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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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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。



6

改正の背景
１．平成 27 年改正法による改正前の法23条

➡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たが、第三者が国内にあるのか、外国にあるのかの区別
なし。

２．平成27年改正法による法24条の「外国にある第三者への提供の制限」の規定の創設
（背景）
• 経済・社会活動のグローバル化及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たこと、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による十分制の認定を取得する等）

３．平成27年改正法後の状況の変化
• 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の変化。
• 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行われてきたが、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る。
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。

４．令和２年改正法の背景
• 個人情報の越境移転の機会が広がる中で、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る。例えば、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、我が国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
がある。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おそれがある。

• このようなリスクの変化に対応する観点から、令和２年改正法では、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った。
①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、移転先国の名称や個人情報の保護に
関する制度の有無を含む移転先事業者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実を求めることにな
る。

②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にあっては、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る。



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。



8

外国にある第三者の同意が不要な場合

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・地域（現在、EU加盟国・英国が指定）にある場合
（令和２年改正法による取扱いに変更なし）

２．当該第三者が、個人データの取扱いについて法第４章第１節の規定により個人情報取扱事業者が
講ずべきこととされている措置に相当する措置（「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（令和２年改正法
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
る。）

※上記１．２の場合は、これだけで個人データの第三者提供が認められるわけではなく、法23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る。
①本人の同意に基づき提供する方法（法23 条1 項柱書）
②法23 条1 項各号（下記３参照）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（法23 条2 項）
④委託、事業承継又は共同利用に伴って提供する方法（法23条5項各号）

３．次の①から④までのいずれかに該当する場合（法23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）
②人（法人を含む。）の生命、身体又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公衆衛生の向上又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上で、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）
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外国にある第三者への提供において原則として認められない個人データの提供方法

外国にある第三者への個人データの提供においては、以下の日本国内の第
三者への提供方法として認められている方法は、原則として認められない。

１．（外国にある第三者への提供か明確ではない単なる）本人の事前の同意
（法23条１項）

２．オプトアウトの方法を利用する場合（法23条２項～４項）

３．個人情報保護法23条５項各号に該当する場合（法23条５項各号）
①個人データの取扱いの全部又は一部の委託（１号）
②合併等の事業の承継に伴って個人データが提供される場合（２号）
③個人データを特定の者との間で一定の条件の下共同して利用する場合（３
号）
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個人情報保護委員会規則で定めることになる事項

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

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

に関する情報
③ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

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

２．提供方法（改正規則11条の３第１項）
• 電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法



12

当該外国の名称（規則11条の２第２項１号・外国第三者提供ガイドライン編5-2）

「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ない。

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、例えば、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（例：カ
リフォルニア州の消費者プライバシー法（CCPA））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上で、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。
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「適切かつ合理的な方法」（規則11条の３第２項２号・外国第三者提供ガイドライン編5-2）

「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」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ら
ない。

【適切かつ合理的な方法に該当する事例】
事例 1）提供先の外国にある第三者に対して照会する方法
事例 2）我が国又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
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「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」
（規則11条の３第２項２号・外国第三者提供ガイドライン編5-2）①

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法（個人情報の保護に関する法律）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らず、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る。
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ない。

（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すものであることから、
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らない。

• 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ないが、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。

（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る。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
れない。

• 当該指標となり得る情報の提供を行う場合、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。

【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
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「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」
（規則11条の３第２項２号・外国第三者提供ガイドライン編5-2）②

（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又は本人の権利の不存在
OECD プライバシーガイドラインは、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）、⑦個人参加の原則（Individual 

Participation Principle）、⑧責任の原則（Accountability Principle）の8原則を、基本原則として
定めている。
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又は本人の権利が存在しない場合には、当該事業者の
義務又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ことから、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。
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及び本人の権利が全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又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。

➡中国は現在、OECD原則やGDPRを意識した個人情報保護法案を審議中であるがこれをどう評価するか？
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「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」
（規則11条の３第２項２号・外国第三者提供ガイドライン編5-2）③

（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、当該外国への
個人データの越境移転に伴い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らない。

【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）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」及び「公民」の
国家情報活動への協力義務が該当しないかこれに該当しないか問題となり得ます。
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」及び
「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問題となります。
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「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」
（規則11条の３第２項３号・外国第三者提供ガイドライン編5-2）

• 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、
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法（個人情
報の保護に関する法律）により個人データの取扱いについて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ら
ない。
（具体例）
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、
当該講じていない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
ければならない。

• 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
置を全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る。

【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
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「提供する当該外国の名称を特定できない場合」
（規則11条の３第２項３号・外国第三者提供ガイドライン編5-3-1）①

• 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、「①当該外国の名称」が特定できない場合には、「①当該外国の名称」及び「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」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

• 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。

【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、被験者への説

明及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を移転する外国を特定できない場合
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「提供する当該外国の名称を特定できない場合」
（規則11条の３第２項３号・外国第三者提供ガイドライン編5-3-1）②

１．特定できない旨及びその理由（規則11条の3第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及びその理由を情報提供しなければなら
ない。

• 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。

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（規則11条の３
第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、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らない。

• 「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るが、例
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
該当する。

【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



20

「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11条の３第２項３号・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、法24 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には、当該情
報に代えて、当該情報を提供できない旨及びその理由について情報提供しなければならな
い。

• 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。

• 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。

【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、被験者への説明及

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
個人データの提供先を特定できない場合
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基準適合体制（法24条１項、３項）－総論

• 当該第三者が、「個人データの取扱いについて法第４章第１節の規定（法15条から
35条まで）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」（法24条１項）には、法
24条の規律ではなく、法23条の規律が適用されることになる。

• 当該第三者は、法24条１項における「第三者」に該当しない。したがって、これらの
場合には、法24条【28条】1項の適用がないため、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」を得る必要はない。ただし、当該第三者への個人デー
タの提供に当たっては、法23条の規定による次の①から④のいずれかの方法によ
る必要がある。
①本人の同意に基づき提供する方法（法23 条項柱書）
②法23 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（法23 条２項）
④委託、事業承継又は共同利用に伴って提供する方法（法23条５項各号）

• 令和２年改正法により、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くなる（法24条３項）。
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基準適合体制（法24条１項、規則11条の２）

• 法24条１項の「個人データの取扱いについて法第４章第１節の規定により個人情
報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（「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」
としては、以下の２つの基準が定められている（規則11条の２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、法
第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。（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２年改正法による変更はないが、上記①の「法第
４章第１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る。

• 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る。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
該当する。（外国第三者提供編ガイドライン4-3）
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「適切かつ合理的な方法」（法24条１項、規則11条の２第１号、外国第三者提供編4－1）

• 「適切かつ合理的な方法」は、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
担保することができる方法である必要がある。

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
提供元及び提供先間の契約、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
提供元及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

• 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（※）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。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」の一つであると
解される。

（※）「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。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）を登録する。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。
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「法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置」（規則11条の２第１号、外国第三者ガイドライン編4-2）

