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中国個人情報保護法・中国データセキュリティ法

中華人民共和国個人情報保護法
2021年８月20日 全国人民代表大会で成立
2021年11月１日 施行

中華人民共和国データセキュリティ法
2021年６月10日 全国人民代表大会で成立
2021年９月１日 施行

※中国サイバーセキュリティ法
2017年６月に施行
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全体像①

第１章 総則 第１条 目的（個人情報の権利・利益の保護、個人情報処理活動の規制、個人情報の合理的な使用の促
進）

第２条 目的（自然人の個人情報の保護）
第３条 ①実体的適用範囲、②地理的適用範囲
第４条 定義（①個人情報、②個人情報の処理）
第５条 個人情報の処理の原則・不適正な個人情報の処理の禁止
第６条 ①個人情報の処理の目的、②個人情報の取得の最小化
第７条 個人情報の処理の公開性・透明性の原則、個人情報処理のルールの開示
第８条 個人情報の処理時の個人情報の品質の保証
第９条 個人情報処理者の個人情報処理の責任・安全管理措置
第10条 組織・個人の個人情報の違法な処理の禁止
第11条 国による個人情報保護システムの確立・完成、個人情報の権利・利益の侵害の防止・処罰
第12条 国による個人情報保護に関する国際ルールの策定への積極的参加、個人情報保護のルール・

基準の相互承認

第２章 個人情報の
処理に関するルール
第１節 一般規定

第13条 個人情報処理者が個人情報が処理できる場合
第14条 同意の条件
第15条 同意の撤回権
第16条 同意しないことによる不利益の禁止
第17条 個人情報処理者の個人情報処理にあたっての通知の条件
第18条 個人情報処理者が処理にあたって個人に通知ができない場合
第19条 個人情報を保管する機関
第20条 ２以上の個人情報処理者による共同処理
第21条 個人情報処理者が個人情報の処理を委託する場合
第22条 個人情報処理者が合併・分割・解散・破産等により個人情報を提供する必要がある場合
第23条 個人情報処理者が他の個人情報処理者に処理する個人情報を提供する場合
第24条 自動化された意思決定をする個人情報処理者の義務
第25条 処理する個人情報の公表にあたっての同意の取得
第26条 公共の安全を維持するための個人情報の取得
第27条 個人が公表した個人情報の処理
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全体像②

第２章 個人情報の
処理に関するルール
第２節 センシティブ
個人情報の処理

第28条 ①センシティブ個人情報の定義、②センシティブ個人情報の処理の原則
第29条 センシティブ個人情報の処理にあたっての同意の取得
第30条 個人の権利・利益への影響の通知
第31条 14歳未満の未成年者の個人情報を処理するにあたっての親権者等の同意の取得
第32条 法律・行政規則による上乗せ規制の遵守

第２章 個人情報の
処理に関するルール
第３節 国家機関によ
る個人情報の処理に
関する特別規定

第33条 国家機関による個人情報の処理の特別規定
第34条 国の機関による法律・行政規則に定められた権限・手順の遵守
第35条 個人情報の処理にあたっての通知義務
第36条 国の機関により処理される個人情報の国内保管義務、海外提供する場合のセキュリティ評価の

実施
第37条 法律により個人情報を処理するために公務を管理する機能を有する組織に対する国の機関によ

る本法の規定の適用

第３章 個人情報の
国境を越えた提供に
関するルール

第38条 個人情報処理者が個人情報を越境移転できる場合
第39条 個人情報処理者が個人情報を越境移転する場合の受領者に関する情報を通知した上での本人

の同意の取得
第40条 「重要情報インフラストラクチャーの運営者」及び「一定数を超える個人情報を処理する個人情報

処理者」による個人情報の国内保存、越境移転する場合のセキュリティ評価
第41条 外国の司法機関・法執行機関の要求への対応
第42条 国家サイバースペース管理局による個人情報の提供の制限・禁止
第43条 中華人民共和国への差別的措置に対する対抗措置

第４章 個人情報処
理活動における個人
の権利

第44条 個人の個人情報処理に関する知る権利・決定権、処理を制限・拒否する権利
第45条 個人情報の開示請求権・複写権
第46条 個人情報の訂正権
第47条 個人情報の削除権
第48条 個人情報処理者の個人情報処理のルールの説明請求権
第49条 死亡した個人のデータへの近親者の開示請求権・複写権・訂正権・削除権
第50条 ①個人情報処理者による個人の権利行使のメカニズムの確立、②権利行使が拒否された場合

の訴訟の提起
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全体像③

第５章 個人情報処
理者の義務

第51条 個人情報処理者の安全管理措置を講ずる義務
第52条 ①個人情報保護責任者の任命義務、②個人情報保護責任者の開示・監督機関への通知義務
第53条 域外適用（３条２項）の場合の代理人・代理店の設置義務
第54条 個人情報処理者の個人情報処理の監査義務
第55条 個人情報処理者の個人情報保護の影響評価
第56条 個人情報保護の影響評価の要素
第57条 個人情報の漏えい、改ざん、紛失が生じた場合・可能性がある場合の対応措置
第58条 重要インターネットプラットフォームサービスを提供する個人情報処理者の義務
第59条 個人情報の処理の委託の受託者の安全管理措置を講ずる義務

第６章 監督機関 第60条 監督機関の範囲
第61条 監督機関の行う個人情報保護業務
第62条 国家サイバースペース管理局の役割
第63条 監督機関が行うことができる業務
第64条 監督機関による個人情報処理者の法定代理人の選任
第65条 監督機関への苦情の申立

第７章 法的責任 第66条 違法な個人情報の処理に対する罰金
第67条 違法行為の公表
第68条 国の機関・監督機関の職員に対する処分
第69条 個人情報処理者による賠償（①立証責任の転換、②補償額の決定）
第70条 訴訟の提起の代理
第71条 公安管理・刑事責任

第８章 附則 第72条 適用除外
第73条 定義規定（①個人情報処理者、②自動化された意思決定、③仮名化、④匿名化）
第74条 施行期日（2021年11月１日）
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個人情報（法４条１項）

第４条 個人情報とは、匿名化された情報を除き、電子的又はその他の方法で記録さ
れた、識別された又は識別可能な自然人に関連するあらゆる種類の情報をいう。

• どのような情報が個人情報に該当するか具体的に明記されていないシンプルな定
義規定

• 中国個人情報保護法がGDPRをモデルにした法律で、GDPRの「個人データ」の定義
に比較的近いことに鑑みると、氏名、住所、生年月日、性別などそれだけで単独で
特定の個人を識別し得る情報だけでなく、位置データ、オンライン識別子のような識
別子やCookie（クッキー）なども個人情報に該当する可能性が高い。

• 日本の個人情報保護法では、他の情報と照合して特定の個人を識別でき「個人情
報」に該当するためには、「容易照合性」（他の情報と容易に照合することができ、そ
れにより特定の個人を識別することができることとなるもの）（同法２条１項１号）が必
要となりますが、中国個人情報保護法では「容易照合性」は求められていない。

〇GDPRの個人データの定義（４条１項）
「個人データ」とは、識別された又は識別され得る個人（「データ主体」）に関するあらゆ
る情報を意味する。識別され得る個人は、特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライ
ン識別子のような識別子、又は当該個人に関する物理的、生理的、遺伝子的、精神的、
経済的、文化的若しくは社会的アイデンティティに特有な一つ若しくは複数の要素を参
照することによって、直接的に又は間接的に、識別され得るものをいう。（規則４条１項）
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死者の個人情報

• 死者の個人情報については、明確に「個人情報」の定義からは除外されて
いない。

• GDPRにおいては、GDPRは死者の個人データには適用ないこととされてい
る（前文27項）。

• 日本の個人情報保護法においては、「生存する個人に関する情報であっ
て」（同法２条１項）とされており、定義上明確に個人情報に該当しないこと
とされている。

• 中国個人情報保護法では、自然人が死亡した場合、死者が生存している
間に別段の定めをしていない限り、死者の近親者が死者に関連する個人
情報への開示請求権、複写権、訂正権、削除権などの権利を行使すること
が認められている（法49条）。

• 中国法においては、「死者の近親者」には、一般的に、死者の配偶者、両親、
子供、兄弟姉妹、祖父母が含まれるものとされている。

第49条 自然人が死亡した場合、その近親者は、自らの合法かつ正当な利益のため
に、提供されたとおり、本章に規定されているとおり、死者が生存している間に別段
の定めをしていない限り、当該死者に関連する個人情報へのアクセス、コピー、訂正、
削除などの権利を行使することができる。
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匿名化・仮名化

１．定義
（１）「匿名化」とは、個人情報を特定できず、処理後に復元できないプロセスをいう（法

73条４項）。
➡匿名化した情報は個人情報として処理する必要はない（GDPR同様）。
➡GDPRと同様に、加工方法・個人情報から削除した情報（「加工方法等情報」）も完
全に削除することが求められる（日本の匿名加工情報はこれらの加工方法等情
報は、完全に削除しなくても別途漏えい防止措置を講じれば足りる。）。

（２）「仮名化」とは、個人情報を処理して、追加情報に頼らずに特定の自然人を特定
できないようにするプロセスをいう。
➡仮名化は、暗号化と並び個人情報の安全管理措置の一環（法51条３号）
➡GDPRの仮名化のような個人の権利（開示・訂正・消去）や漏えい防止措置の適
用場外の規定はない。

第73条 本法における以下の用語の意味は以下のとおりである。
（1）（2）（略）
（3）仮名化とは、個人情報を処理して、追加情報に頼らずに特定の自然人を特定でき

ないようにするプロセスをいう。
（4）匿名化とは、個人情報を特定できず、処理後に復元できないプロセスをいう
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個人情報の処理（法４条２項）・個人情報処理者（法73条１号）

• 「処理」には個人情報の収集、保管、使用、処理送信、提供、開示、削除という個人情報処理者による個
人情報の収集から削除・廃棄までのライフサイクルにわたる概念が含まれる。

• GDPRの「処理」（processing）に近い定義。
• 日本の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者の個人情報／個人データの「取得」、「利用」、「第三

