
• 第三者提供の制限（28条１項）

※学術研究機関等でない場合や学術研究目的がない場合には追加しなくて
もよいと思われる。
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学術研究に係る適用除外規定の見直し（精緻化）

「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）
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学術研究に係る適用除外規定（現行法の規律）

１．現行法は、憲法が保障する学問の自由への配慮から、大学その他の学術
研究を目的とする機関若しくは団体25又はそれらに属する者（以下「学術研
究機関等」という）が、学術研究目的で個人情報を取り扱う場合を、一律に個
人情報保護法第４章に定める各種義務の適用除外としている（個情法第７６
条第１項第３号）。

２．その一方、現行法は、学術研究機関等に対し、安全管理措置等の個人情
報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、その内容を公
表する努力義務を課している（同条第３項）。

３．また、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対して立入検査や
勧告・命令等の監督権限を行使する際は、「学問の自由を妨げてはならな
い」とされており（個情法第４３条第１項）、その趣旨に照らし、個人情報取扱
事業者が学術研究機関等に対して個人情報を提供する行為に対しては、監
督権限を行使しないこととされている（同条第２項）。
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学術研究に係る適用除外規定の見直し（精緻化）

１．利用目的による制限の適用除外（18条３項５号・６号）
①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、当該個人情報を学術研究の用に供する
目的（以下この章において「学術研究目的」という。）で取り扱う必要があるとき（当該個人情報を取り扱う目的
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。）。

②学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等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。）。

２．要配慮個人情報の取得の同意の例外（20条５号・６号）
①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、当該要配慮個人情報を学術研究目的で
取り扱う必要があるとき（当該要配慮個人情報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。）。

②学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的
で取得する必要があるとき（当該要配慮個人情報を取得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学術研究機
関等が共同して学術研究を行う場合に限る。）。

３．第三者提供の制限の例外（27条１項５～７号）
①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。）。

②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。）。

③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。）。
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第三者提供の制限の例外（28条）

 学術研究機関・学術研究目的の例外（１項）

 オプトアウト（２項）
• そもそもオプトアウト手続を利用しない事業者は規定する必要はない。
• オプトアウトの適用がない場合として、要配慮個人情報のほか、適正取得
義務違反・再オプトアウトが追加される。

• オプトアウトの届出事項の追加（名称・住所・代表者の氏名）

 共同利用についても代表者の氏名が必要となることに注意（５項３号）
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オプトアウト制度の強化

１．オプトアウトの対象となる個人データの限定
• 現行法では、要配慮個人データに該当する個人データがオプトアウトの対象外とされている。改正法ではこ

れに加えて、①不正な手段で取得（同法17条）した個人情報を含む個人データ、②オプトアウト手続で取得
した個人データがオプトアウトの対象外とされる（改正23条２項ただし書）。これは、名簿の流通により本人
の関与が困難となっている現状を踏まえ、個人の権利利益を保護する観点から、オプトアウト規定に基づ
いて本人同意なく第三者提供できる個人データの範囲をより限定する趣旨である。

２．本人への通知等事項・届出対象事項の追加
• 改正法では、オプトアウト届出に関しては、現行法上、事業者の住所等の基本的な事項が法定の届出事

項となっていないことから、届出後、一定期間経過後に住所変更等により連絡がつかなくなる場合があるこ
とから、事業者の名称や住所といった基本的事項を届出事項として追加するとともに、変更があった場合
の届出を求め、個人情報保護委員会がオプトアウト届出事業者の所在を把握できるようにすることができ
ることになる（改正23条２項各号、３項）。

３．第三者提供時の確認記録の開示義務化
• オプトアウト手続により、個人データの第三者提供をする場合は、「個人データの第三者提供に係る記録」

（法25条１項）および「個人データの第三者提供を受ける際の確認の記録」（法26条３項）を必ず作成する必
要があるが、改正法では、「個人データの第三者提供に係る記録」（法25条１項）および「個人データの第三
者提供を受ける際の確認の記録」（法26条３項）（第三者提供記録）が、原則として開示義務の対象とされ
る（改正28条５項）。