• 法24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」に該当するものとして規則11条の２第１号に「法第４章第１節の規定の趣旨に沿っ
た措置」と規定されている。

• 「法第４章第１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する。

• 具体的には、「法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置」として 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
ア参照）に記述する方法によって担保されていなければならない。

• 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
に記述する全ての事項を規定しなければならないものではなく、「法第４章第１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
足りる。

• 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、及び【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挙げ、外国にあ
る第三者又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を示
されている。
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「法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置」に関する規定

（該当する規定）
第15条 利用目的の特定
第16条 利用目的による制限
第16条の２ 不適正な利用の禁止
第17条 適正な取得（除く要配慮個人情報の取得の規律（２項））
第18条 取得に際しての利用目的の通知等
第19条 データ内容の正確性の確保等
第20条 安全管理措置
第21条 従業者の監督
第22条 委託先の監督
第22条の２ 漏えい等の報告等
第23条 第三者提供の制限（除くオプトアウト手続（２項、３項）
第24条 外国にある第三者への提供の制限
第27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）
第28条 開示（除く第三者提供記録の開示関連手続）
第29条 訂正等
第30条 利用停止等
第31条 理由の説明（除く第三者提供記録の開示関連手続）
第32条 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）
第33条 手数料（除く第三者提供記録の開示関連手続）
第35条 個人情報取扱事業者による苦情の処理

※以下の規定は適用されない。
• 要配慮個人情報の取得に関する規律（法17条２項）
• オプトアウトによる個人データの第三者提供（法23条２項及び３項）
• 第三者提供時の確認・記録義務（法25条及び第 26 条）
• 個人関連情報の第三者提供に関する規律（法26条の２）
• 第三者提供記録の開示（法28条５項）及びそれに関連するその他の手続等（法27条及び31条から33条までのうち、第三者提
供記録の開示に関連する手続等）
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基準適合体制の継続的な実施（法24条３項）－総論（外国第三者ガイドライン編６）

• 個人情報取扱事業者は、規則11条の２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（個人データの取扱いについて法第4 章
第1 節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当
する措置をいう。）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（法24条３項）。

• 法24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、その後も当該第
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。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、法24 条３項に基づく措置等を講ずる必要があ
る。

• ただし、上記の制度趣旨に鑑み、例えば、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、法24 条３項に基づく措置
等は求められない。

• 法24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る
（令和２年改正法附則４条２項）。
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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・本人への情
報の提供（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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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（規則11条の４第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、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・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らない。
• 「定期的に確認」とは、年に１回程度又はそれ以上の頻度で確認することをいう。
• 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
認する必要があるが、例えば、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又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る。

• 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ない。

【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及び内容は、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るが、例えば、当該第三者に対して照会する方法や、我が国又は外国の
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る。

【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」及び「公民」の国家情報活動への協力義務が該当しな
いかこれに該当しないか問題となり得る。

• 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」及び「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問題となる。
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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。（規則11条の４第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、当該支障の解消又は改善のために必要かつ適切な措置を講じなければ
ならない。

【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

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らない。

【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
要請したにもかかわらず、当該提供先が合理的な期間内にこれを是正しない場合

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
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本人の求め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に関する情報提供
（規則11条の４第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らない。
（１）情報提供の方法（規則11条の４第２項、外国第三者提供編6-2-1）
本人に対する情報提供は、規則11条の４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。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。
【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

（２）提供すべき情報（規則11条の４第３項、外国第三者提供編6-2-2）
個人情報取扱事業者は、法24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
提供しなければならない。
①当該第三者による法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規則11条の４第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。）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の支障に関して規則11条の４第１項第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（法26 条の2第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。）

※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。
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
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提供すべき情報（規則11条の４第３項各号）①

①「当該第三者による法第 24 条第 1 項に規定する体制の整備の方法」（規則11条の４第３項１号）
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て情報提供し
なければならない。
【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】
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」（規則11条の４第３項２号）
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
ればならない。
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、
法第4 章第1 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分かるような情報を提
供する必要がある。
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ない。

【相当措置の概要についての情報提供に該当する事例】
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）「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及び本人
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と
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提供すべき情報（規則11条の４第３項各号）②

③「規則11条の４第１項第１号の規定による確認の頻度及び方法」（規則11条の４第３項３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制度の有無及びその内容の確認に関して、その方法及び頻度
について情報提供しなければならない。

• 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及び頻度と、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及びその内容の確認の方法及び頻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る。

【確認の方法及び頻度についての情報提供に該当する事例】
(i) 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及び頻度
「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

(ii)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及び頻
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」（規則11条の４第３項４号）
• 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又は地域）の名称について情

報提供しなければならない。必ずしも正式名称を求めるものではないが、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る。

• 「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ない。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、例えば、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上で、当該制度についても情報提供を行うこと
が望ましい。
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提供すべき情報（規則11条の４第３項各号）③

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」（規則11条の４第３項５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
ればならない。

【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

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」及び「公
民」の国家情報活動への協力義務が該当しないかこれに該当しないか問題となる。

• 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」及
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問題となる。
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提供すべき情報（規則11条の４第３項各号）④

⑦「上記⑥の支障に関して規則11条の４第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11条の４第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らない。

【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】
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 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、個人データの提供を停止した」旨の情報提供を行うこと
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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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情報提供しない旨の決定を行った際の通知等
（規則11条の４第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、法24条３項の規定による本人の求めに係る情報の全部
又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らない（規則11条の４第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らない（同条５項）。
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個人情報取扱規程における規程例

（外国にある第三者への提供の制限）
第〇条 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
ている場合はであって、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」及び、「法第４章第１節の規定の趣旨に
沿った相当措置」、「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、
別紙〇に規定するところに従う。

（※）個人データの国内第三者提供の制限の規定
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プライバシーポリシーへの記載の追加の例

〇外国における個人情報の取扱いの委託先
当社は、お客様の氏名・住所・生年月日・会員ＩＤ・パスワード・クレジットカード情報・決済情報などのプライバシー性の高い個人情報は
日本の法令に基づき当社のデータガバナンス基準に基づき適切に扱っています。
ただし、当社のサービスの一部の開発を、【Ａ国】内所在する当社の100％子会社である【ABC Company】（以下「Ａ国委託先」といいま
す。）に委託しており、開発のモニタリングに必要な範囲内に限り、国内サーバ内のお客様の個人情報にアクセスすることを認めています。
なお、Ａ国委託先に個人情報の取扱いを委託するにあたって当社が講じている措置は以下のとおりです。
（１）Ａ国委託先への個人情報の提供の方法
当社とＡ国委託先との間で委託契約を締結して個人情報を提供しています。
（２）Ａ国委託先が実施している措置

委託契約において、Ａ国委託先は、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ます。
（３）Ａ国における個人情報保護に関する制度
Ａ国には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存在していません。
Ａ国には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存在していません。
（４）確認の頻度及び方法