者提供」、「廃棄」という段階で分けられている。

第４条第２項
個人情報の処理には、個人情報の収集、保管、使用、処理、送信、提供、開示、削除などが含まれる。

参考：GDPR４条２号
「処理」とは、自動的な手段によるか否かを問わず、収集、記録、編集、構成、記録保存、修正若しくは変更、検
索、参照、使用、送信による開示、配布、又は、それら以外に利用可能なものとすること、整列若しくは結合、制
限、消去若しくは破壊のような、個人データ若しくは一群の個人データに実施される業務遂行又は一群の業務
遂行を意味する。

第73条第１号
個人情報処理者とは、個人情報処理活動における処理の目的及び方法を独自に決定する組織または個人を
いう。

• 「組織」（事業会社等）や「個人」に主体が限定され、行政機関や公営法人は含まれない。
• 日本の個情法の「個人情報取扱事業者」に近い概念（GDPRの管理者・処理者には行政機関等も入る）
• GDPRのように委託先について「処理者」（processor）と扱う概念なし（日本の個人情報保護法に近い）
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地理的適用範囲（法３条）

１．原則（法３条１項）
• 本法は中国の領土内の自然人の個人情報の処理に適用。
２．域外適用（法３条２項）
• 以下の処理には中国の領土外における中国の領土内の自然人の個人情報の処理にも適用される。
（1）国内の自然人に商品又はサービスを提供する目的の場合。
➡日本のECサイトに中国内の個人がアクセスして商品・サービスを購入。
➡日本の宿泊サイトに中国内の個人がアクセスして宿泊予約。

（2）国内の自然人の行動を分析および評価する場合。
➡海外のSNNのプラットフォームに中国の領土内の自然人がアクセスした場合にその行動を分析。

（3）法令又は行政規則に定めるその他の事情がある場合。
※GDPRの地理的適用範囲の規定（３条）に近い。「地理的適用範囲のガイドライン」と同じような考え方？

３．代理人等の設置義務（法53条）
• 上記２で域外適用される場合には、中国内に特定された代理店または指定代理人を設置する必要がある。
• 特定代理店・指定代理人の名称・氏名、代理人の氏名、連絡先情報は監督機関に報告する必要がある。
※GDPRよりも代理人を設置しなければならない場合が広い。

第３条 本法は、中華人民共和国の領土内の自然人の個人情報の処理に適用される。
２ 本法は、次のいずれかの状況下で、中華人民共和国の領土外の中華人民共和国の領土内の自然人の個
人情報の処理にも適用される。
（1）国内の自然人に商品又はサービスを提供する目的の場合。
（2）国内の自然人の行動を分析および評価する場合。
（3）法令又は行政規則に定めるその他の事情がある場合。

第53条 本法第３条第２項に規定されている中華人民共和国外の個人情報処理者は、中華人民共和国内に
特定された代理店又は指定代理人を設置するものとする。名称又は氏名又は代理人の氏名、連絡先情報など
については、監督機関に報告するものとする。
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GDPRの地理的適用範囲の規定と考慮要素

〇地理的適用範囲のガイドラインにおける考慮要素
• EUまたは少なくとも1つの加盟国が、提供された商品またはサービスに関して、明示されていること。
• データ管理者または処理者は、EU域内の消費者によるサイトへのアクセスを容易にするために、インター

ネット参照サービスの検索エンジン事業者に支払いを行う。または管理者または処理者が、EU加盟国の
顧客に向けられたマーケティングおよび広告キャンペーンを開始する。

• 特定の観光活動など、活動自体の国際的な性質。
• EU加盟国所在の顧客のための専用の住所やEU加盟国から掛けられる電話番号が記載されていること。
• 管理者または処理者が設立されている第三国以外のトップレベルのドメイン名（例： ".de"）、または ".eu"な

どの中立トップレベルドメイン名を使用していること。
• 1つ以上のEU加盟国からサービスが提供される場所への旅行案内の説明。
• 様々なEU加盟国に所在する顧客からなる国際的な顧客について言及していること。特に、当該顧客によっ

て記載された口座の提示によって言及していること。
• 商人の所在国で一般的に使用されている以外の言語または通貨、特に1つ以上のEU加盟国の言語また

は通貨の使用していること。
• データ管理者が、EU加盟国における商品の送付サービスを提供すること。

GDPR３条
1. 本規則は、その取扱いがEU 域内で行われるものであるか否かを問わず、EU 域内の管理者又は処理者の
拠点の活動の過程における個人データの処理に適用される。

2. 取扱活動が以下と関連する場合、本規則は、EU 域内に拠点のない管理者又は処理者によるEU 域内の
データ主体の個人データの処理に適用される：
(a) データ主体の支払いが要求されるか否かを問わず、EU 域内のデータ主体に対する物品又はサービス

の提供。又は
(b) データ主体の行動がEU 域内で行われるものである限り、その行動の監視。
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ＧＤＰＲ：代理人の設置義務

 EU域外の管理者または処理者に、EU一般データ保護規則が適用される場合
（GDPR３条２項）、管理者または代理人はEU域内に代理人を書面で指名しなけれ
ばならない。（GDPR27条１項）

 ただし、次の場合は代理人の設置義務がない。（同条２項）
①特別の種類の個人データ（人種、民族、政治的思想、信条、労働組合加盟、遺伝
データ、生体データ、健康データ、性生活・性志向のデータ）または有罪判決や犯
罪に関する個人データを大規模に含まず、取扱の性質、文脈、範囲、目的を考慮
して個人の管理・自由に対するリスクが生じない、散発的になされる処理

②公的機関または団体

 代理人は、データ主体が居住し、当該データ主体への商品やサービスの提供に
関連して当該データ主体の個人データが処理されるか、又は当該データ主体の
行動が監視される加盟国の一つに拠点を持たなければならない。（同条３項）

 代理人は、本規則遵守を確実にする目的のため、取扱いに関連するすべての問
題について、管理者若しくは処理者とともに又は代わりに、特に、監督機関及び
データ主体と対話をするため、管理者又は処理者によって委任されなければなら
ない。（同条４項）
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個人情報の処理の原則（法５条～８条）

第５条 個人情報の処理は、合法性、公正性、必要性、誠実性の原則に従って行い、誤解を招く、
詐欺的な、強制的及びその他の方法によって個人情報を処理してはならない。

第６条 個人情報の処理は、明確かつ合理的な目的を有し、処理の目的に直接関連し、個人の
権利及び利益への影響が最も少ない方法を採用する必要がある。

２ 個人情報の取得は、処理を目的とした最小限の範囲に限定し、過度に取得しないものとする。
第７条 個人情報の処理は、公開性と透明性の原則に従い、個人情報処理に関するルールを開
示し、処理の目的、方法、範囲を明確に示すものとする。

第８条 個人情報を処理する際には、個人情報の品質を保証し、個人情報の不正確さ又は不完
全性が個人の権利に悪影響を及ぼすことはない。

１．合法性、公正性、必要性、誠実性の原則（法５条）
２．明確かつ合理的な目的（法６条１項）
３．処理目的との直接関連性（法６条１項）
４．個人の権利・利益への影響が最も少ない方法の採用（法６条１項）
５．個人情報の取得は処理目的と最小限の範囲に限定（法６条２項）
６．公開性・透明性（法７条）
７．個人情報の正確性（法８条）
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ＧＤＰＲ：個人データの処理の原則

管理者は以下の原則を遵守する義務を負い、その遵守を証明しなければならない（説
明責任の原則）。（規則５条）

①適法性、公平性、透明性の原則 個人データは、適法、公正、透明性のある手段で処理しなければ
ならない。

②目的の限定性の原則 個人データは、特定された、明確かつ適法な目的のために収集さ
れなければならず、これら目的と相容れない方法で更なる処理を
行ってはならあい。

③データの最小化の原則 個人データは、処理される目的の必要性に照らして、適切であり、
関連性があり、最小限に限られなければならない。

④正確性の原則 個人データは、正確であり、必要な場合には最新に保たなければ
ならない。処理される目的に照らして、不正確な個人データが遅
滞なく消去・訂正されるのを確保するため、あらゆる合理的な手段
が講じられなければならない。

⑤保存の制限の原則 個人データは、当該個人データが取り扱われる目的に必要な期
間を超えない範囲で、データ主体の識別が可能な状態で保存され
なければならない。

⑥完全性・機密性の原則 個人データは、当該個人データの適切なセキュリティを確保する
方法で取り扱われなければならない。無権限の又は違法な処理
に対する保護、及び偶発的な滅失、破壊、損壊に対する保護を含
むものとし、適切な技術的又は組織的安全管理措置を講じなけれ
ばならない。
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個人情報の処理の法的根拠（法13条１項）

〇法13条１項
個人情報処理者は、以下のいずれかの状況が満たされた場合のみ、個人情報を処理することができる。
（1）個人の同意を得た場合
（2）個人が当事者である契約の締結及び履行のために必要である場合、又は法律若しくは法律に基づき署名された集合

契約に従って確立された労働に関するルール及び規則に従って人事管理を実施するために必要である場合
（3）法定義務を履行するために必要がある場合
（4）公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要である場合、又は緊急時に自然人の生命、健康及び財産の安全を保護

することが必要である場合
（5）公益のために、ニュース報道、世論の監視及びその他の行為を実施し、合理的な範囲内で個人情報を処理する場合
（6）本法の規定に従い、個人が開示した個人情報又はその他の法的に開示された個人情報を合理的な範囲内で処理する

場合
（7）法令及び行政規則に定めるその他の事情がある場合

• GDPRの処理の法的根拠の規定（６条１項）に近い。日本の個人情報保護法は原則禁止で例外的に同意
がある場合または公益目的がある場合に解除（法16条３項、法17条２項、法23条１項等）

• 「同意」（１号）と「契約の履行」（２号）は両立するか？（GDPRの「同意ガイドライン」ではどちらかによる必
要があるとされている。）

• この法律の他の関連規定に従い、個人情報の処理については個人の同意を得るものとするが、法13条１
項２項～７項に規定する状況では、個人の同意は必要ない。（法13条２項）