４．実務上の影響
• 一般の事業会社や金融機関は個人データの第三者提供について、オプトインの同意（事前の同意）の方法

によるのが通常であるので、オプトアウトに関する改正の影響は軽微であろう。
• 上記３の第三者提供時の確認記録の開示義務化は、条文上はオプトインの同意の場合も適用され得るが、

この場合は、個人情報保護委員会の『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供
時の確認・記録義務編）』において、「2-2 解釈により確認・記録義務が適用されない第三者提供」に該当す
るものとして、そもそも確認記録を作成しない場合が多い。
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オプトアウトに関する改正条文

（第三者提供の制限）
第23条（略）
２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。以下この項において同
じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することと
している場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじ
め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、
前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される
個人データが要配慮個人情報又は第十七条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情
報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したもの
を含む。）である場合は、この限りでない。
一第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以
下この条、第二十六条第一項第一号及び第二十七条第一項第一号において同じ。）の氏名

一二 第三者への提供を利用目的とすること。
二三 第三者に提供される個人データの項目
四 第三者に提供される個人データの取得の方法
三五 第三者への提供の方法
四六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
五七 本人の求めを受け付ける方法
八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

３ 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データ
の提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号前項第二号、第三号又は
第五号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨変更する場合は、変更する内容について、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
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共同利用に関する改正法案

（第三者提供の制限）
第23条（略）

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

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全
部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

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

６ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの
管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の
氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を
有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について若しくは名称を変更する場合
は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置
かなければならない。

※共同利用について、あらかじめ、本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置くべき事
項として、①当該個人データの管理について責任を有する者の住所、②共同利用する者が法
人の場合はその代表者の氏名について、追加される。
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外国にある第三者への個人データの提供制限（29条）

第１項 外国にある第三者に提供する旨の同意の取得
➡同意取得時の情報提供事項

第２項 委員会規則で定める国・地域（EU・英国）➡通常の第三者提供（28条）

第３項 相当措置を講じている事業者
➡改正により①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
措置を講ずること、②本人の求めに応じて必要な措置を情報提供することが追
加。②の方はプライバシーポリシーで事前に情報提供

※プライバシーポリシー等で事前に情報提供した方がよいと思われる理由
①LINE問題により委託先の外国等を事前に開示しないことに非難が寄せられた
②外国第三者提供編の６-２-１において、規則１１条の４の「適切な方法」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

第４項 「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本人に提
供する必要な措置の情報」は、別紙６で規定（ガイドラインを参照）
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外国にある第三者への個人データの提供制限（改正条文）

（外国にある第三者への提供の制限）
第24条 個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下
同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個
人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定
めるものを除く。以下この条及び第26条の２第１項第２号において同じ。）にある第
三者（個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講
ずべきこととされている措置に相当する措置（第３項において「相当措置」という。）を
継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に
適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同
じ。）に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければなら
ない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個
人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置
その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

３ 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（第１項に規定する体制
を整備している者に限る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定め
るところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要
な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該
本人に提供しなければならない。



外国にある第三者への提供

本邦の域外にある国・地域の第三者
（個人情報取扱事業者に該当する者を除く）（※１）への提供か

（※１）同一法人の海外支店
や駐在員事務所は「第三者」
に該当しない。

Yes

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

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

保護法23条適用（※２） 保護法23条1項各号に該当するか

No

Yes

Yes No

Yes

第三者提供可

No

外国の第三者への提供につ
いての本人の同意があるか

Yes

第三者提供可

No

第三者提供不可

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

（※２）個人データの取扱い
の委託や共同利用について
本人の同意不要

EU加盟国・英国が指定

No

本人の求めに応じて当該必要な措置に
関する情報を当該本人に提供しなけれ
ばならない。 当該外国における個人情報の保護に関

する制度、当該第三者が講ずる個人情
報の保護のための措置その他当該本人
に参考となるべき情報を当該本人に提
供しなければならない。



28

個人情報保護委員会規則で定めることになる事項

出所：個人情報保護委員会資料
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改正法：外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供（改正規則11条の３）

１．提供すべき事項
（１）原則（改正法24条２項、改正規則11条の３第２項）
① 当該外国の名称
② 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度