当社は、上記（２）のＡ国委託先が実施している措置に関して、【１年】に１回、Ａ国委託先から書面による報告を受ける形で確認いたしま
す。
当社は、上記（３）のＡ国における個人情報保護に関する制度に関して、【１年】に１回、Ａ国法弁護士に照会する方法により確認いたし
ます。
（５）個人情報の提供の停止

当社は、Ａ国委託先が上記（２）の措置を含む委託契約に反する個人情報の取扱いをしている場合であって、委託契約に基づき、速や
かに当該取扱いを是正するように要請しても、合理的期間内にこれが是正されず、相当措置の継続的な実施の確保が困難であると判断
する場合は、Ａ国委託先への個人情報の提供を停止いたします。
当社は、Ａ国の個人情報保護に関する制度に関して、上記（３）に抵触するような改正が行われたことを確認した場合には、Ａ国委託先
への個人情報の提供を停止します。

※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）。外国第三者提供編ガイドライン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。
➡LINE問題を踏まえると本人の求めがない場合でもプライバシーポリシー等で開示しておくのが妥当ではないか？
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GDPRの越境データ移転

１ 十分性の決定（規則45条）
EU域外の第三国への個人データの移転は、原則として、欧州委員会から
十分性の決定を得なければならない。

２ 適切な安全管理措置（規則46条）
十分性の決定（上記１）を得ていない場合は以下のいずれかの適切な安全
管理措置を講じている場合には、EU域外への第三国への個人データの移
転が認められる。
①拘束的企業準則（binding corporate rules）
②標準データ保護約款（standard data protection clauses）
③行動準則（codes of conduct）
④認証（certification）

３ 特別な状況における特例（規則49条）
十分性の決定（上記１）を得ておらず、適切な安全管理措置（上記２）を講じ
ていない場合には、以下の特別の状況にある場合には、EU域外の第三国
への個人データの移転が認められる。
①リスクについて情報提供を受けた後の明示的な同意
②契約の履行のため必要な場合
③重要な公共の利益のため
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GDPRにおける越境データ移転

第三国が十分なレベルの保護措置
（adequate level of protection）を確保しているか

Yes

第三者への個人データの
移転が可能

スイス、カナダ、アルゼンチン、
ガンジー島、マン島、ジャージ
島、フェロー諸島、アンドラ、イ
スラエル、ウルグアイ、ニュー
ジーランド、日本（12の国・地
域）

EU域外の第三国への個人データの移転が問
題とされ、同一法人格か否かを問わない。

No

適切な安全管理措置

Yes No

データ主体の
明示的同意

契約の履行
のため必要

重要な公共
の利益

標準データ保
護約款の採用

拘束的企業準
則（BCR）の採用

行動準則 認証
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GDPR上の標準データ保護約款（標準契約条項）に関する規定

 GDPRの前身であるEUデータ保護指令（EU加盟国法で立法必要）においては、加
盟国の監督機関への通知・事前承認が必要となる国があるが、GDPRの下ではか
かる手続は不要。

 標準データ保護約款は、グループ間の情報移転に限らない（拘束的企業準則と異
なる）。

 EUデータ保護指令下においては、以下のSCC（標準契約条項）が認められている。
• 管理者➡管理者（Controller to Controller）
✓ Set I (2001)
✓ Set II (2004)：移転先の企業の義務が明確化されている。
• 管理者➡処理者（Controller to Processor）（2010）

 2018年５月25日の、GDPRの施行後も標準データ保護約款案は公表されてこな
かった。

 既に締結されている標準契約条項に関しては、欧州委員会または監督当局により、
修正・交換・廃止されるまでは有効とされている（46条５項）
⇒GDPRの適用（2018年５月25日）前に現時点のSCCに基づき締結しているものも
有効。
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新しい標準契約条項（SCC)の公布

 欧州委員会（European Commission)が2020年11月20日に公表したGDPR（EU一般
データ保護規則）に基づく新たな標準契約条項（Standard Contractual Clauses)の
ドラフトを公表。
Data protection - standard contractual clauses for transferring personal data to 
non-EU countries (implementing act)

 欧州委員会は2021年６月４日にGDPRに基づく新たな標準契約条項を正式に公布。
https://eur-
lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Data-protection-standard-contractual-clauses-for-transferring-personal-data-to-non-EU-countries-implementing-act-_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en
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新しい標準契約条項（SCC)の施行期日・経過規定

 新たなSCCは2021年６月27日に官報公布により施行予定。

 管理者➡管理者（Controller to Controller)のSet IのSCC（ Decision 
2001/497/EC ）は2021年９月27日に廃止される。
➡移転先の企業の義務が明確化されているSet II（2004）のSCC（Decision

2004/915/EC）が廃止されるとは規定されていない。

 管理者➡処理者（Controller to Controller)のSCC(Decision 2010/87/EU）は2021
年９月27日に廃止される。

 ただし、上記の各SCCに基づいて2021年9月27日より前に締結された契約は、契
約の対象となる処理活動が変更されず、当該SCCに依拠することにより、個人
データの移転が適切な保護措置の対象となることが保証されている場合には、
2022年12月27日までGDPR46条（1）に基づく適切な保護措置を提供しているとみ
なされる。
➡既にSCCを締結している場合には、2022年12月27日までに新しいSCCの締結・
変更契約が必要となる。

➡移転先の企業の義務が明確化されているSet II（2004）のSCC（Decision 
2004/915/EC）はそのまま使える？
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本条項の遵守に影響を与える現地法（第14条）

SECTION III

Local laws AND Obligation In CAS OF ACESS BY PUBLIC AUTHORITIES

第３章
現地法及び公的機関が開示請求してきた場合の義務

Clause 14

Local laws affecting compliance with the Clauses

第14条
本条項の遵守に影響を与える現地法

MODULE ONE: Transfer controller to controller

MODULE TWO: Transfer controller to processor

MODULE THREE: Transfer processor to processor

MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor 

combines the personal data received from the third country-controller with 

personal data collected by the processor in the EU))

構成要素１: 管理者から管理者への移転
構成要素２： 管理者から処理者への移転
構成要素３： 処理者から処理者への移転
構成要素４： 処理者から管理者への移転 （EU域内の処理者が、第三国の管理者
から受領した個人データを自らが収集した個人データと突合する場合に限る。）
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本条項の遵守に影響を与える現地法（第14条）

(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws in the 

third country of destination applicable to the processing of the personal data 

by the data importer, including any requirements to disclose personal data or 

measures authorising access by public authorities, prevent the data importer 

from fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the 

understanding that laws that respect the essence of the fundamental rights 

and freedoms and do not exceed what is necessary and proportionate in a 

democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) 

GDPR, are not in contradiction with the Clauses. 