ＧＤＰＲ６条１項
1. 処理は、以下の少なくとも一つが適用される場合においてのみ、その範囲内で、適法である：
(a) データ主体が、一つ又は複数の特定の目的のための自己の個人データの処理に関し、同意を与えた場合。
(b) データ主体が契約当事者となっている契約の履行のために取扱いが必要となる場合、又は、契約締結の前に、デー

タ主体の要求に際して手段を講ずるために処理が必要となる場合。
(c) 管理者が服する法的義務を遵守するために処理が必要となる場合。
(d) データ主体又は他の自然人の生命に関する利益を保護するために取扱いが必要となる場合。
(e) 公共の利益において、又は、管理者に与えられた公的な権限の行使において行われる職務の遂行のために処理が必

要となる場合。
(f) 管理者によって、又は、第三者によって求められる正当な利益の目的のために処理が必要となる場合。ただし、そ

の利益よりも、個人データの保護を求めるデータ主体の利益並びに基本的な権利及び自由のほうが優先する場合、
特に、そのデータ主体が子どもである場合を除く。
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ＧＤＰＲの適法な処理の根拠

管理者または処理者の処理は、以下の少なくとも一項目が適用される場合に
限り、適法となる。（規則６条１項）
① データ主体が、一つまたは複数の特定の目的のために自己の個人データ

の処理に同意を与えた場合。
② データ主体が当事者となっている契約の履行のために処理が必要な場合、

又は契約の締結前のデータ主体の求めに応じて手続を履践するために処
理が必要な場合。

③ 管理者が従うべき法的義務を遵守するために処理が必要な場合。
④ データ主体又は他の自然人の重大な利益を保護するために処理が必要

な場合。
⑤ 公共の利益又は管理者に与えられた公的権限の行使のために行われる

業務の遂行において処理が必要な場合
⑥ 管理者又は第三者によって追求される正当な利益のために処理が必要な

場合。ただし、データ主体の、特に子どもがデータ主体である場合の個人
データの保護を求めている基本的権利及び自由が、当該利益に優先する
場合を除く。

＊②～⑥は、①のデータ主体の同意を得られない場合。
＊③⑤の処理の根拠は、EU法、EU加盟国法に限られ、日本法などは含まれない。
＊⑥はデータ主体の利益、基本的な権利・自由を劣後的なものとすることがない場合に限る。



17

同意の条件（法14条～16条）

１．同意の要件（法14条１項）
• 「十分な知識」を有する個人が「任意」かつ「明確」に同意。

➡ＧＤＰＲ同様に、①任意性、②明確性、③十分な情報提供が必要。
• 法律・行政規則で「同意」「書面による同意」を取ることが求められている場合はそ

れに従う。
２．処理目的・処理方法・処理する個人情報の種類の変更（法14条２項）
• 「処理目的」、「処理方法」、「処理する個人情報の種類が変更」になった場合は、

本人の同意を再度取得しなければならない。
• 日本の個情法では、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないとさ
れている（法16条１項）。

３．同意の撤回（法15条）
• 個人情報の処理が個人の同意に基づく場合、個人は同意を撤回する権利を有する。個

人情報処理者は、同意を撤回するための便利な方法を提供する。（同条１項）
• 個人の同意の撤回は、撤回前の個人の同意に基づいて実施された個人情報処理活動の

有効性に影響を与えない。（同条２項）
４．不利益処分の禁止（法16条）
• 個人情報処理者は、商品又はサービスの提供に個人情報の処理が必要な場合を除き、

個人情報の処理に同意しないこと、又は同意を撤回しないことを理由に、商品又は
サービスの提供を拒否してはならない。
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参考：ＧＤＰＲのデータ主体の「同意」の要件（４条11項）

データ主体の「同意」とは、①自由に与えられており、②特定されており、③情報提供を
受けた上でかつ④データ主体の明確な意思表示であることを意味する。⑤その意思は、
当該データ主体が、宣言又は明らかな積極的行為によって、自己に係る個人データの
処理に合意して表すものとされている（４条11項）。

さらに、重大なデータ保護リスクが発生する特定の状況では、個人データに対する個別
の高度な管理が適切とみなされる場合、「明示的な同意」（explicit consent）が必要とな
る。 GDPRの下で、明示的同意は以下の場合に必要となる。

また、データ主体の同意は自由に撤回できるものでなければならない（７条３項）。

①自由に与えられていること（freely given）
②特定されていること（specific）
③情報提供を受けていること（informed）
④明確な意思表示であること（unambiguous）

⑤当該データ主体が、宣言又は明らかな積極的行為によって、自己に係る個人
データの処理に合意して表す意思表示であること

①特別な種類の個人データの処理（９条）
②適切な保障措置がない場合の第三国または国際機関へのデータ移送（49条）
③プロファイリングを含む自動化された個人的決定(22条）
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個人情報の処理にあたっての事前通知（法17条、18条）

１．事前に通知すべき事項と要件（法17条１項）
• 個人情報の処理者は、個人情報を処理する前に、以下の事項を誠実かつ正確かつ完全

に、目立つ方法で、明確かつわかりやすい言葉で個人に通知しなければならない。
（1）個人情報処理者の氏名または氏名および連絡先情報
（2）個人情報の処理の目的、処理方法、処理される個人情報の種類及び保存期間
（3）個人がこの法律に基づいて権利を行使するための方法及び手順
（4）法令及び行政規則により通知すべきその他の事項

２．変更した場合（法17条２項）
• 上記１の事項に変更があったときは、変更した部分を本人に通知する。

３．処理に関するルールの公表（法17条３項）
• 個人情報処理者が、個人情報の処理に関するルールを定めることにより、上記１の事

項を通知する場合は、処理に関するルールを公表し、閲覧及び保管を容易なものとす
るものとする。
➡個人情報の処理に関するルールを定め公表している場合は、個別の通知は要しない。

４．個人に通知ができない場合（法18条１項）
• 法律及び行政規則により秘密保持が義務付けられている、又は通知する必要がない状

況で個人情報処理者が個人情報を処理する場合、上記１で指定された事項を個人に通
知することはできない。

５．緊急時で通知できない場合（法18条２項）
• 緊急時に、自然人の生命、健康、財産の安全を守るために適時に通知することができ

ない場合、個人情報処理者は、緊急事態が解消された後、速やかに個人に通知する。
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ＧＤＰＲ：データ主体への通知の原則（12条・透明性原則ガイドライン）

①簡潔かつ透明で、分かりやすく、容易にアクセス可能でなければならない（第12条1項）。
「簡潔かつ透明」
情報は、契約条項や一般的な利用規約など、他の非プライバシー関連情報とは明確に区別する必要。オンラインでは階層化され
たプライバシー・ステートメント/ノーティスを使用すること。

「分かり易いこと」
意図された視聴者の平均的なメンバーによって理解されるべき。理解度は、明確で平易な言葉を使用するという要件に密接に関
連。

「容易にアクセス可能であること」
オンラインで階層化されたプライバシー・ステートメント/ノーティス、FAQ、データ件名がオンライン形式で記入されたときに稼働す
るコンテクスト・ポップアップ、またはチャットボット・インターフェースを介した双方向的なデジタルコンテクスト

②明瞭かつ平易な文言を使用しなければならない（第12条1項）。
• 複雑な文章や言語の構造を避けて、できるだけシンプルに情報を提供すること。
• 情報は具体的かつ決定的であること。抽象的または相反する用語で表現されるべきではなく、異なる解釈のための余地を残すべ
きはない。

• 個人データの処理の目的と法的根拠は明確でなければならない。
• 「may」（かもしれない）、「might」（だろう）、「some」（いくつかの）、「often」（しばしば）および「possible」（可能性がある）などの
言語修飾子も避ける。

• 文章は受動的な文章ではなく主体的な文章にする必要があり、余分な名詞は避けるべき。データ主体に提供される情報は、過度
の法律、技術または専門用語または用語を含むべきではない。

• すべての翻訳が正確であること、および翻訳された文章を解読し、再解釈する必要がないように、言い回しおよび構文が第2言語
で意味をなすことを確保する必要。

③明瞭かつ平易な文言の要件は、子供に情報を提供する場合に重要である（第12条1項）。
④書面で、または適切な場合は電子的手段その他の手段によって行われなければならない（12条1項）。

• 管理者がウェブサイトを有する場合、ウェブサイトの訪問者が特定のプライバシー・ステートメント/プライバシー・ノーティスのうち、
彼らが最も関心のあるものに案内することが可能である階層的なプライバシー・ステートメント/ノーティスを用いることが推奨される。

• 個人情報を取り込むデバイスに、そのデバイスにアクセスするための画面（IoTデバイスやスマートデバイスなど）がない場合は、
ハードコピーの処理説明書にプライバシー・ステートメント/ノーティスを提示するか、オンラインのプライバシー・ステートメント/ノー
ティスを行うことができるURLウェブサイトアドレス（すなわち、ウェブサイト上の特定のページ）を提示するなど、ハードコピーの指
示書またはパッケージに記載。

⑤データ主体が要求する場合、口頭で提供することができる（第12条1項）。
⑥一般的に無償で提供されなければならない（第12条5項）
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ＧＤＰＲ：明瞭かつ平易な文言

〇不十分な実践例
以下の表現は、処理の目的に関しては十分に明確ではない。
• 「個人情報を使用して新しいサービスを開発することができます」（「サービス」とは何か、また
はデータがサービスを開発する上でどのように役立つかは不明）。

• 「私たちは研究目的であなたの個人データを使用することができます（これがどのような「調
査」の種類であるかは不明）。

• 「個人向けのサービスを提供するためにお客様の個人データを使用することがあります」（「個
人向けの」が何を意味するのかは不明）。

〇優れた実践例
• 「あなたのショッピング履歴を保持し、以前に購入した製品の詳細を使用して、他の製品につ
いてもあなたが興味を持っていると思われるものを提案する」（どのような種類のデータが処
理されるのか、データサブジェクトは製品のターゲット広告の対象となり、そのデータはこれを
可能にするために使用される。）