に関する情報
③ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

（２）提供する当該外国の名称を特定できない場合（改正規則11条の３第３項）
個人情報取扱事業者は、法24条１項の規定による本人の同意を得ようとする時点において、上
記①（当該外国の名称）が特定できない場合には、上記①・②に定める事項に代えて、次に掲
げる事項について情報提供しなければならない。
① 当該外国の名称が特定できない旨およびその理由
② 当該外国の名称に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
（３）提供する第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を提供できない場合
（改正規則11条の３第４項）
個人情報取扱事業者は、法24条１項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、上
記１③に定める事項について情報提供できない場合には、同事項に代えて、その旨及びその理
由について情報提供しなければならない。

２．提供方法（改正規則11条の３第１項）
• 電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法
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改正法：外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（改正法24条３
項、改正規則11条の４）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（改正規則11条の４第１
項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外
国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。

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

２．提供方法（改正規則11条の４第２項）
電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法による。
３．本人の求めによる情報提供（改正規則11条の４第３項）
個人情報取扱事業者は、法24条３項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事
項について情報提供しなければならない。
① 当該第三者による相当措置（法24条１項に規定する体制）の整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 定期的な確認の頻度及び方法
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ 上記⑥の支障に関して上記１②により当該個人情報取扱事業者が講ずる措置の概要
４．本人の求めによる情報提供をしない決定（改正規則11条の４第３項ただし書、４項）
• 個人情報取扱事業者は、情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい

支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
• 個人情報取扱事業者は、法24条３項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨

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

理由を説明するよう努めなければならない。

※LINE問題を受けて本人の求めがない場合でも、個人情報保護委員会のガイドラインやQ&Aでプライバシーポリシー等で委託先の
外国名などの開示が求められていく可能性がある。
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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11条の４第１項２号）

１．外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置（改正規則
11条の４第１項）
①当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれ
のある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認
すること。

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

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

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



32

業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合（規則11条の４第３項）

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

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

（A国に所在する第三者に対する委託に伴う個人データの提供の場合）

 基準適合体制の整備の方法：
移転先との間の委託契約

 移転先が講ずる相当措置の概要：

委託契約において、特定した利用目的の範囲内で個人データを取り扱う旨、必要
かつ適切な安全管理措置を講ずる旨、従業者に対する必要かつ適切な監督を行う
旨、再委託の禁止、個人データの第三者提供の禁止等を定めている

 移転先が所在する外国の名称：
A国

 移転先による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度：

特段の制限なく、政府による民間事業者が保有する個人情報へのアクセスが認め
られている

 確認の頻度及び方法：
毎年、移転先から書面による報告を受ける形で確認している

 移転先による相当措置の実施に支障が生じた場合の対応等：

移転先が、契約上の義務を遵守せず、相当措置の継続的な実施の確保が困難で
あるため、個人データの提供を停止した
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個人関連情報の第三者提供の制限（３２条）

 「個人関連情報」（２条８項）、「個人関連情報データベース等」（２条９項）、「個人関
連情報取扱事業者」（２条10項）については法の定義をそのまま。

 第32条は「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」について規定。（➡このような場合が想定されない場合は
規定しない）

 個人関連情報取扱事業者の側からの規定は設けず。
 個人データとして取得することの同意の方法は３項。
 「個人データ」として取得するということで、個人データの取得時の確認（取得の経
緯は不要）・記録の作成・保存義務も必要となるので留意必要。（４項・５項・６項）

 提供先の個人関連情報取扱事業者の同意取得の代行については規定せず。
 外国にある第三者については細かすぎるため規定せず。
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本人の同意なきデータの第三者提供

出所：個人情報保護委員会資料
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本人の同意なきデータの第三者提供

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

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

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

出所：個人情報保護委員会資料を修正
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個人データの取扱いの委託の場合（パブコメ回答（概要）40番）

・一般的に委託（法第 23 条第５項第１号）に伴って委託元が提
供した個人データが、委託先にとって個人データに該当せず、個
人関連情報に該当する場合において、委託先が委託された業
務の範囲内で委託元に当該データを返す行為については、改正
後の法第 26 条の２の規律は適用されないと考えられます。もっ
とも、委託先で独自に取得した個人関連情報を付加した上で、
委託元に返す場合には、改正後の法 26 条の２の規律が適用さ
れると考えられます。
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改正条文（新設）