(a) 当事者は、データ輸入者による個人データの取扱いに適用される第三国の法律が、

個人データの開示要件または公的機関による開示請求を許可する措置を含め、
データ輸入者が本条項に基づく義務を履行することを妨げることを信じる理由がな
いことを保証する。これは、基本的権利および自由の本質的部分を尊重し、
GDPR第23条第１項に列挙されている目的を保護するために民主主義社会で必

要かつ比例的な範囲を超えない法律と本条項が矛盾しないとの考え方に基づくも
のである。
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本条項の遵守に影響を与える現地法（第14条）

(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in 

particular of the following elements: the specific circumstances of the transfer, including the length of 

the processing chain, the number of actors involved and the transmission channels used; intended 

onward transfers; the type of recipient; the purpose of processing; the categories and format of the 

transferred personal data; the economic sector in which the transfer occurs; the storage location of 

the data transferred;

(i) the specific circumstances of the transfer, including the the length of the processing chain, the 

number of actors involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type 

of recipient; the purpose of processing; the categories and format of the transferred personal data; 

the economic sector in which the transfer occurs; the storage location of the data transferred;

(ii) the laws and practices of the third country of destination - including those requiring to disclose data 

to public authorities or authorising access by such authorities – relevant in light of the specific 

circumstances of the transfer, and the applicable limitations and safeguards; 

(iii) any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the 

safeguards under these Clauses, including measures applied during transmission and to the 

processing of the personal data in the country of destination. 

（b）当事者は、(a)項の保証を提供する際に、特に以下の要素を十分に考慮していることを誓約する。処理の連
鎖の長さ、関与する登場人物の数、使用される移転経路など、移転の特定の状況、意図された転送;受領者
の種類、処理の目的、転送された個人データの種類及び形式。移転が発生する経済分野、移転されたデー
タの保存場所。
(i) 取扱いの連鎖の数、関係者の数、および使用される移転のチャンネル、意図的な転送、受領者の種類、
処理の目的、移転された個人データの種類及び形式、移転が発生する経済分野、移転されたデータの保
存場所。

（ii）データを公的機関に開示すること、または公的機関によるアクセスを許可することを請求するものを含む、
特定の移転の状況並びに適用される制限及び保護措置の観点で関連する移転先の第三国の法律及び
実務。

（iii）移転中および移転先の国の個人データの取扱いに適用される技術的および組織的措置を含む、本条項
に基づく保護措置を補足するために実施された関連する契約上、技術的又は組織的保護措置。
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本条項の遵守に影響を与える現地法（第14条）

(c) The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it 

has made best efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees 

that it will continue to cooperate with the data exporter in ensuring compliance with 

these Clauses. 

（c）データ輸入者は、（b）項に基づく評価を実施するにあたり、データ輸出者に関連情報を提供

するために最善を尽くすこと、および、本条項の遵守を確保するためにデータ輸出者と引き続
き協力することに同意することを保証する。

(d) The parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it 

available to the competent supervisory authority on request. 

（d）当事者は、（b）項に基づいて評価を文書化し、所管の監督機関の請求がある場合には当該
監督機関が利用できるようにすることに同意する。

(e) The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to 

these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to believe that it is or 

has become subject to laws or practices not in line with the requirements under 

paragraph (a), including following a change of the laws in the third country or a measure 

(such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is 

not in line with the requirements under paragraph (a). [For Module Three: The data 

exporter shall forward the notification to the controller.]

（e）データ輸入者は、本条項を締結した後、契約期間中、第三国の法律及び実務の変更または
(a）項の要件に適合しない当該法律の実際の適用による措置（開示請求など）に従うことなど、
(a)項の要件に準拠していない法律の対象である、または対象となったと考える場合、データ
輸出者に直ちに通知することに合意する。[構成要素３においては、データ輸出者はかかる通
知を管理者に転送するものとする。]
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本条項の遵守に影響を与える現地法（第14条）

(f) Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason 

to believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under the Clauses, the data 

exporter shall promptly identify appropriate measures (e.g. technical or organisational

measures to ensure security and confidentiality) to be adopted by the data exporter and / or 

data importer to address the situation [for Module Three:, if appropriate in consultation with the 

controller].  The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no appropriate 

safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by [for Module Three: the 

controller or] the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall 

be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data 

under these Clauses. If the contract involves more than two Parties, the data exporter may 

exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties 

have agreed otherwise. When the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16 (d) 

and (e) shall apply.

(f)  (e)項に基づく通知があった場合、または、データ輸出者が、データ輸入者が本条項に基づく義務を
履行できなくなったと信じる理由がある場合、データ輸出者は、[構成要素３の場合には管理者と協議
をして、］状況に対処するためにデータ輸出者および/またはデータ輸入者が採用する適切な措置（た
とえば、セキュリティと機密性を確保するための技術的または組織的措置など）を迅速に特定するも
のとする。データ輸出者は、個人データの移転に関して適切な保護措置が確保できないと判断した場
合、または[構成要素３の場合：管理者または]所管の監督機関から指示された場合、個人データの移
転を一時停止するものとする。この場合、データ輸出者は、本条項に基づく個人データの処理に関す
る限り本契約を終了する権利を有するものとする。本契約に3以上の当事者が関与する場合、データ
輸出者は、当該当事者らが別段の合意をしない限り、関連する当事者に関してのみ、当該解除の権
利を行使することができる。本条項に従って契約が終了する場合、本条項第16条（d）号及び（e）号が
適用されるものとする。
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本条項の不遵守及び解除（第16条(b)）

(b) In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to 

comply with these Clauses, the data exporter shall suspend the transfer of 

personal data to the data importer until compliance is again ensured or the 

contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).

（b）データ輸入者が本条項に違反している場合、又は本条項を遵守できない場合、

データ輸出者は、法令遵守が再度確保されるか、契約が終了するまで、データ輸
入者への個人データの移転を一時停止するものとする。これは、第14条（f）を害す
るものではない。
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公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務（第15条）

Clause 15

Obligations of the data importer in case of access by public authorities

第15条
公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務

MODULE ONE: Transfer controller to controller

MODULE TWO: Transfer controller to processor

MODULE THREE: Transfer processor to processor

MODULE FOUR: Transfer processor to controller (where the EU processor 

combines the personal data received from the third country-controller with 

personal data collected by the processor in the EU)

構成要素１: 管理者から管理者への移転
構成要素２： 管理者から処理者への移転
構成要素３： 処理者から処理者への移転
構成要素４： 処理者から管理者への移転 （EU域内の処理者が、第三国の管理者
から受領した個人データを自らが収集した個人データと突合する場合）
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公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務（第15条）

15.1 Notification

(a) The data importer agrees to promptly notify the data exporter and, where possible, the 

data subject (if necessary with the help of the data exporter) if it: 

(i) receives a legally binding request by a public authority, including judicial authorities, 

under the laws of the country of destination for disclosure of personal data transferred 

pursuant to these Clauses; such notification shall include information about the personal 

data requested, the requesting authority, the legal basis for the request and the response 

provided; or

(ii) becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred 

pursuant to these Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such 

notification shall include all information available to the importer. [For Module Three: The 

data exporter shall forward the notification to the controller.] 