• 「当社は、あなたの最近のウェブサイトへの訪問に関する情報およびあなたが当社のウェブ
サイトのさまざまなセクションをどのように移動するかに関する情報を、人々がどのように当
社のウェブサイトを利用しているかについて理解し、それがより分かりやすくするという分析目
的のために保有し評価いたします。」（どの種類のデータが処理されるのか、管理者が実行す
る分析の種類が明確）。

• 「当社はあなたがクリックしたウェブサイト上の記事を記録し、その情報を、あなたが読まれた
記事に基づいて特定したあなたの興味に関連するウェブサイト広告をお送りするために利用
します。」（パーソナライゼーション（特定の個人に向けたものにしていること）が何を伴うのか、
データ主体が有する興味がどのように識別されたのかが明確。）
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GDPR13条・14条に基づきデータ主体に提供しなければならない情報①

必要となる情報の
種類

関連条文（個人データ
が直接データ主体から
取得される場合

関連条文（個人データが
データ主体から取得されな
い場合）

29条委員会が要求する情報の要件

管理者（および代
理人）の本人特定
事項および連絡先

13条1(a)項 14条1項(a) この情報は、管理者の容易な識別を可能にし、可能であれば、
データ主体との様々な形態の通信（電話番号、電子メール、郵
便アドレスなど）を可能にするべきである。

データ保護オフィ
サーの連絡情報
（該当する場合）

13条1項(b) 14条1項(b) 29条委員会のデータ保護オフィサーのガイドラインを参照の
こと。

処理の目的および
法的根拠

13条1項(c) 14条1項(c) 個人データの処理の目的を設定することに加えて、GDPR6条
に基づく関連する法的根拠を明記しなければならない。 特別
な種類の個人データの場合には、GDPR9条（関連する場合は、
データが処理される適用される連合または加盟国の法律）の関
連規定が明記されるべきである。第10条に従い、第6.1条に基
づく刑事犯罪および犯罪または関する個人データが処理される
場合は、該当する場合には、処理が行われる関連する連合また
は加盟国の法律が特定されるべきである。

合法的利益（第6.1
条（f））が処理の
法的根拠である場
合、管理者または
第三者が追求した
正当な利益

13条1項(d) 14条1項(d) 特定の関心に関しては、データ主体の利益のために特定されな
ければならない。 ベストプラクティスの観点から、管理者は、
バランシングテストの情報をデータ主体に提供することもでき
る。このテストは、データ主体の個人データの収集に先立って、
処理のための合法的な基礎として第6.1条（f）を信頼するため
に実施されなければならない。情報の疲労を避けるため、これ
は階層化されたプライバシー・ステートメント/ノーティスに
含めることができる。いずれにせよ、29条委員会は、データ
主体の情報が、要求に応じてバランステストに関する情報を入
手できることを明確にすべきと考える。これは、バランスのと
れたテストが公平に実施されたかどうか、または監督機関に苦
情を提出するかどうかに関して、データ主体が疑問を抱いてい
る場合、効果的な透明性のために不可欠である。

関連する個人デー
タの種類

非該当 14条1項(d) この情報はGDPR14条の適用される場面で必要とされる。な
ぜなら、個人データはデータ主体から得られたものではないた
め、どの種類の個人データが管理者によって取得されたかを意
識していないからである。
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GDPR13条・14条に基づきデータ主体に提供しなければならない情報②

必要となる情報の
種類

関連条文（個人データ
が直接データ主体から
取得される場合

関連条文（個人データが
データ主体から取得されな
い場合）

29条委員会が要求する情報の要件

個人データの受領
者（または受領者
の種類）

13条1項(e) 14条1項(e) 「受領者」という用語は、GDPR4条9項に「第三者か否かに
かかわらず、個人情報が開示されている自然人または法人、公
的機関、代理人またはその他の団体」として定義されている。
したがって、受領者は第三者である必要はない。したがって、
データが転送または開示される他の管理者、共同管理者および
処理者は、「受領者」という用語の範疇に該当し、第三者の受
領者に関する情報に加えて、そのような受領者に関する情報を
提供する必要がある。
実際の（名前の）個人データの受領者、または受領者の種類を
提供する必要がある。公平性の原則に従って、管理者は、デー
タ主体にとって最も意味のある受領者に関する情報を提供しな
ければならない。
実際には、これは一般に名前を付けられた受領者であるため、
データ主体は自分の個人データを持つ人物を正確に知ることが
できる。
管理者が受領者の種類を提供することを選択した場合、情報は
受領者の種類（すなわち、それが実行する活動を参照すること
により）、業界、セクターおよびサブセクター、および受領者
の場所を示すことによって、できるだけ具体的でなければなら
ない。

第三国への移転の
詳細、その事実、
関連する保護措置
の詳細（欧州委員
会の十分性認定の
有無を含む）、お
よびそれらのコ
ピーを入手する手
段または入手可能
となった場所

13条1項(f) 14条1項(f) 移転とそれに対応する移転方法（例えば、第45条の下での十
分性認定/第47条に基づく拘束力のある拘束的企業規則/第46条
2項に基づく標準的データ保護条項/第49条に基づく例外および
保護条項など）を規定する関連GDPR条項を明記するべきであ
る。 関連文書がどこにどのようにアクセスされ得るかについ
ての情報は、例えば、 使用される機関へのリンクを提供する
ことによって、 公平性の原則にしたがって、第三国への移転
について提供される情報は、できるだけデータ主体にとって有
意義でなければならない。 これは一般的に第三国の指定され
ていることを意味する。
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GDPR13条・14条に基づきデータ主体に提供しなければならない情報③

必要となる情報の
種類

関連条文（個人データ
が直接データ主体から
取得される場合

関連条文（個人データが
データ主体から取得されな
い場合）

29条委員会が要求する情報の要件

保管期間（または
可能でない場合は、
その期間の決定に
使用される基準）

13条2項(a) 14条2項(a) これは、第5条1項（c）のデータ最小化要件および第5条1項
（e）の保存制限要件に関連している。
保管期間（またはそれを決定する基準）は、法定要件や業界ガ
イドラインなどの要素によって決定されるが、データ主体が自
分の状況に基づいて、 期間は特定のデータ/目的に適用されま
す。 管理者が、処理の正当な目的のために必要な限り個人
データを保管することを一般的に述べるだけでは不十分である。
関連する場合は、さまざまな種類の個人データおよび/または
適切な場合はアーカイブ期間を含む異なる処理目的に応じて、
異なる保管期間を規定する必要がある。

データ主体の権
利：
・開示
・訂正
・消去
・処理の制限
・処理に対する異
議
・ポータビリティ

13条2項(b) 14条2項(c) この情報は、処理シナリオに固有のものであり、権利が関与す
るものの概要と、データ主体が権利行使のための措置を講じる
方法を含める必要がある。
特に、処理に異議を申し立てる権利は、遅くともデータ主体と
の最初の連絡時に明示的にデータ主体の注意を促されなければ
ならず、他の情報とは明確かつ別個に提示されなければならな
い。
ポータビリティに関する権利に関しては、データポータビリ
ティに関する権利に関する29条委員会のガイドラインを参照
のこと。

処理が同意（また
は明示的同意）に
基づいている場合、
いつでも同意を取
り消す権利

13条2項(c) 14条2項(d) この情報には、データ主体が同意を撤回することが容易である
ことを考慮して、同意を撤回する方法が含まれていなければな
らない。

監督機関に苦情を
申し立てる権利

13条2項(d) 14条2項(d) この情報は、GDPR77条に従い、データ主体が監督機関、特
に加盟国の居住地、職場、またはそのGDPRの侵害の主張され
ている侵害の訴えを提出する権利を有することを説明しなけれ
ばならない。
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GDPR13条・14条に基づきデータ主体に提供しなければならない情報④

必要となる情報の種類 関連条文（個人データ
が直接データ主体から
取得される場合

関連条文（個人デー
タがデータ主体から
取得されない場合）

29条委員会が要求する情報の要件

情報を提供するための
法的または契約上の要
件、または契約を締結
する必要があるかどう
か、または情報を提供
する義務があるかどう
か、また失敗の可能性
があるかどうか。

13条2項(e) 非該当 例えば、雇用関係においては、現在または将来の雇用者に特定
の情報を提供することが契約上の要件となる場合がある。 オ
ンラインフォームでは、どのフィールドが「必須」であるか、
必須ではないか、必須フィールドに入力されない場合の結果が
明確に識別される。

個人データの発信元、
および該当する場合は、
公開されている情報源
からのものかどうか

非該当 14条2項(f) 特定の情報源が指定できない場合を除き、データの特定の情報
源が提供されるべきである -第60項のガイダンスを参照。特定
の情報源に名前がついていない場合、提供される情報には、情
報源の性質（すなわち公開/）と組織/業種/部門のタイプ。

プロファイリング、適
用可能であれば、使用
されているロジックに
関する意義ある情報、
データ主体に対するそ
のような処理の意義と
想定される結果を含む
自動化された意思決定
の存在

13条2項(f) 14条2項(g) 29条委員会の自動化された意思決定およびプロファイリング
のガイドライン参照。

情報を提供するための
法的または契約上の要
件、または契約を締結
する必要があるかどう
か、または情報を提供
する義務があるかどう
か、また失敗の可能性
があるかどうか。

13条2項(e) 非該当 例えば、雇用関係においては、現在または将来の雇用者に特定
の情報を提供することが契約上の要件となる場合がある。 オ
ンラインフォームでは、どのフィールドが「必須」であるか、
必須ではないか、必須フィールドに入力されない場合の結果が
明確に識別される。
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個人情報の保存期間（法19条）

法令及び行政規則に別段の定めがある場合を除き、個人情報を保管する期
間は、処理目的を達成するために必要な最短期間とする。

※ＧＤＰＲでは、管理者は、その処理の個々の特定の目的のために必要な
個人データのみが処理されることをデフォルトで確保するための適切な技
術的措置及び組織的措置を実装する。この義務は、収集される個人データ
の分量、その取扱いの範囲、その記録保存期間及びアクセス可能性に適用
される。（法25条２項）
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共同個人情報処理者（法20条）