（個人関連情報の第三者提供の制限等）
第26条の２ 個人関連情報取扱事業者（個人関連情報データベース等（個人関連情報（生存す

る個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当
しないものをいう。以下同じ。）を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計
算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報
を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。以
下この項において同じ。）を事業の用に供している者であって、第二条第五項各号に掲げる者
を除いたものをいう。以下同じ。）は、第三者が個人関連情報（個人関連情報データベース等を
構成するものに限る。以下同じ。）を個人データとして取得することが想定されるときは、第二
十三条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報
保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三
者に提供してはならない。
一当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別さ
れる個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報
の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本
人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

２ 第二十四条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情
報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本
人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読
み替えるものとする。

３ 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確
認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるの
は、「を提供した」と読み替えるものとする。
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改正法案条文：定義規定

「個人関連情報」

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも
該当しないものをいう。
⇒郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客番号、Cookie情報、IPアドレス、契約者・
端末固有IDなどの識別子情報および位置情報、閲覧履歴、購買履歴と言ったインターネット

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

「個人関連情報データベース等」（法26条の２第１項、令７条の２）

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

②これに含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報
を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引そ
の他検索を容易にするためのものを有するもの（令７条の２）
⇒具体的には、CookieやＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲覧履歴
や趣味嗜好のデータベースが該当すると考えられる。

「個人関連情報取扱事業者」

「個人関連情報データベース等」を事業の用に供している者で、国、地方公共団体、独立行政法
人等、地方独立行政法人を除いたものをいう。
⇒具体的には、CookieやＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲覧履歴
や趣味嗜好のデータベース（個人関連情報データベース等）から、特定のCookieやID等の識
別子に紐付けられた閲覧履歴や趣味嗜好の情報を利用企業（第三者）に提供するDMP事業
者が「個人関連情報取扱事業者」に該当するものと考えられる。
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改正法における個人関連情報の第三者提供規制の概要

出所：第171回個人情報保護委員会「改正法に関連するガイドライン等の整備に向けた論点について（個人関連情報）」（令和３年４月７日）
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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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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

パブコメ回答では「本人の予測できる範囲において包括的に同意を取得す
ることは可能」とされた（PC概要38番）。
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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、①法人の代表者の氏名、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も追加（ガイドラインの参考例追加）

 保有個人データの開示方法（３５条）
➡電磁的記録の提供ほか本人の求め

 保有個人データの利用停止等（３７条４項・５項）
①当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必
要がなくなった場合、②当該が識別される保有個人データに係る第９条（情報漏えい
事態への対応）に規定する事態のうち、法の規定に違反する事態が生じた場合その
他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当
な利益が害されるおそれがある場合であって、本人から当該保有個人データの利用
停止等又は第三者への提供の停止を請求があった場合、これに応じるものとする。
➡法３０条５項の改正で利用停止・第三者提供の停止が求められる場合が追加
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保有個人データの開示項目の充実

１．法第20条の規定により安全管理のために講じた措置（政令事項）
（１）安全管理のために講じた措置の例
• 内部規律の整備（取得、利用、提供、廃棄といった段階ごとに、取扱方法や担当者及びその任務等について規定を策定し、定期

的に見直しを実施している旨等）
• 組織体制の整備（責任者を設置している旨及びその役職・任務等、漏えい等を把握した場合の報告連絡体制等）
• 定期点検・監査（定期的な自己点検、他部署監査、外部主体監査の実施等）
• 従業者の教育（定期的に研修を実施している旨、秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込み周知している旨等）
• 不正アクセス等の防止（外部からの不正アクセスから保護する仕組みを導入している旨等）
• 外的環境の把握（外国で個人データを取り扱っている場合の外国の個人情報保護制度等）
（２）セキュリティ上開示すると支障を及ぼすおそれがあるものの例
• 個人データが記録された機器等の廃棄方法、盗難防止のための管理方法
• 個人データ管理区域の入退室管理方法
• アクセス制御の範囲、アクセス者の認証手法等
• 不正アクセス防止措置の内容等

