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Ｑ＆Ａ改正個人情報保護法 

 

 令和２年（2020 年）３月 10 日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法

律案」1が閣議決定され、国会に提出され、同年６月５日に成立し、同年６月 12日に公布さ

れた（令和２年法律第 44号）。ました。 

本ニュースレターでは、改正法のうち、民間事業者に影響を与える内容を中心にＱ＆Ａ形

式で解説する。 

 

執筆者：渡邉雅之 

＊ 本ニュースレターに関するご相談などがありましたら、下記にご連絡ください。 

弁護士法人三宅法律事務所 

弁護士渡邉雅之 

TEL 03-5288-1021 

FAX 03-5288-1025 

Email m-watanabe@miyake.gr.jp 

  

                             
1 個人情報保護委員会の「「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣

議決定について」（https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/）において、法律

案、新旧対照表、概要資料等が公表されている。 

mailto:m-watanabe@miyake.gr.jp
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Ｑ１．改正個人情報保護法の制定経緯・概要について教えてください。 

 

１．制度改正大綱の背景と個人情報保護法の改正 

（１）平成 27 年改正 

 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号、「個人情報保護法」）は、平成 15

年に制定（平成 17年全面施行）されたが、平成 27年に改正が行われ、平成 29年５月 30日

に全面施行された。特に、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 65

号）、「平成 27年改正法」）においては、情報通信技術の進展が著しいこと等から、３年ごと

の見直し規定が設けられた。 

 平成 27年改正法附則第 12条第３項において、政府は、同法の施行後３年ごとに、個人情

報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな

産業の創出及び発展の状況等を勘案し、平成 27年改正法による改正後の個人情報保護法（以

下「改正個人情報保護法」という。）の施行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。 

 また、同条第２項において、政府は、改正個人情報保護法の施行後３年を目途として、個

人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の委員会の所掌事務について、これ

を実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、そ

の改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとされている。 

 さらに、同条第６項においては、政府は、改正個人情報保護法の施行の状況、第１項の措

置の実施の状況その他の状況を踏まえ、改正個人情報保護法第２条第１項に規定する個人

情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを

含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとされている。 

（２）中間整理 

個人情報保護委員会は、平成 27 年改正法附則第 12 条の規定を踏まえ、いわゆる３年ご

と見直しについて具体的に検討を進めてきた。第 83 回個人情報保護委員会（平成 30 年 12

月 17日）において、「個人情報保護委員会の第一期を終えるにあたって」を公表し、当時の

委員長の下で運営されてきた第一期目の終了に際し、これまで５年間の経緯を踏まえ、次期

委員会への申し送りとして、現下の状況を基に主な論点を取りまとめた。また、これを踏ま

え、第 86回個人情報保護委員会（平成 31年１月 28日）において、「いわゆる３年ごと見直

しに係る検討の着眼点」を公表した。 

個人情報保護委員会では、これらを踏まえ、個人情報保護を巡る国内外の政策、技術、産

業等の状況、消費者からの意見の分析、取りまとめを行うとともに、経済界からのヒアリン

グを実施し、平成 31 年４月 25日に「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討
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の中間整理」（同日公表）を公表した。2 

中間整理は、平成 31年４月 28日から同年５月 27日まで意見募集を行われ、計 137の団

体・事業者又は個人から延べ 525件の御意見が寄せられた。 

（３）制度改正大綱 

個人情報保護委員会では、当該意見募集に寄せられた意見等も踏まえつつ、その後も実態

把握やヒアリングを通じて検討を深めてきたところであり（延べ 23回の委員会で審議）、今

回、個人情報保護法の３年ごと見直しの内容を大綱として取りまとめた。今般、制度改正大

綱について、改めて意見募集を行った（意見募集：令和元年（2019年）12月 13日締切：令

和２年（2020年）１月 14日）。3 同年２月 20日には意見募集の結果が公表されている。4 

制度改正大綱は、今次の見直しに当たって、以下の共通の視点を示している。 

 