１．合意による共同処理（法20条１項）
• ２者以上の個人情報処理者が共同で個人情報の処理の目的と方法を決定する場合、各

自の権利及び義務に関して合意をするものとする。ただし、当該合意は、本法に定め
る権利を行使するための個人情報処理者への個人の要求には影響しない。

• ＧＤＰＲ26条（共同管理者）ほど合意の要件が明確ではない。
２．連帯責任（法20条２項）
• 個人情報処理者が共同で個人情報を処理し、個人情報の権利及び利益を侵害し、損害

を生じさせた場合、本法に従い、連帯責任を負うものとする。

〇ＧＤＰＲ26条
1. 二者以上の管理者が共同して取扱いの目的及び方法を決定する場合、それらの者は、

共同管理者となる。管理者らが服すべきそれぞれの管理者の責任がEU法又は加盟国の
国内法によって定められていない場合、その範囲内において、管理者は、本規則に基
づく義務、とりわけ、データ主体の権利の行使に関する義務、並びに、第13条及び第
14条に規定する情報を提供すべき管理者それぞれの義務を遵守するための管理者それ
ぞれの責任について、管理者の間での合意により、透明性のある態様で定める。その
合意においては、データ主体のための連絡先を指定できる。

2. 第１項に規定する合意は、共同管理者各自とデータ主体とのそれぞれの間における役
割及び関係を適正に反映するものとする。その合意の要点は、データ主体に利用可能
なものとされる。

3. 第１項に規定する合意に定める条件にかかわらず、データ主体は、個々の管理者との
関係において、及び、個々の管理者に対して、本規則に基づく自己の権利を行使でき
る。
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個人情報の処理の委託（法21条）

１．処理の委託（法21条１項）
• 個人情報処理者が個人情報の処理を委託する場合は、その目的、期限、処理

方法、個人情報の種類、保護措置、両当事者の権利義務等及び受託者の個人
情報処理活動の監督について、受託者と合意する。

２．受託者の義務（法21条２項）
• 受託者は、本契約に基づき個人情報を処理し、合意された処理目的、処理方

法等を超えて個人情報を処理してはならない。委託契約が有効でない場合、
無効となる場合、取り消された場合、又は終了した場合、受託者は個人情報
処理者に個人情報を返却するか又は削除することにより、保持しないものと
する。

３．再委託の同意（法21条３項）
• 受託者は、個人情報処理者の同意なしに、個人情報の処理を他人に委託して

はならない。
• ＧＤＰＲ28条２項と同様。日本の個情法には同様の義務なし。
４．受託者である個人情報処理者の義務（法58条）
• 個人情報の処理の委託を受けた受託者は、本法及び関連法令及び行政規則

の規定に従い、処理する個人情報の安全を確保するために必要な措置を講
じ、本法の義務規定を履行するため個人情報処理者の履行を支援するもの
とする。
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ＧＤＰＲ：処理者の義務（28条）

• 管理者の代わりに処理が実施される場合、その管理者は、処理がGDPRの要
件に合致し、データ主体の権利の保護を確実にする処理方法で、適切な技術
的及び組織的な対策を実施することを十分に保証する処理者のみを用いなけ
ればならない。（１項）
＊「処理者」は、本規則の義務に適合する技術上および組織上の措置を実施
するための専門知識、信頼性、能力を十分に有している者でなければならな
い（前文81項）。

• 処理者は、事前の特定又は管理者の書面による許可なしに他の処理者を従
事させてはならない。書面の許可の場合、処理者は、他の処理者の追加又は
変更に関する変更について管理者に通知しなければならず、それによって管
理者に当該変更に不服を申し立てる機会を提供しなければならない。（２項）
＊再委託について、委託者の事前の書面による許可を要件とする。
＊処理者が管理者の代わりに行う特定の取扱い活動を他の処理者に従事さ
せるならば、契約又は第3 項で定める管理者と処理者間のその他法的行為
で規定されているのと同じデータ保護義務が、契約又はEU 法若しく加盟国
の国内法に基づくその他法律行為によって他の処理者に課されていなけれ
ばならない。（４項）
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ＧＤＰＲ：処理者による処理（28条３項）

処理者に対する委託契約には以下の事項が含まれなければならない。

① 処理者が従うべきEU 法又は加盟国の国内法によって処理の実施が要求さ
れていない限り、第三国又は国際機関への個人データの移転に関することを
含め、管理者からの書面による指示においてのみ個人データを処理すること。

② 個人データを取り扱うことを許可された個人が機密保持を確約するか、又は
適切な法的機密保持義務下に置かれることを保証すること。

③ 規則第32条（処理に関する安全管理措置）により要求されている対策をすべ
てとること。

④ 他の処理者を従事させることに関して第2項及び第4項で定める条件を遵守
すること。

⑤ 処理の性質及び処理者の利用可能な情報を考慮し、第32 条から第36 条に
よる義務の遵守を確実にすることにおいて管理者を支援すること。

⑥ 管理者の選択により、処理に関連したサービスの提供終了後にすべての個
人データを消去又は管理者に返却すること及び、EU 法又は加盟国の国内法
が個人データの保存を要求しない場合に限り、存在する複製物を消去こと。

⑦ 本条項に定められた義務の遵守を証明するとともに、管理者又は管理者に
より委任された他の監査人によって実施される調査を含めた監査への準備
及び寄与を行うために必要なすべての情報を管理者が入手可能にすること。
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同意の取得・再取得を要する場合（法22条・23条）

１．合併、分割、解散、破産等の場合の通知・同意の再取得（法22条）
• 個人情報処理者が合併、分割、解散、破産等により個人情報を提供する必要

がある場合、受領者の氏名又は名称及び連絡先を本人に通知する。
• 受領者は、引き続き個人情報処理者としての義務を履行するものとする。受

領者が当初の処理目的又は処理方法を変更する場合、本法の規定に従い、個
人の同意を再取得する。

２．他の個人情報処理者に処理する個人情報を提供する場合（法23条）
• 個人情報処理者が他の個人情報処理者に処理する個人情報を提供する場合は、

受取人の氏名、連絡先、処理目的、処理方法、個人情報の種類を本人に通知
し、当該本人の同意を取得する。
➡法13条１項に基づき、同意以外の根拠に基づき処理する場合（契約の履

行に基づく場合にも同意を要する趣旨かは明らかではない。
• 受領者は、上記の処理目的、処理方法、個人情報の種類の範囲内で個人情報

を処理する。
• 受領者が当初の処理目的又は処理方法を変更した場合、本法の規定に従い、

個人の同意を再取得するものとする。
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自動化された意思決定（法24条）

１．自動化された意思決定の透明性・結果の公平性の確保・不当な差別的取扱
いの禁止（法24条１項）

• 個人情報を利用して自動化された意思決定をする個人情報処理者は、当該意
思決定の透明性及び結果の公平性を確保し、取引価格及びその他の取引条件
について個人に不当な差別的取扱いをしてはならない。

２ 代替手段の提供（法24条２項）
• 自動化された意思決定方法による個人への情報プッシュ及び商業マーケティ

ングは、個人の個性に特有ではないオプションを提供するか、又は、個人に
拒否する容易な方法を提供する必要がある。

３．説明を求める権利・拒否する権利（法24条３項）
• 自動化された意思決定方法を通じて個人の権利及び利益に大きな影響を与え

る決定を行うために、個人は個人情報処理者に説明を求める権利を有し、自
動化された意思決定方法を通じてのみ決定を行うことを個人情報処理者に対
して拒否する権利を有する。

※ＧＤＰＲでは、プロファイリングを含む自動化された意思決定には、明示的な同意が必
要（ＧＤＰＲ22条）。
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個人情報の公表・公表された個人情報（法25条・27条）

１．公表のための同意（法25条）
• 個人情報処理者は、個人の同意を得ない限り、処理する個人情報を公表し

てはならない。

２ 公表された個人情報（法27条）
• 個人情報処理者は、個人が明示的に拒否しない限り、個人が公表した個人情

報又は合理的な範囲内で法的に公表されたその他の個人情報を処理すること
ができる。

• 個人情報処理者は、個人の権利及び利益に重大な影響を与える公表された個
人情報を処理する場合、本法の規定に従い、個人の同意を得るものとする。
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センシティブ個人情報（法28条～法32条）

１．定義（法28条１項）
• センシティブ個人情報とは、生体認証、宗教的信条、特定の身元、医療健康、金融口

座、所在地などの情報、及び14歳未満の未成年者の個人情報など、漏えい又は違法に
使用されると、自然人の尊厳を侵害したり、個人及び財産の安全を害したりする可能
性のある個人情報をいう。

２．センシティブ個人情報の処理が許される場合（法28条２項）
• 個人情報処理者は、特定の目的及び十分な必要性があり、厳格な保護措置を講ずる場

合にのみセンシティブ個人情報を処理することができる。
３．センシティブ個人情報の処理の際の同意（法29条）
• センシティブ個人情報の処理は、個人の同意を得るものとする。法律及び行政規則に

より、センシティブ個人情報の処理は書面による同意を得ることが規定されている場
合には、当該規定に従うものとする。

４．本人への通知（法30条）
• 個人情報処理者は、センシティブ個人情報を処理する場合、本法において本人に通知

することを要しないと規定している場合を除き、通知事項（法17条1項に定める事
項）に加えて、センシティブ個人情報の処理の必要性並びに個人の権利及び利益への
影響についても個人に通知するものとする。

５．14歳未満の未成年者の個人情報を処理する場合（法31条）
• 個人情報処理者が14歳未満の未成年者の個人情報を処理する場合には、未成年者の親

又は他の保護者の同意を得る。
• 14歳未満の未成年者の個人情報を処理する個人情報処理者は、特別な個人情報処理の

ルールを策定する。
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ＧＤＰＲ：特別な種類の個人データの処理