２．保有個人データの利用目的（本人が予測できる程度の具体的な利用目的）（ガイドライン事項）
【本人から得た情報から、行動、関心等の情報を分析する場合の利用目的の例】
• 閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析することによって、本人の趣向等に応じた広告を配信するケース
○取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣向に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。
×広告配信のために利用いたします。

• 履歴書や面接で得た情報のみならず、（本人が分析されることを想定していない）行動履歴等の情報を分析し、人事採用に活用
するケース
○履歴書や面接で得た情報に加え、行動履歴等の情報を分析して、当該分析結果を採否の検討・決定のために利用いたします。
×取得した情報を採否の検討・決定のために利用いたします。

• 行動履歴等の情報を分析の上、結果をスコア化した上で、当該スコア（自体を提供することを本人に通知等することなく）を第三者
へ提供するケース
○取得した行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。
×取得した情報を第三者へ提供いたします。
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保有個人データの開示請求のデジタル化（改正28条）

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

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

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

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

２ 改正法
①開示請求の方法（改正28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28条２項）
• 現行法では、保有個人データの開示は書面の交付による方法が原則である（法28条２項、同法施行令９

条）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。

３ 実務上の影響
• 改正法により、事業者が特に影響を受けるのは、保有個人データの開示請求のデジタル化であろう。個人

が預金取引履歴の開示など求めてきた場合、電磁的方法で提供できるよう態勢を整備することが求められ
るようになるだろう。
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利用停止等・第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和（改正内容）

（１）改正条文
①利用停止等・第三者提供の停止の請求ができる場合の追加（改正30条５項）（新設）

• 本人は、個人情報取扱事業者に対し、現行法で認められている場合に加えて、①当該本人
が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、
②当該本人が識別される保有個人データに係る第22条の２第１項本文に規定する事態（個

人データの漏えい等）が生じた場合、③その他当該本人が識別される保有個人データの取扱
いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人
データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。

②利用停止等・第三者提供の停止・代替措置（改正30条６項）（新設）

• 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由が
あることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞な
く、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。

• ただし、個人情報取扱事業者は、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の
停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うこと
が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
ときは、利用停止等又は第三者提供の停止に応じなくてもよい。

（２）実務上の影響

• 改正法により、事業会社の顧客情報について「利用する必要がなくなった」ことを理由として
利用停止・消去の請求がなされた場合、事業の運営上必要なことを事業会社の側で立証でき
るように整理しておかなければならなくなる。具体的には、個人情報に関わる文書の保存年
限などを定めなければならない。



個人情報保護方針・プライバシーポリシー
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追加項目

• 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）。

• 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。

• 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。
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クッキー（個人関連情報）

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【31条】）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。】
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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。



マイナンバー法の改正
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従業員の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供①

１．改正概要

改正法によるマイナンバー法の改正により、特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報、以下
同じ。）が第三者に提供できる場合として、「使用者Ａ」における「従業者等」（従業者、法人の業務
を執行する役員等）であった者が「使用者Ｂ」の従業者等になった場合、当該「従業者等」の同意を
得て、「使用者Ａ」が「使用者Ｂ」に対して、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で
当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供する場合が追加されます（法19条４号）。

これは、従業員等の出向・転籍・退職等があった場合において、本人の同意があるときは、転籍・
退職前の使用者から、出向・転籍・再就職した使用者に、当該従業員等の特定個人情報の提供を
可能にするものです。
２．施行期日

この改正は、令和３年９月１日に施行されます（改正法附則１条本文）ので、事業者としては今から
対応について十分検討しておく必要があります。

（出所）「デジタル改革関連法案について」（令和３年３月）（内閣官房ＩＴ総合戦略室・デジタル改革関連法案準備室・総務省
自治行政局）
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従業員の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供②

• 個人情報保護法が本人同意を根拠とする個人情報の第三者提供を認められていま
す（同法23条１項）。

• 特定個人情報以外の従業員の個人情報については、「雇用管理に関する個人情報
の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針（解説）」の
「（参考４）採用、出向・転籍、退職時点における個人情報の適正な取扱いを確保す
るための留意点」において、「退職者の転職先又は転職予定先に対し当該退職者の
個人情報を提供することは第三者提供に該当するため、あらかじめ本人の同意を得
なければならない。」として従業員の同意を得た上で直接、転籍・再就職先に提供す
ることが認められています。