15.1 通知
(a) データ輸入者は、以下の各場合に、データ輸出者、および可能であればデータ主体（必要に
応じてデータ輸出者の支援を得て）に迅速に通知することに合意する。
(i)本条項に従って移転された個人データの開示について、移転先の国の法律に基づいて裁判所

を含む公的機関から法的拘束力のある請求を受け取った場合。この場合の通知には、当該公的
機関から請求された個人データ、請求した公的機関、請求の法的根拠、および公的機関に提供
した回答に関する情報が含まれるものとする。又は、
(ii) 本条項に従って移転された個人データに公的機関が直接アクセスしたことを認識した場合。こ
の場合の通知には、データ輸入者が入手できるすべての情報が含まれるものとする。 [構成要素
３の場合：データ輸出者は通知を管理者に転送する必要がある。]
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公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務（第15条）

(b) If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and / or the data 

subject under the laws of the country of the destination, the data importer agrees to 

use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition, with a view to communicate as 

much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to 

document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the 

data exporter. 

(b) データ輸入者がデータ輸出者および/またはデータ主体に通知することが個人データの移転

先の国の法律により禁止されている場合、データ輸入者は、可能な限り多くの情報を可能な
限り早く伝達する目的で、当該禁止の免除を得るために最善を尽くすことに合意する。データ
輸入者は、データ輸出者の請求に応じてそれらを実証するために、文書化することに最善を
尽くすことに合意する。

(c) Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer 

agrees to provide to the data exporter, at regular intervals for the duration of the 

contract, with as much relevant information as possible on the requests received (in 

particular, number of requests, type of data requested, requesting authority or 

authority/ies, whether requests have been challenged and the outcome of such 

challenges, etc.). [For Module Three: The data exporter shall forward the information 

to the controller.] 

(c) データ輸入者は、個人データの移転先の国の法律で許容される範囲内で、本契約期間中定
期的に、受領した要請に関する可能な限り多くの関連情報（特に請求の数、請求されたデー
タの種類、請求している公的機関、請求に対して争ったか、争った場合の結果等）をデータ輸
出者に提供することに合意する。[構成要素３の場合：データ輸出者は情報を管理者に転送
する必要がある。]
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公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務（第15条）

(d) The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs 

(a) to (c) for the duration of the contract and make it available to the 

competent supervisory authority upon request. 

(d) データ輸入者は、契約期間中、(a）項から（c）項までに従って情報を保存し、所管

の監督機関の請求に応じて、当該監督機関が利用できるようにすることに合意す
る。

(e) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data 

importer pursuant to Clause 14(e) and Clause 16 to inform the data exporter 

where it is unable to comply with these Clauses. 

(e) (a）項から（c）項までは、第14条(e)及び第16条に基づく、データ輸入者が本条項

を遵守できない場合に直ちにデータ輸出者に通知する旨の義務の有無にかかわ
らず適用される。
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公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務（第15条）

15.2 Review of legality and data minimisation

(a) The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in paticular

whether it remains within the powers granted to the requesting public authority, and to 

challenge the request if, after a careful assessment, it concludes that there are 

reasonable grounds under the laws of the country of destination, applicable obligations 

under international law and principles of international comity. The data importer shall, 

under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a request, 

the data importer shall seek interim measures with a view to suspend the effects of the 

request until the court has decided on its merits. It shall not disclose the personal data 

requested until required to do so under the applicable procedural rules. These 

requirements are without prejudice to the obligations of the data importer under Clause 

14(e).

15.2合法性とデータ最小化のレビュー
(a) データ輸入者は、国際法及び国際社会の原則に基づく適用義務に基づいて、開示請求の合

法性、特に当該開示の請求が請求している公的機関に付与された権限の範囲内にあるかど
うかを確認し、慎重な評価の結果、個人データの移転先の国の法律に基づいて異議を申し立
てる理由があると結論付けた場合には、開示請求に異議を申し立てるために利用可能なす
べての救済策を尽くすことに合意する。データ輸入者は、同じ条件の下で、訴えの提起の可
能性を検討する。データ輸入者は、開示の請求に異議を申し立てる場合、裁判所が本案を決
定するまで請求の効力を停止することを目的として、暫定措置を講じるものとする。開示請求
された個人データは、適用される手続に関するルールに基づいて請求されるまで開示しない
ものとする。これらの要件は、本章の第14条（e）に基づくデータ輸入者の義務にもかかわらず
適用される。[構成要素３においては、データ輸出者は管理者が評価を利用できるようにする
ものとする。]
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公的機関が開示請求をしてきた場合のデータ輸入者の義務（第15条）

(b) The data importer agrees to document its legal assessment and any 

challenge to the request for disclosure and, to the extent permissible under 

the laws of the country of destination, make it available to the data exporter. It 

shall also make it available to the competent supervisory authority upon 

request.  [For Module Three: The data exporter shall make the assessment 

available to the controller.]

（b） データ輸入者は、その法的評価および開示請求に対する異議申し立てを文書化

し、個人データの移転先の国の法律で許容される範囲内で、データ輸出者が利用
できるようにすることに合意する。また、所管の監督機関の要請に応じて、当該監
督機関が利用できるようにするものとする。

(c) The data importer agrees to provide the minimum amount of information 

permissible when responding to a request for disclosure, based on a 

reasonable interpretation of the request.

（c）データ輸入者は、開示請求の合理的な解釈に基づいて、開示請求に応答する際
に許容される最小限の情報を提供することに合意する。



中国サイバーセキュリティ法
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中国サイバーセキュリティ法

下記の立法・規定・通達等がいずれも2017年６月１日施行

• 中国サイバーセキュリティ法

• 最高人民法院、最高人民検察院の公民の個人情報を侵犯する刑
事事件の処理に関する法適用の若干問題に関する解釈

• ネット製品及びサービス安全審査弁法（試行）

• インターネットニュース情報サービス管理規定

• ネット重要設備とネット安全専用製品目録（第一次）
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「ネットワーク」

「ネットワーク」とは、コンピュータその他の情報端末および関連設備により構成さ
れる情報システムをいう（法76条）。

➡インターネット、移動通信ネットワーク、VPN 等が含まれる。

➡中国国内において「ネットワークを確立し、運営し、維持保護し、および使用す
る」（法２条）企業は、「ネットワーク運営者」（法76条）、「重要情報インフラ運営

者」、「ネットワーク製品およびサービス提供者」等に分けられ、「サイバーセ
キュリティー法」による規制を受けることになる。

➡「ネットワーク運営者」・「ネットワーク製品およびサービス提供者」に該当しな
い個人および組織も、「サイバーセキュリティ法」の規程を遵守し、ネットワーク
を適法に利用する必要がある（法27条、44条、46条、48条）。
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「ネットワーク運営者」「重要情報インフラ運営者」