 以下の特別な種類の個人データ（special category of information）
については原則として処理が禁止される。
①人種若しくは民族的素性
②政治的思想
③宗教的・哲学的信条
④労働組合員資格に関する個人データ
⑤遺伝データ
⑥個人の識別を目的とした生体データ
⑦健康に関するデータ
⑧個人の性生活若しくは性的指向に関するデータ

 有罪判決及び犯罪又は関連する安全対策に係る個人データの処
理は、公的機関の管理下においてなされるか、又は処理がデータ
主体の権利及び自由に関して適切な保護対策が規定されている
EU 法又は加盟国の国内法で取扱いが認められている場合のみ許
される。
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要配慮個人情報・機微（センシティブ）情報との比較

特別な種類の個人データ
（EU一般データ保護規則）

要配慮個人情報
（個人情報保護法）

機微（センシティブ）情報
（金融分野ガイドライン）

• 人種若しくは民族的素性
• 政治的思想
• 宗教的・哲学的信条
• 労働組合員への加盟
• 遺伝データ
• 個人の識別を目的とした生体

データ
• 健康に関するデータ
• 性生活
• 性的指向

• 人種
• 信条
• 社会的身分
• 病歴
• 身体障害、知的障害、精神障害

等
• 健康診断等の結果
• 健康診断等の結果に基づく指

導・診療・調剤
• 犯罪の経歴
• 犯罪により害を被った事実
• 刑事事件に関する手続
• 少年の保護事件に関する手続

• 人種
• 信条
• 社会的身分
• 保険医療（※）
• 犯罪の経歴
• 犯罪により害を被った事実
• 刑事事件に関する手続
• 少年の保護事件に関する手続
• 労働組合への加盟
• 門地
• 本籍地
• 性生活

※「保健医療」は要配慮個人情報の「病歴」「身体障害、知的障害、精神障害等」「健康診断等の結果」「健康診断等の結果に基づく指
導・診療・調剤」よりも広い概念。
※「遺伝データ」は要配慮個人情報の「健康診断等の結果」および「健康診断等の結果に基づく指導・診療・調剤」に該当すると解され
る。
※EU一般データ保護規則では、「犯罪の経歴」や「掲示事件に関する手続」は、公的機関の管理下においてなされるか、又は処理が
データ主体の権利及び自由に関して適切な保護対策が規定されているEU 法又は加盟国の国内法で取扱いが認められている場合
のみ許される。
※要配慮個人情報は原則として本人の事前の同意なしに取得できないが、「特別な種類の個人データ」「機微（センシティブ）情報」は
原則として取得・利用・提供が禁止される。
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ＧＤＰＲ：子どもの同意（８条）

• 子どもに対する直接的な情報社会サービスの提供に関し、子どもが16 歳以上である場合、子
どもの個人データの処理は適法とする。子どもが16 歳未満の場合、当該処理は、親権者に
よって同意・許可がなされる限りにおいて、適法とする。

• 管理者は、利用可能な技術を考慮して、親権者によって同意・許可されたという状況を証明す
るために相当の努力をしなければならない。

• なおこの処理は加盟国の一般契約法の処理には影響を与えない。

＊EU一般データ保護規則において初めて設けられた権利。

【個人情報保護法Q&A】
Ｑ１－58 何歳以下の子どもについて、同意をしたことによって生ずる結果を判断できる能力を有
していないものとして、法定代理人等から同意を得る必要がありますか。

Ａ１－58 法定代理人等から同意を得る必要がある子どもの具体的な年齢は、対象となる個人情
報の項目や事業の性質等によって、個別具体的に判断されるべきですが、一般的には 12 歳から
15 歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人等から同意を得る必要があると考えられます。
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個人情報の国境を越えた提供に関するルール①

１．越境データ移転が認められる場合（法38条１項）：下記４の同意も必要
（1）本法第40条の規定に従って、国家サイバースペース管理局によって策定されたセ

キュリティ評価に合格した場合。
（2）国家サイバースペース管理局の行政規則に従い、専門機関による個人情報保護認証

を実施する場合。
（3）国家サイバースペース管理局が策定した標準契約に従い、両当事者の権利及び義務

を規定した海外の受領者との契約を締結する場合。
➡ＧＤＰＲの標準契約条項（ＳＣＣ）に相当。今後定められるか？

（4）法律、行政規則、又は国家サイバースペース管理局によって策定されたその他の基
準を満たす場合。

２．国際条約・協定（法38条２項）
• 中華人民共和国が締結または参加した国際条約及び協定に、中華人民共和国外での個

人情報の提供条件に関する規定がある場合、当該規定に従って実施することができる。
３．海外受領者への措置（法38条３項）
• 個人情報処理者は、海外の受領者による個人情報の処理が本法に定める個人情報保護

基準を確実に満たすために必要な措置を講じる。
４．本人への情報提供と同意（法39条）
• 個人情報処理者が中華人民共和国外に個人情報を提供する場合は、海外の受領者の氏

名又は名称、連絡先、処理目的、処理方法、個人情報の種類、本法に定められた海外
の受領者に対して行使できる個人の権利を通知し、本人の同意を得るものとする。
➡個人情報の処理の委託の場合も同意が必要か？
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個人情報の国境を越えた提供に関するルール②

６．国内保存が必要な場合（データローカリゼーション）（法40条）
• 重要情報インフラストラクチャーの運営者及び国家サイバースペース管理局によって

定められた数を超える個人情報を処理する個人情報処理者は、中華人民共和国の領土
内で収集及び生成された個人情報を保存するものとする。
➡「重要情報インフラストラクチャー運営者」（中国サイバーセキュリティ法37条）

および「国家サイバースペース管理局によって定められた数を超える個人情報を処
理する個人情報処理者」（2017年の越境データ移転における安全評価措置のドラフ
トでは「50万件」とされていた。）は、中国内において収集・生成された個人デー
タを保存する必要がある。

• 真に海外に提供する必要がある場合は、国家サイバーセキュリティ情報部門が主催す
るセキュリティ評価に合格するものとする。法律、行政規則、国家サイバースペース
管理局がセキュリティ評価を不要であると規定している場合は、当該手続に従うもの
とする。
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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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外国における個人情報の処理（法41条～法43条）

１．国内保存個人情報の処理の原則（法41条）
• 中華人民共和国の所管官庁は、中華人民共和国が締結又は加入した関連法

並びに国際条約及び協定に従って、又は平等および互恵の原則に従って、
国内に保管されている個人情報の提供に関する外国の司法機関又は法執行
機関からの要求を処理するものとする。

２．所管官庁の承認取得（法41条）
• 個人情報処理者は、中華人民共和国の所管官庁の承認なしに、中華人民共

和国の領域内に保管されている個人情報を外国の司法機関又は法執行機関
に提供してはならない。

３．外国の組織・個人による処理活動（法42条）
• 外国の組織及び個人が中華人民共和国の市民の個人情報の権利を侵害する、

又は中華人民共和国の国家安全保障及び公共の利益を危険にさらす個人情
報処理活動に従事する場合、国家サイバースペース管理局は提供する個人
情報の一覧を公表し、個人情報の提供を制限又は禁止するなどの措置を講
ずる。

４．外国の差別的取り扱いへの対応（法43条）
• いずれかの国又は地域が個人情報保護の観点から中華人民共和国に対して差

別的な禁止、制限、又はその他の同様の措置を採用する場合、中華人民共和
国は実際の状況に基づいて当該国又は地域に対して対応する措置を講ずるこ
とができる。
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個人の権利（法44条～法50条）

１．知る権利・自己決定権（法44条）
• 個人は、個人情報の処理について知ること及び決定する権利を有し、法律及び行政規則によって別段の定めがない

限り、他者による個人情報の処理を制限又は拒否する権利を有する。
２．開示請求権・複写権（法45条１項）
• 個人は、本法18条1項（法律・行政規則で秘密保持義務が義務付けられている場合）、第35条（通知を行うことによ

り国の機関の法律上の義務が妨げられる場合）に規定されている場合を除き、個人情報を開示請求し、個人情報処
理者に複写する権利を有する。

３．訂正権（法46条）
• 個人情報が不正確又は不完全であることを認識した場合、個人情報処理者に訂正又は補足を求める権利を有する。
• 個人が個人情報の訂正又は補足を求める場合、個人情報処理者は、個人情報を確認し、適時に訂正及び補足を行う。
４．削除権（法47条）
• 以下のいずれかの場合、個人情報処理者が主導権を握って個人情報を削除する。個人情報処理者が削除しなかった

場合、個人は削除を要求する権利を有する。
（1）処理目的が達成されたか、達成できないか、または処理目的を達成するためにもはや必要ではなくなった場合。
（2）個人情報処理者が商品又はサービスの提供を停止した場合、または保存期間が終了した場合。
（3）個人が同意を撤回した場合。
（4）個人情報処理者が法令、行政規則に違反する、又は個人情報を処理する契約に違反する場合。
（5）法令及び行政規則に定めるその他の事情がある場合。

• 法令に定める保存期間が満了していない場合、又は個人情報の削除が技術的に困難である場合、個人情報処理者は、
必要なセキュリティ保護措置を講じる以外の処理を停止する。

５．個人情報処理ルールの説明請求権（法48条）
• 個人は、個人情報処理ルールについて説明するように個人情報処理者に求める権利を有する。
６．死者の近親者の請求権（法49条）
• 自然人が死亡した場合、その近親者は、自らの合法かつ正当な利益のために、提供されたとおり、本章に規定されて

いるとおり、死者が生存している間に別段の定めをしていない限り、当該死者に関連する個人情報へのアクセス、コ
ピー、訂正、削除などの権利を行使することができる。

７．個人が権利を行使するためのメカニズム（法50条）
• 個人情報処理者は、個人が権利を行使するための申請を受理し処理するための簡易なメカニズムを確立しなければな

らない。個人の権利行使の請求が却下された場合は、その理由を説明するものとする。
• 個人情報処理者が個人の権利行使の請求を拒否した場合、その個人は法律に従い人民法院に訴訟を提起することがで

きる。
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日本・個情報：保有個人データ

出所：個人情報保護委員会「個人情報保護をめぐる国内外の動向」（令和元年11月25日）
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日本・個情報：保有個人データに関する改正