• 他方、特定個人情報の場合は、本人であってもマイナンバー法19条各号が特に認
める場合を除き、第三者に提供することが禁止されています。

• 従業員等は、転籍・退職等により雇用先を変更した場合に、転籍・再就職後の勤務
先に対し、改めてマイナンバーを提供しなければならず、国民・事業者の負担が極め
て大きいため、見直しを求める要望があったためになされた改正です。

• これにより、従業員等の転籍・退職等があった場合、従業員等が改めて特定個人情
報を提供する必要がなくなるため、国民・事業者の負担が軽減されることが期待され
ます。
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従業員の同意の取得時期

• 2021年６月23日に個人情報保護委員会が公表した「特定個人情報の適正
な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（以下「事業者ガイドライン」とい
います。）の改正案（以下「改正事業者ガイドライン案」といいます。）におい
て、特定個人情報の提供は、従業者等の出向・転籍・退職等があった場合
に、当該従業者等の同意を得た上で、行われるものであるので、出向・転
籍・退職等前の使用者等は、当該従業者等の出向・転籍・再就職等先の決
定以後に、個人番号を含む特定個人情報の具体的な提供先を明らかにし
た上で、当該従業者等から同意を取得することが必要となるとされています。

• したがって、特定個人情報を出向・転籍・再就職先の使用者に提供すること
について雇用契約等において採用時点において同意を取得したり、就業規
則に同意をしていることとは認められないものと考えられます。
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同意の取得方法

• 改正事業者ガイドライン案においては、『どのような特定個人情報が出向・
転籍・再就職等先の使用者等に対して提供されることになるのか、従業者
等が認識した上で、同意に係る判断を行うことができるよう、出向・転籍・退
職等前の使用者等は留意する必要がある。』とされています。

• 具体的な同意取得の方法は、『従業者等からの同意する旨の口頭による
意思表示のほか、従業者等からの同意する旨の書面（電磁的記録を含
む。）の受領、従業者等からの同意する旨のメールの受信、従業者等によ
る同意する旨の確認欄へのチェック、従業者等による同意する旨のウェブ
上のボタンのクリック、従業者等による同意する旨のタッチパネルへのタッ
チ、ボタン等による入力等』とされています。
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従業員の出向に伴う共有データベースのマイナンバー移動

• 現在の事業ガイドラインにおいては、従業員等の出向に伴い、本人を介在
させることなく、共有データベース内で自動的にアクセス制限を解除する等
して出向元の会社のファイルから出向先の会社のファイルにマイナンバー
を移動させることは、提供制限違反とされていますが、改正ガイドライン案
では「本人の同意」があれば、出向者本人の意思に基づく操作なしに特定
個人情報を移動することが可能となります。
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提供可能な情報の範囲

• 具体的に提供可能な範囲の情報は「その個人番号関係事務を処理するために必要
な限度」とされています（マイナンバー法19条４号）。

• 改正事業者ガイドライン案によれば、『例えば、従業者等の氏名、住所、生年月日等
や前職の給与額等については、これらの社会保障、税分野に係る届出、提出等に
必要な情報であることが想定されるため、本号に基づく提供が認められる。一方、個
別の事案ごとに、具体的に判断されることになるが、前職の離職理由等の、当該届
出、提出等に必要な情報であるとは想定されない情報については、本号に基づく提
供は認められないと解される。』とされています。

• すなわち、社会保険の資格届や給与支払報告書等の提出に必要な「氏名、住所、生
年月日等」や「前職の給与額等」は、従業員本人の同意があれば転職先等に提供す
ることが認められます。

• これに対して「前職の離職理由」等の社会保険の資格届や給与支払報告書の届出・
提出等に必要な情報であるとは想定されない情報は、従業員本人の同意があっても
転職先等に提供することは認められません。
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本人確認の要否

• 改正事業者ガイドライン案によれば、本人の同意に基づき、出向・転籍先・再就職先
の使用者に特定個人情報を移転させる場合には、マイナンバー法に基づく本人確認
は不要とされています。