第１ 個人の権利利益の保護 

・ 情報を提供する個人の、自らの情報の取扱いに対する関心や、関与への期待が高まっ

ており、個人情報保護法第１条の目的に掲げている「個人の権利利益を保護」するた

めに必要十分な措置を整備することに配意しながら制度を見直す必要がある。 

第２ 保護と利用のバランス 

・ 平成 27年改正法で特に重視された保護と利用のバランスをとることの必要性は、引

き続き重要であり、個人情報や個人に関連する情報を巡る技術革新の成果が、経済成

長等と個人の権利利益の保護との両面で行き渡るような制度を目指すことが重要で

ある。 

第３ 国際的な制度調和や連携 

・ デジタル化された個人情報を用いる多様な利活用が、グローバルに展開されており、

国際的な制度調和や連携に配意しながら制度を見直す必要がある。 

第４ 域外適用・越境データ移転の増大によるリスクへの対応 

・ 海外事業者によるサービスの利用や、国境を越えて個人情報を扱うビジネスの増大

により、個人が直面するリスクも変化しており、これに対応する必要がある。 

第５ ＡＩ・ビックデータ時代における個人情報の適正な利用 

・ ＡＩ・ビッグデータ時代を迎え、個人情報の活用が一層多岐にわたる中、本人があら

かじめ自身の個人情報の取扱いを網羅的に把握することが困難になりつつある。こ

                             
2 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/press_betten1.pdf 
3 『「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集につい

て』（https://search.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=0&fromPCMMSTDE

TAIL=true） 
4 『「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直し 制度改正大綱」に関する意見募集の結果に

ついて』（https://search.e-

gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=2） 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=2
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000058&Mode=2
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のような環境の下で、事業者が個人情報を取り扱う際に、本人の権利利益との関係で

説明責任を果たしつつ、本人の予測可能な範囲内で適正な利用がなされるよう、環境

を整備していくことが重要である。 

 

（４）改正個人情報保護法 

これらを踏まえて、令和２年３月 10日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正

する法律案」 5（以下「改正個人情報保護法」「改正法案」「法案」という。）が閣議決定さ

れ、国会に提出され、同年６月５日に成立し、同年６月 12日に公布された（令和２年法律

第 44号）。た。 

 

２．改正法の概要6 

（１）個人の権利の在り方 

⚫ 利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、

個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和する。 

⚫ 保有個人データの開示方法（※）について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示でき

るようにする。 

（※）現行は、原則として、書面の交付による方法とされている。 

⚫ 個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようにす

る。 

⚫ ６ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開

示、利用停止等の対象とする。 

⚫ オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定し、①不正取得

された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人データについても対象

外とする。（※） 

（※）本人の求めがあれば事後的に停止することを前提に、提供する個人データの項目等を公表等し

た上で、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度。 

（２）事業者の守るべき責務の在り方 

⚫ 漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合（※）に、個人情報保護

委員会への報告及び本人への通知を義務化する。（現行法は努力義務） 

⚫ 違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならな

い旨を明確化する。 

                             
5 個人情報保護委員会の「「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣

議決定について」（https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/）において、法律

案、新旧対照表、概要資料等が公表されている。 
6 「個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律案（概要）」

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200310_gaiyou.pdf）を参照。 
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（３）事業者による自主的な取組を促す 

⚫ 認定団体制度について、現行制度（※）に加え、企業の特定分野（部門）を対象とする

団体を認定できるようにする。 

（※）現行の認定団体は、対象事業者のすべての分野（部門）を対象とする。 

（４）データ利活用に関する施策の在り方 

⚫ イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内

部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。 

⚫ 提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが

想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務

付ける。 

（５）ペナルティの在り方 

⚫ 個人情報保護委員会による命令違反・個人情報保護委員会に対する虚偽報告等の法定

刑を引き上げる。 

（※）命令違反：６ヶ月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 

       ➡１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

   虚偽報告等：30万円以下の罰金➡50万円以下の罰金 

⚫ データベース等不正提供罪、個人情報保護委員会による命令違反の罰金について、法人

と個人の資力格差等を勘案し、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上

げる（法人重科）。 

（※）個人と同額の罰金（50万円又は 30万円以下の罰金）➡１億円以下の罰金 

（６）法の域外適用・越境移転の在り方 

⚫ 日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保され

た報告徴収・命令の対象とする。 

⚫ 外国にある第三者への個人データの提供時に、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等を求める。 

※その他、本改正に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及

び「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」においても、一括法として所

用の措置（漏えい等報告・法定刑の引上げ等）を講ずる。 

（７）施行期日 

改正法は、一部の規定を除き、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して二年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行することとされている（附則第１条）。 
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Ｑ２．クッキー（Cookie）などの識別端末子等は個人情報保護法上どのように扱われる

ことになりますか。 

 

第１．個人関連情報の第三者提供の制限等（改正法 26条の２） 

 