 ６月以内に消去することとなる個人データの保有個人データ化（改正２条７項）
• 本人の開示等の請求対象となる「保有個人データ」について、保存期間により限定

しないこととされ、現在除外されている６か月以内に消去する短期保存データも
「保有個人データ」に含められることになる。

 保有個人データの開示請求のデジタル化（改正28条）
• 本人が、電磁的記録の提供を含め、開示方法を指示できるようにされ、請求を受

けた個人情報取扱事業者は、原則として、本人が指示した方法により開示するよ
う義務付けられる。ただし、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
による開示を認めることとし、その旨を本人に対し通知することが義務付けられる。

 利用停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和（改正30条５項・６
項）

• 個人の権利利益の侵害がある場合を念頭に、保有個人データの利用停止・消去
の請求、第三者提供の停止の請求に係る要件が緩和され、個人の権利の範囲を
広げられる。ただし、事業者の負担軽減等の観点から、利用停止・消去又は第三
者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措置を取る場合は、請求に応じないことを例外的に許容する。

 施行期日
• 2022年４月１日
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ＧＤＰＲ：データ主体の権利

１ 情報権（13条、14条）
管理者はデータ主体から個人データを収集する場合、個人データ入手時に、データ主体に一定の情報
を提供しなければならない。

２ アクセス権（15条）
管理者はデータ主体から処理が行われている個人データへのアクセスの請求があればそのコピーを
提供しなければならない。

３ 訂正権（16条）
データ主体は不正確な個人データを訂正することを管理者に求めることができる。

４ 消去権（忘れられる権利）（17条）（新設）
データ主体は一定の場合、自分に関する個人データの削除を遅滞なく管理者から得る権利を有する。

５ 処理制限権（18条）
データ主体は一定の場合、管理者に処理の制限をさせる権利を有する。

６ 個人データの訂正、消去、処理の制限に関する通知義務（19条）（新設）
上記３～５の場合、個人データの取得者にこの取扱いを連絡すると共に、データ主体が要求する場合、
取得者について通知する。

７ データポータビリティ権（20条）（新設）
データ主体は自分に係わる個人データを、構造化され、一般的に使用され、機械によって読み取り可
能な形式で受け取る権利を有する。また、当該データを、個人データが提供された管理者の妨害なしに、
他の管理者に移行する権利がある。

８ 異議権（21条）
データ主体は管理者または第三者によって追求される適法な利益の目的のための処理の必要性に基
づく自己の個人データの処理に異議を唱える権利を有する。

９ プロファイリングに服さない権利（22条）
データ主体は、自己に関する法的効果をもたらすか又は当該データ主体に同様の重大な影響をもたら
すプロファイリングなどの自動化された処理のみに基づいた決定に服しない権利を有する。
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個人情報処理者の義務：安全管理措置（法51条）

個人情報処理者は、個人情報処理活動が、処理目的、処理方法、個人情報
の種類、個人の権利と利益への影響、及び起こり得るセキュリティリスクに
従って、法律及び行政規則に準拠することを保証するために、以下の措置を
講じ、不正アクセス及び個人情報の漏えい、改ざん、紛失を防止する。
（1）内部管理システムと運用手順を策定する。
（2）個人情報の分類管理を実施する。
（3）暗号化や仮名化などの対応するセキュリティ技術的手段を採用する。
（4）個人情報処理の運営権限を合理的に決定し、担当者向けの安全教育及
び訓練を定期的に実施する。

（5）個人情報セキュリティインシデントの緊急計画の実施を策定及び運営する。
（6）法令等に定めるその他の措置を講ずる。

※ 個人情報処理者は、個人情報の処理について法令及び行政規則の遵守
について定期的に遵守監査を行わなければならない。（法54条）
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ＧＤＰＲ：処理の保護（32条）

• 適切な技術的及び組織的対策の実施（GDPR32条１項）
①個人データの仮名化および暗号化
②現行の機密性、完全性、可用性ならびに処理システムおよびサービス

の復旧を確実にする能力
③物理的または技術的事故の場合に時宜を得た方法で可用性を復旧し、

個人データにアクセスする能力
④処理の安全を確実にするための技術的および組織的対策の高架を定期

的に点検、審査および評価するプロセス。

⇒個人情報保護法ガイドラインや番号法ガイドラインの安全管理措置（組織的・
人的・物理的・技術的）を講じていれば充たされると考えられる。
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個人情報保護責任者の設置（法52条）

• 国家サイバースペース管理局が定める数を超える個人情報を処理する個
人情報処理者は、個人情報処理活動及び講じられた保護措置を監督する
責任を負う個人情報保護の責任者を任命するものとする。（１項）
➡越境データ移転同様、「50万件」が基準か？

• 個人情報処理者は、個人情報保護担当者の連絡先情報を開示し、個人情
報保護担当者の氏名及び連絡先情報を、監督機関に提出する。（２項）
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ＧＤＰＲ：データ保護責任者（DPO)

[選任義務]（37条）
• 処理が公的機関または団体によって行われる場合。
• 管理者または処理者の中心的業務（core activities）が、その性質、適用範囲及び/又は目的に
よって、大規模（large scale）にデータ主体の定期的かつ系統的な監視（regular and systematic 
monitoring）を必要とする取扱い作業である場合。

• 管理者または処理者の中心的業務が、いわゆるセンシティブ情報（特別な種類のデータ及び有罪
判決及び犯罪に関する個人データ）を大規模（large scale）に取扱う場合。

[地位]（38条）
• 管理者および処理者は、データ保護責任者が個人データ保護に関するすべての問題に、適切か
つ直ちに関与できることを確実にしなければならない。

• データ保護責任者は管理者又は処理者の最高レベルの経営者に直接報告する。
• データ保護責任者は他の業務又は義務を遂行することができる。管理者または処理者は当該業
務及び義務が利益相反を招かないよう確保しなければならない。

[業務]（39条）
• 管理者又は処理者及び処理を実施する従業員に本規則及びその他EUまたは加盟国のデータ保

護規定による義務を通知及び助言すること。
• 本規則、EU または加盟国のデータ保護条項、および個人データの保護に関して管理者または処

理者が設定した方針の遵守のモニタリング。責任の割り当て、処理作業にかかわる職員の意識の
向上及び訓練、監査を含む。

• 要請のある場合に、データ保護影響評価に関する助言の提供およびその遂行のモニタリング
• 監督機関との協働
• 処理に関する問題について監督機関との問合せ先となること。データ保護影響評価に関する事前

相談を含む。
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個人情報保護の影響評価（法55条）

１．個人情報保護の影響評価が必要な場合（法55条）
以下のいずれかの場合、個人情報処理者は、事前に個人情報保護の影響評価を実施
し、処理状況を記録するものとする。
（1）センシティブ個人情報の処理をする場合。
（2）個人情報を使用して自動化された意思決定を行う場合。
（3）個人情報の処理を委託する場合、他の個人情報処理者に個人情報を提供する場

合、及び個人情報を公表する場合。
（4）国外に個人情報の提供する場合。
（5）個人の権利及び利益に重大な影響を与えるその他の個人情報処理活動。

２．個人情報保護の影響評価に含めるべき事項（法56条１項）
（1）個人情報の処理目的及び処理方法が合法であり、適切かつ必要であるかどうか。
（2）個人の権利とセキュリティリスクへの影響。
（3）採用された保護措置が合法であり、効果的であり、リスクの程度に適合しているか

どうか。

３．報告書・処理記録の保管（法56条２項）
• 個人情報保護影響評価報告書及び処理記録は、少なくとも3年間保管する必要が

ある。
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ＧＤＰＲ：データ保護影響評価（DPIA)

 データ保護影響評価が必要となる場合（35条３項）
①プロファイリングを含めた自動処理に基づいて個人に関する個人的側面を体系的かつ
広範囲に評価され、その評価に基づいて決定がなされ、その決定が自然人に関する
法的効果を生じさせるか又は同様に自然人に重大な影響を与える場合。

②いわゆるセンシティブ情報（特別な種類のデータ、有罪判決及び犯罪に関する個人
データ）を大規模に取扱う場合。

③ 誰でも立ち入ることの出来る場所において大規模な体系的監視を行う場合。

 評価に含まれる事項（35条７項）
①予想された処理作業及び取扱いの目的の体系的記述。該当する場合、管理者によっ
て追求される正当な利益を含む。

②目的に関する取扱い作業の必要性及び比例性の評価。
③データ主体の権利及び自由に関するリスクの評価。
④リスクに対処するために予定された対策（データ主体及び関連する他者の権利及び正
当な利益を考慮し、個人データの保護を確実にし、本規則の遵守を証明するための
保護措置、安全対策及び安全メカニズムを含む）

 事前相談（36条）
データ保護影響評価が管理者によるリスクを軽減する対策の非存在下で処理が高リス
クを生じさせ得る場合、処理前に監督機関と協議しなければならない。
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ＧＤＰＲ：データ保護影響評価（DPIA)の要否の基準

以下の基準の該当性を勘案してデータ保護影響評価の要否を検討
する。
• 評価またはスコアリング
• 法的効果または類似の重大な影響を伴う自動的な意思決定
• 体系的なモニタリング
• センシティブ情報
• 大規模なデータ処理
• 調和または結合されたデータのセット
• 脆弱なデータ主体に関するデータ
• 革新的な利用または技術的・組織的な解決方法の適用
• EU域外への越境的データ移転
• 処理がデータ主体が権利を行使すること、サービスを利用・契約
を行うことを妨げている場合



53

ＧＤＰＲ：データ保護影響評価（DPIA)の要否の具体例

処理の具体例 関連する基準 DPIAの要否

患者の遺伝子および健康データを処理する病
院（病院の情報システム）

✓ センシティブ情報
✓ 脆弱なデータ主体に関するデータ

必要

高速道路における運転行動を監視するための
カメラシステムの使用（管理者が情報処理機能
のあるビデオ分析システムを車の特定および
車のナンバープレートの自動識別を行うために
使用することを想定）