「ネットワーク運営者」とは、ネットワークの所有者、管理者およびネットワークサー
ビス提供者をいう（法76条）。

➡ホームページ等を開設する一般企業も、ネットワーク運営者に該当する。

「重要情報インフラの運営者」とは、ネットワーク運営者のうち、そのネットワーク施
設または情報システムの機能が破壊され、もしくは失われ、またはそのデータが
漏えいすれば、国の安全、国の経済、人民の生活、公共の利益が著しく損なわれ
る可能性のあるような重要情報インフラを運営する者をいう。

➡「重要情報インフラ」には、ウェブサイト類（党政機関ウェブサイト、企業事業単
位ウェブサイト、ニュースウェブサイト等）、プラットフォーム類（インスタントメッ
セージ、オンラインショッピング、オンライン決済、検索エンジン、電子メール、
フォーラム、マップ、音声動画等のインターネットサービス・プラットフォーム等）、
生産業務類（オフィス・業務システム、工業制御システム、ビッグデータセン
ター、クラウドコンピューティング・プラットフォーム、テレビ中継システム等）が
含まれる。

➡これら分野のサプライヤーやパートナーも、この法律の適用対象になる可能性
があると指摘もある。
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「重要情報インフラ」の範囲（重要情報インフラ安全保護条例（意見募集稿））

安全面における要求 一旦機能が破壊され、若しくは失われ、又はデータが漏洩
すれば国の安全、国の経済、人民の生活、公共の利益を
著しく損なう可能性のあるもの

業種面における要求

政府機関並びにエネルギー、金融、交通、水利、衛生医療、
教育、社会保険、環境保護及び公共事業等の業種分野の
単位

電気通信ネットワーク、ラジオ· テレビネットワーク及びイン

ターネット等の情報ネットワーク並びにクラウドコンピュー
ティング、ビッグデータ、その他の大型公共情報ネットワー
クサービスを提供する単位

国防科学工業、大型装備、化学工業、食品薬品等の業種
分野の科学研究生産単位

ラジオ局、テレビ局、通信社等のニュース単位

その他の重点単位
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「ネットワーク製品およびサービス提供者」

「ネットワーク製品およびサービス提供者」は、ネットワークに関連する設備または
ソフト等を生産、販売する企業、クラウドコンピューティングサービス、データの処
理および保存サービス、インターネット通信サービス等を提供する事業者がネット
ワーク製品およびサービス提供者に該当する。
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義務違反行為

行為 是正命
令・警告

罰金 主管者への罰金 業務停止・許
認可取消

ネットワーク
運営者

・サイバーセキュリティー等級保護義務を履行しないとき。

・サイバーセキュリティー事件緊急対応プランを制定しない
とき。

〇 １～10万元 5,000～５万元

・実名公表しないとき。 〇 ５～10万元 〇

・違法にサイバーセキュリティー認証、検査等の活動を実
施したとき、またはシステムのバグ、インターネット攻撃等
のサイバーセキュリティー情報を対外的に公布しないとき。

〇
１～10万元 5,000～５万元 〇

・個人情報を侵害したとき。 〇 違法所得の１～
10倍※

１～10万元 〇

・ユーザー発信情報に対する管理を強化しなかったとき 〇 10～50万元 １～10万元 〇

・法執行協力義務を履行せず、またその履行を拒否したと
き

〇 ５～10万元 １～10万元 〇

重要情報イ
ンフラ運営者

・サイバーセキュリティ保護義務を履行しないとき。 〇 10～100万元

・データ現地化の要求に違反したとき。 〇 ５～50万元 １～10万元 〇

・国の安全審査規定に違反したとき。 〇 購入金額の１～
10倍

１～10万元

ネットワーク
製品・サービ
ス提供者

・製品・サービスの安全に関する義務に違反したとき 〇 ５～50万元 １～10万元

個人・組織 ・サイバーセキュリティに危害を及ぼす活動に従事したとき 〇 個人：５～50万
元（10～100万
元）
単位：10～100
万元

５～50万元（10～
100万元）
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中国サイバーセキュリティ法に基づく義務（ネットワーク運営上の安全保障）

義務 条文 ネットワーク運営者 重要インフラ運営者 ネットワーク製品・
サービス提供者

サイバーセキュリティ等保護を履行する義務 21条 〇 〇 〇

サイバーセキュリティ事件緊急対応プランを制
定する義務

25条 〇 〇 〇

購入するネットワーク製品・サービスが国の強
制的標準に適合している

22条 〇 〇 〇

インターネット実名制を実施する義務 24条 〇 〇 〇

ネットワーク製品・サービス購入の際の秘密保
持契約の締結義務

36条 〇

毎年少なくとも１回、ネットワークの安全リスク
について検査・評価を行う義務

38条 〇

安全管理責任者を設置する義務 34条 〇

重要システムおよびデータベースに対しディザ
スターリカバリー・バックアップを行う義務

34条 〇

ネットワーク製品・サービスの安全性を保障す
る義務

22条 〇
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中国サイバーセキュリティ法に基づく義務（ネットワーク上の情報の安全保障）

義務 条文 ネットワーク運営者 重要インフラ運営者 ネットワーク製品・
サービス提供者

個人情報および重要データを中国国内に保管
する義務

37条 △ 〇

個人情報および重要データの越境に制限を設
ける義務

37条 〇 〇

個人情報保護制度の確立義務 41条
42条

〇 〇 〇

ネットワーク情報の安全に関する苦情申立て・
通報制度の確立義務

49条 〇 〇 〇
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越境データ移転

• 「重要データ」とは、組織、機構、個人が中国国内で収集し、生成した、国家機
密にはかかわらないが、国の安全、経済成長および公共の利益に密接にかか
わるデータ（原始データと派生データを含む）をいう。「重要データ」については、
具体的な法令や標準に従って検討する必要があるが、いまだ法により明確化
されていないため、今後の立法動向に注目しておく必要がある。

• 「重要情報インフラ運営者」には、中国国内において収集・生成した個人情報お
よび重要データについて、中国国内において保管する必要があり、業務上の必
要から、越境する必要が確かにある場合には、安全評価を行わなければなら
ない義務が定められている。



中国国家情報法
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制定経緯等

 正式名称：中华人民共和国国家情报法

 全５章・32条：第 1 章：総則（第 1 条～第 9 条）、第 2 章：国家情報活動機構の職権（第 10 
条～第 19 条）、第 3 章：国家情報活動の保障（第 20 条～第 27 条）、第 4 章：法的責任（第
28 条～第 31 条）、第 5 章：附則（第 32 条）。