✓ 体系的なモニタリング
✓ 革新的な利用または技術的・組織

的な解決方法の適用

従業員のオフィス、インターネット上の操作等を
含む従業員の活動の監視を行う企業

✓ 体系的なモニタリング
✓ 脆弱なデータ主体に関するデータ

連絡先リストのプロフィールを作成する民間企
業が使用するためのソーシャルメディアのプロ
フィールデータの収集

✓ 評価またはスコアリング
✓ 大規模な処理

購読者に対して一般的な日々のダイジェスト版
を送付するためにメーリングリストを使用する
オンライン雑誌

該当なし 必ずしも必要な
い

ウェブサイトの特定の場所における過去の購
買履歴に基づく限定的なプロファイリングを伴
う古い型の自動車部品のための宣伝を表示す
るeコマースのウェブサイト

✓ 評価またはスコアリング（体系的ま
たは拡張的でない）
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個人情報の漏えい・改ざん・紛失（これらの可能性）がある場合（法57条）

１．監督機関・本人への通知（法57条１項）
• 個人情報の漏えい、改ざん、又は紛失が発生した場合、又は発生する可能性があ
る場合、個人情報処理者は、直ちに是正措置を講じ、監督機関及び本人に通知す
るものとする。
※漏えい・紛失（の可能性）のほか、改ざん（の可能性）も含まれる。

２．通知に含める必要がある項目（法57条２項）
通知には、次の項目を含める必要がある。
（1）個人情報の漏えい、改ざん、または損失の種類、理由、及び考えられる危害が発

生したこと、又は発生する可能性があること。
（2）個人情報処理者が講じた是正措置、および個人が危害を軽減するために講じるこ

とができる措置。
（3）個人情報処理者の連絡先。

３．通知を要しない場合（法57条３項）
• 個人情報処理者が情報漏えい、改ざん、紛失による危害を効果的に回避するため
の措置を講じた場合、個人情報処理者は個人に通知しないことができる。

• 監督機関が、害を及ぼす可能性があると考える場合には、個人情報処理者に個人
情報の通知を依頼する権利を有する。
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監督機関①

１．監督機関（法60条）
• 国家サイバースペース管理局、州レベルの関連部門および群レベル以上の関連部
門を総称して監督機関という。

• 国家サイバースペース管理局は、個人情報保護及び関連する監督と管理の全体的
な計画と調整に責任を負う。

• 州議会の関連部門は、本法及び関連法並びに行政規則の規定に従い、それぞれ
の職務の範囲内で個人情報の保護及び監督と管理に責任を負う。

• 郡レベル以上の地方人民政府の関連部門の個人情報の保護及び監督と管理の責
任は、関連する国内規制に従って決定される。

２．監督機関の個人情報保護業務（法61条）
（1）個人情報保護の広報及び教育を実施し、個人情報処理者を指導及び監督して個

人情報保護作業の実施。
（2）個人情報の保護に関する苦情並びに報告の受理及び処理。
（3）申請書等の個人情報保護の評価の整理及び評価結果の公表。
（4）違法な個人情報処理活動の調査及び処理。
（5）法令及び行政規則に定めるその他の義務。
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監督機関②

３．国家サイバースペース管理局の関連部門の調整（法62条）
• 国家サイバースペース管理局は、本法に従って以下の個人情報保護作業を促進するために
関連部門を調整するものとする。
（1）個人情報保護のための特定の規則及び基準の策定。
（2）小規模な個人情報処理、機密性の高い個人情報処理、及び顔認識や人工知能などの新し

いテクノロジーとアプリケーションのための特別な個人情報保護規則と基準の策定。
（3）安全で便利な電子ID認証技術の研究、開発、促進を支援し、ネットワークID認証のための

公共サービスの構築の促進。
（4）個人情報保護のための社会福祉制度の構築の促進、関係機関が個人情報保護の評価及

び認証サービスを実施することの支援。
（5）個人情報保護に関する苦情及び報告の作業メカニズムの改善。

４．監督機関が個人情報保護業務を行う際に講じることができる措置（法63条）
（1）関係者への問い合わせ、及び個人情報処理活動に関連する状況の調査。
（2）当事者の契約書、記録、帳簿、及び個人情報処理活動に関連するその他の関連資料を参
照及びコピーすること。

（3）立入検査を実施し、違法と思われる個人情報処理活動を調査すること。
（4）個人情報処理活動に関連する機器及び物品を検査し、それらが違法な個人情報処理活動
に使用されていることを証明する証拠がある場合は、書面による報告書は、部門の主たる
責任者に提出され承認されるものとし、当該証拠は封印又は押収される場合がある。

※監督機関は、法令に基づき業務を遂行し、関係者は、支援・協力を行い、拒否又は妨害して
はならない。
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監督機関③

５．個人情報処理者の法定代理人の役割・公安機関への転送（法64条）
• 監督機関は、その業務を遂行するにあたり、個人情報処理活動のリスクが高い、又
は個人情報セキュリティインシデントが発生していると判断した場合、所定の権限お
よび手続きに従い、個人情報処理者の法定代理人を務めることがある。

• 本人又は主たる担当者は、面接を行うか、又は、個人情報処理活動のコンプライア
ンス監査を専門機関に委託するように個人情報処理者に要求する。

• 個人情報処理者は、必要に応じて是正措置を講じ、潜在的な危険を排除するものと
する。

• 監督機関は、業務を遂行するにあたり、個人情報の違法な処理が犯罪の疑いがあ
ると判断した場合は、速やかに公安機関に転送し、法令に基づいて取り扱う。

６．苦情処理（法64条）
• いかなる組織又は個人も、違法な個人情報処理活動に関して監督機関に苦情を申
し立てる、又は報告する権利を有する。苦情又は報告を受けた部門は、法律に従っ
て適時にそれを処理し、処理の結果を苦情を申し立てた者又は報告者に通知する
ものとする。

• 監督機関は、苦情及び報告を受け入れるための連絡先情報を公開するものとする。
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法的責任①：罰金・行政措置（法66条）

• 個人情報が本法の規定に違反して処理される場合、又は個人情報の処理が本
法に基づく個人情報保護義務を履行していない場合、監督機関は、是正を命
じ、警告を発し、没収するものとする。個人情報の処理に関しては、サービ
スの提供を停止又は終了するよう命じられ、是正を拒否された場合は、100
万元（約1,700万円）未満の罰金が科せられる。担当者及びその他の直接責
任者は、10,000元(約17万円)以上、100,000元（約170万円）以下の罰金を科
されるものとする。（法66条１項）

• 上記の違法行為（法66条１項）があり、事態が深刻な場合は、省レベル以上
の監督機関が、是正を命じ、違法な利益を没収し、5000万元（約８億5116万
円）以下又は前年の売上高の５％未満の罰金を科す。また、関連事業の停止
または是正のための事業の停止を命じたり、関連する管轄当局に関連する事
業許可を取り消すか、事業許可を取り消すように通知するか、直接責任者及
びその他の直接責任のある担当者に10万元（約170万円）以上最高100万元
（約1700万円）の罰金を科すこともできる。また、一定期間内に、関連会社
の取締役、監督者、上級管理職および個人情報保護の責任者を務めることを
禁止する場合がある。（法66条２項）

• 本法に定める違法行為があった場合は、関連法及び行政規則の規定により信
用ファイルに記録し、公表する。（法67条）
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ＧＤＰＲ：義務違反と制裁金（83条）

制裁金の上限額の基準 義務違反の類型

企業の全世界年間売上
高の2％、または、1,000 
万ユーロのいずれか高い
方

• 16 歳未満の子どもに対する直接的な情報社会サービスの提供に関する個人データの処理
には、子に対する保護責任を持つ者による同意または許可が必要という条件に従わなかっ
た場合(8条)

• 適切な技術的・組織的な対策を実施しなかった、またはそのような措置を実施しない処理者
を利用した場合(25条、28条)

• EU 代理人を選任する義務を怠った場合(27条)
• 処理活動の記録を保持しない場合(30条)
• 監督機関に協力しない場合(31条)
• リスクに対する適切なセキュリティレベルを保証する適切な技術的・組織的な対策を実施し
なかった場合(32条)

• セキュリティ違反を監督機関に通知する義務を怠った場合(33条)
• データ主体に通知しなかった場合(34条)
• データ保護影響評価を行なわなかった場合(35条)
• データ保護影響評価によってリスクが示されていたにも関わらず、処理の前に監督機関に相
談しなかった場合(36条)

• データ保護責任者を選任しなかった場合、または、その職や役務を尊重しなかった場合(37
～39条)

企業の全世界年間売上
高の4％、または、2,000 
万ユーロのいずれか高い
方

• 個人データの処理に関する原則を遵守しなかった場合(5条)
• 適法に個人データを処理しなかった場合(6条)
• 同意の条件を遵守しなかった場合(7条)
• 特別カテゴリーの個人データ処理の条件を遵守しなかった場合(9条)
• データ主体の権利およびその行使の手順を尊重しなかった場合(12-22条)
• 個人データの移転の条件に従わなかった場合(44-49条)
• 監督機関の命令に従わなかった場合(58 条)

• 違反は法人単体ではなく、グループベースの売上高により算定される。
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法的責任②：損害賠償（法69条）

１．立証責任の転換（法69条１項）
• 個人情報の処理が個人情報の権利及び利益を侵害し、損害を引き起

こし、個人情報処理者が自分に過失がないことを証明できない場合、
当該個人情報処理者は損害及びその他の不法行為に対して責任を負
うものとする。

２．損害賠償の額（法69条２項）
• 上記１の損害賠償責任は、個人が被った損失又は個人情報処理者が

得た利益に応じて決定するものとする。個人が被った損失及び個人
情報処理者が得た利益を判断することが困難な場は、実際の状況に
応じて補償額を決定する。
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法的責任③：代理による訴えの提起（法70条）

個人情報処理者が本法の規定に違反して個人情報を処理し、多くの個
人の権利及び利益を侵害する場合、人民検察院、法律で指定された消
費者団体、及び州サイバースペース管理局によって決定された組織は、
本法に従い、人民法院に訴訟を提起できる。