 全国人民代表大会常務委員会2017年6月27日制定、同日公布、2017年6月28日施行。全国
人民代表大会常務委員会2018年4月27日改正、同日公布、同日施行

 中華人民共和国の国家情報機関に関連する最初の法律。2014年4月に習近平政権は「総体

的国家安全観」という国家安全保障に係る基本方針を打ち出し、国家情報法は中央政府・中
国共産党が主導する法に基づいた統制強化（「依法治国」）に向けた取組の中で成立したも
の。2014年には反スパイ法が改正強化され、2015年には国家安全法及び反テロリズム法、
2016年にはサイバーセキュリティ法及び海外NGO国内活動管理法が成立したのもその一環。

 総体的国家安全観

国家の安全という概念を極めて幅広い分野に適用し、包括的かつ効果的な安全の実現を目
指すものであり、国家安全体系に含まれる安全として、①政治の安全、②国土の安全、③軍
事の安全、④経済の安全、⑤文化の安全、⑥社会の安全、⑦科学技術の安全、⑧情報の安
全、⑨生態系の安全、⑩資源の安全、⑪核の安全の 11 項目を掲げる。

 目的（第１条）

『国家情報活動を強化し、保障し、国家の安全及び利益を維持保護するため、憲法に基づき、
本法を制定する。』

 国家情報活動（第２条）

『国家情報活動は、総体的国家安全観を堅持し、国の重大な政策決定のために情報上の参
考を提供し、国家の安全を脅かすリスクの防止及び解消のために情報上の支援を提供し、国
の政権、主権、統一及び領土の完全性、人民の福祉、経済社会の持続可能な発展及び国の
その他の重大な利益を維持保護する。』
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国家情報活動の実施体制

国家情報活動は、「中央国家安全指導機構」、「中央軍事委員会」、「国家情報活動機構」、
「関連国家機関」により統一的に実施される。
①中央国家安全指導機構（➡中央国家安全委員会）（第３条第２項）
• 国家情報活動について統一指導を実行し、国家情報活動の方針政策を制定し、国家情
報活動全体の発展を計画し、国家情報活動の調整の仕組みを確立し、整備し、各分野
の国家情報活動を統一運営し、調整し、国家情報活動における重大事項を検討し、決
定する。

②中央軍事委員会（第３条第３項）
• （人民解放軍の）軍事情報活動を統一的に指導する。
③国家情報活動機構（第５条第１項）
• 「国家安全機関」（➡中国共産党中央国家安全委員会）、「公安機関の情報機構」（➡国
家安全部・公安部）、「軍隊の情報機構」（➡人民解放軍の情報機関）の総称（第５条）

• 「国家情報活動機構」は、職責に従い分担し、相互に協力し、情報活動を適切に行い、
情報行動を展開する。

④各関連国家機関（第５条第２項）
• 各自の職能及び任務に基づき分担し、国家情報活動機構と密接に協力しなければなら
ない。
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国家情報活動機構（その職員）の義務・職権等①

１．忠実義務（第６条）
• 国家情報活動機構及びその職員は、国及び人民に忠実であり、憲法及び法律を遵守し、職
務に忠実であり、規律が厳正であり、清廉潔白であり、私心なく奉仕し、国家の安全及び利益
を断固として維持保護しなければならない。

２．情報活動の展開（第10条）
• 国家情報活動機構は、活動の需要に基づき、必要な方法、手段及び経路を法に従い使用し、
国内外において情報活動を展開する。

３．情報の収集（第11条）
• 国家情報活動機構は、国外の機構、組織、個人が実施し、もしくは他人に指図し、経済的に
援助して実施させ、又は国内外の機構、組織、個人が結託して実施する、中華人民共和国の
国家の安全及び利益を脅かす行為の関連情報を法に従い収集し、処理し、上記行為の防止、
制止及び懲罰のために情報上の根拠又は参考を提供しなければならない。

４．委託（第12条）
• 国家情報活動機構は、国の関連規定に従い、関連する個人及び組織と合作関係を確立し、
関連活動の展開を委託することができる。

５．対外交流（第13条）
• 国家情報活動機構は、国の関連規定に従い、対外交流及び合作を展開することができる。
６．支援要求（第14条）
• 国家情報活動機構は、情報活動を法に従い展開するにあたり、関連機関、組織及び公民に
対し、必要な支援、協力をするよう要求することができる。

７．技術的捜査措置（第15条）
• 国家情報活動機構は、活動の需要に基づき、国の関連規定に従い、厳格な承認手続を経た
上で、技術的捜査措置及び身分保護措置を講じることができる。
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国家情報活動機構（その職員）の義務・職権等②

８．立入検査（第16条）
• 国家情報活動機構の職員は、任務を法に従い執行する際、国の関連規定に従い、承認を経
た上で、相応の証明書を提示して、立入が制限される関連区域、場所に立ち入ることができ、
関連機関、組織及び個人に関連状況を尋ね、質問することができ、関連する記録、資料、物
品を閲覧し、又は調査収集することができる。

９．緊急任務の執行（第17条）
• 国家情報活動機構の職員は、緊急任務を執行するために必要であるときは、相応の証明書
を提示して、通行の便宜を受けることができる。

• 国家情報活動機構の職員は、活動の需要に基づき、国の関連規定に従い、関連機関、組織
及び個人の交通手段、通信手段、用地及び建築物を優先使用し、又は法に従い公用使用す
ることができ、必要な場合には、関連する活動場所及び設備、施設を設置することができ、任
務完了後は、遅滞なく返還し、又は原状回復し、かつ規定に従い相応の費用を支払わなけれ
ばならない。損失をもたらしたときは、補償しなければならない。

10．検査免除等の要請（第18条）

• 国家情報活動機構は、活動の需要に基づき、国の関連規定に従い、税関、出入国検査等の
機関に対し、検査免除等の便宜を提供するよう要請することができる。

11．職権濫用の防止（第19条）

• 国家情報活動機構及びその職員は、厳格に法に従い処理しなければならず、職権超越、職
権濫用をしてはならず、公民及び組織の合法的権益を侵害してはならず、職務上の便宜を利
用して自ら又は他者のために私利を図ってはならず、国家秘密、営業秘密及び個人情報を漏
洩してはならない。



72

国家情報活動機構の体制の保障・職権濫用の防止

１．法律による保護（第20条）
• 国家情報活動機構及びその職員は、情報活動を法に従い展開するにあたり、法律による保護を受ける。
２．特別の管理と保障（第21条）
• 国は、国家情報活動機構の建設を強化し、その機構の設置、人員、編成、経費、資産について特別な管理を

実行し、特別な保障を与える。
• 国は、情報活動の需要に適応する人員の採用、選抜派遣、考査、研修、待遇、離脱等の管理制度を確立する。
３．情報活動能力の向上（第22条）
• 情報活動の需要に適応し、情報活動展開能力を高めなければならない。
• 科学技術的手段を運用して、情報の識別、選別、総合及び検討判断分析水準を高めなければならない。
４．本人の安全保障（第23条）
• 国家情報活動機構の職員が任務を執行することにより、又は国家情報活動機構と合作関係を確立した人員が

国家情報活動に協力することにより、その本人又は近親者の人身の安全が脅威にさらされるときは、国の関連
部門は、必要な措置を講じて、保護、救済をしなければならない。

５．安全審査（第26条）
• 厳格な監督及び安全審査制度を確立し、整備し、その職員の法律及び規律の遵守等の状況について監督を

行い、かつ法に従い必要な措置を講じて、定期的又は不定期に安全審査を行わなければならない。
６．告発・告訴（第27条）
• いかなる個人及び組織も、国家情報活動機構及びその職員による職権超越、職権濫用及びその他の法律規

則違反行為につき、告発し、告訴する権利を有する。告発、告訴を受理した関連機関は、遅滞なく取り締まり、
取締結果を告発者、告訴人に告知しなければならない。

• 国家情報活動機構及びその職員を法に従い告発し、告訴した個人及び組織に対して、いかなる個人及び組織
も、抑圧及び報復をしてはならない。

• 国家情報活動機構は、個人及び組織による告発、告訴、状況報告のために便利な経路を提供し、かつ告発者、
告訴人のために秘密を守らなければならない。

７．職権濫用（第31条）
• 国家情報活動機構及びその職員に、職権を超越し、職権を濫用し、公民及び組織の合法的権益を侵害し、職

務上の便宜を利用して自ら又は他者のために私利を図り、国家秘密、営業秘密及び個人情報を漏洩する等の
法律法規違反行為があった場合、法に従い処分を与える。犯罪を構成するときは、法に従い刑事責任を追及
する。
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組織・人民の義務・保障

１．国家情報活動の支援（第７条）
• いかなる組織及び公民も、国家情報活動を法に従い支援し、それに協力し、それが知った国家情報活動の

秘密を守らなければならない。
• 国は、国家情報活動を支援し、それに協力する個人及び組織に対し、保護を与える。
２．人権の尊重（第８条）
• 国家情報活動は、法に従い行い、人権を尊重し、保障し、個人及び組織の合法的権益を維持保護しなけれ

ばならない。
３．表彰（第９条）
• 国は、国家情報活動の中で重大な貢献をした個人及び組織に対し、表彰を行い、報奨を与える。
４．本人の安全の保護（第23条）
• 国家情報活動機構の職員が任務を執行することにより、又は国家情報活動機構と合作関係を確立した人

員が国家情報活動に協力することにより、その本人又は近親者の人身の安全が脅威にさらされるときは、
国の関連部門は、必要な措置を講じて、保護、救済をしなければならない。

５．貢献者の処遇（第24条）
• 国家情報活動のために貢献し、かつ処遇を必要とする人員については、国は、適切な処遇をする。
• 公安、民政、財政、衛生、教育、人材資源社会保障、退役軍人事務、医療保障等の関連部門及び国有企

業事業単位は、国家情報活動機構に協力して処遇活動を適切に行わなければならない。
６．支援者の救済（第25条）
• 国家情報活動を展開し、又は国家情報活動を支援し、それに協力したことにより障害が残り、又は犠牲に

なり、死亡した人員については、国の関連規定に従い相応の救済優遇を与える。
• 個人及び組織が国家情報活動を支援し、それに協力したことにより財産の損失を被った場合、国の関連規

定に従い補償を与える。
７．妨害（第28条）
• 本法の定めに違反して、国家情報活動機構及びその職員が法に従い情報活動を展開するのを妨害した場

合、国家情報活動機構が関連単位に対し、処分を行うよう提案し、又は国家安全機関、公安機関が警告も
しくは15日以下の拘留に処する。犯罪を構成するときは、法に従い刑事責任を追及する。
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国家情報活動の支援（第７条）の適用範囲

第７条（国家情報活動の支援）
１ いかなる組織及び公民も、国家情報活動を法に従い支援し、それに協力し、それが知った国家情報活動の
秘密を守らなければならない。
２ 国は、国家情報活動を支援し、それに協力する個人及び組織に対し、保護を与える。

１．組織
• 中国国内の組織（中国法に基づき設立された法人）に適用（たとえば、日本企業の現地法人であっても適

用対象）
• 中国法人の海外子会社にも適用されるとの見解あり。
• 中国法人がマイノリティ出資をする海外法人には適用されないのではないかと思われる。
• 中国法人が海外法人から業務委託を受けている場合には当該中国法人には適用されるものと考えられる。

２．個人
• 中国では「国民」、「国籍者」の意味で憲法上、「公民」という用語が使われている。
• 海外にいる中華人民共和国の国籍者も含まれる。
• 中国法人または中国法人の海外子会社に所属する中国国籍以外の者には適用されないものと思われる。

ただし、所属する中国法人または中国法人の海外子会社から業務命令を受けた場合はどうするか？

３．第８条との関係
• 中国政府は、国家情報法第８条で「国家情報活動は、法に従い行い、人権を尊重し、保障し、個人及び組

織の合法的権益を維持保護しなければならない。」と規定されていることから、Huaweiなどの中国系企業に
対してバックドアによる情報収集を要請することはないと主張。

• 米国・英国の学者・弁護士などの論稿では本規定はほぼ無視されている。
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中国政府・Haweiの見解

「人民網日本語版」2019年2月20日（http://j.people.com.cn/n3/2019/0220/c94474-9548118.html）
耿報道官の回答の抜粋
中国「国家情報法」の第7条は確かに「いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動を支持し、これに
協力し、知り得た国家情報活動の秘密を守らなければならない」と定めている。だが続く第8条で「国家情報活
動は法に基づき行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権益を守らなければならない」と明確に
定めてもいる。中国の他の法律にもデータセキュリティーやプライバシー権を含む国民及び組織の合法的権益
の保障について、多くの規定がある。こうした規定はいずれも国家情報活動に適用される。関係方面がこうした
規定に対して選択的に目をつむり、耳をふさぐことをせず、色眼鏡を外して、推定有罪を止め、中国企業の正常
なビジネス活動を客観的かつ公正に見ることを望む。関係国政府が公正な競争という市場原則を真に順守し、
現地中国企業の合法的で正当な経営のために公平・公正かつ非差別的な環境を提供することを望む。

Huawei社のプレスリリース（https://www.huawei.com/jp/trust-center/trustworthy/we-are）
最近、中国の国家情報法について、さまざまな議論が行われています。一部の政治家は、中国の法律によって、
政府に代わって企業が情報収集を強制することを政府が許可していると主張しています。
これは断じて真実ではありません。中国政府はこのことについて、はっきりと否定しており、複数の法学の教授
や有名な国際法律事務所も中立公正の立場から、このことを否定しています。政府から企業に支援を要請す
る場合、法律に従う必要があります。通信機器メーカーにバックドアの埋め込みまたは顧客ネットワークの無効
化を要請することを国家情報機関に許可するような中国の法律はありません。中国政府が当社のビジネスや
製品のセキュリティに干渉することはありません。さらに、いかなる国や組織から、そのようなことを強要するよ
うな試みが行われた場合、当社は断固として拒否します。