【改正条文】 

（個人関連情報の第三者提供の制限等） 

第 26 条の２  個人関連情報取扱事業者（個人関連情報データベース等（個人関連情報

（生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の

いずれにも該当しないものをいう。以下同じ。）を含む情報の集合物であって、特定の

個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

のその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した

ものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）を事業の用に供して

いる者であって、第二条第五項各号に掲げる者を除いたものをいう。以下同じ。）は、

第三者が個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同

じ。）を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十三条第一項各号に

掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規

則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に

提供してはならない。 

一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識

別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られて

いること。 

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

いて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国にお

ける個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための

措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。 

２ 第 24条第３項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報

を提供する場合について準用する。この場合において、同条第３項中「講ずるととも

に、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるの

は、「講じ」と読み替えるものとする。 

３ 前条第２項から第４項までの規定は、第１項の規定により個人関連情報取扱事業者

が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受け

た」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。 

【改正内容】 

⚫ クッキー（Cookie）やＩＰアドレスなどの識別子情報が個人情報保護法上の「個人情
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報」として扱われることになるわけではない。すなわち、他の情報等と紐づけられ、

特定の個人を照合することができる場合には、「個人情報」となる点は現行個人情報

法と変更はない。 

⚫ DMP 事業者等（「個人関連情報取扱事業者」）から、Cookie やＩＰアドレスなどの識

別子情報に紐づいた「個人情報」ではない個人に関する情報（閲覧履歴や趣味趣向

等）の情報（「個人関連情報」）の提供を受ける利用企業（「第三者」）は、（他の情報

と突合して）「個人データ」として取得する場合には、CookieやＩＤ等の提供を受け

て本人が識別される個人データとして取得することを認める本人の同意を取得する

必要がある。また、利用企業（「第三者」）は、個人情報保護委員会規則で定める相当

措置を継続的に実施する必要がある。 

⚫ 上記の場合、DMP 事業者等（「個人関連情報取扱事業者」）は、利用企業（「第三者」）

が Cookie やＩＰアドレス等の提供を受けて本人が識別される個人データとして取

得することを認める本人の同意を取得していることを確認し、記録を作成・保存す

る義務を負う。また、利用企業（「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じなければならない。 

【実務上の影響】 

⚫ 現在、DMP（Data Management Platform）を利用した行動ターゲティング広告を実施

する場合、利用企業は、「個人データの取扱いの委託」（法 23条５項１号）として、

DMP 事業者が「第三者」に該当しないものとして、本人の同意を得ずに、Cookie や

ＩＰアドレス等の情報を提供し、DMP 事業者からこれに紐づいた閲覧履歴や趣味趣

向のデータを取得し、自社にある、Cookie やＩＰアドレス等に紐づいた氏名・住所

等と突合し、個人データとして利用している。 

⚫ 改正により、利用企業の側においては、Cookie やＩＰアドレス等に紐づいた閲覧履

歴や趣味趣向などのデータを個人データとして取得することを認める旨の本人の同

意を取得することが必要となる。（併せて、利用企業が DMP 事業者などに対して

Cookie や IP アドレスを提供することも提供元基準に基づき個人データの第三者提

供に該当するものとして本人の同意が必要となる可能性が高い。） 

⚫ DMP 事業者においては、利用企業が閲覧履歴や趣味趣向などのデータを個人データ

として取得することを認める旨の本人の同意を取得したか確認し、記録を作成・保

存することが必要となる。 

 

１ クッキー（Cookie）について 

（１）クッキー（Cookie） 

ア．クッキーとは 

Cookie（クッキー）は、ウェブサイトがブラウザにコンピュータまたはモバイルデバイス

に保存するように要求する小さなデータ。 Cookieを使用すると、ウェブサイトは個人の行
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動や嗜好を時間の経過とともに「記憶」することができる。ほとんどのブラウザは Cookie

をサポートしているが、ユーザーはブラウザにおいて Cookieを使用しないように設定でき

る。 

イ．ウェブサイトにおける Cookie の用途 

・ ウェブサイトは主に Cookieを、①ユーザーの識別、②ユーザーのカスタム設定の記憶、

③ユーザーのサイトを閲覧するときにサイトに入らずにタスクを完了できるようにす

ること、に使用できる。Cookie は、オンラインの行動ターゲット広告に使用して、過

去にユーザーが検索したものに関連する広告を表示することもできる。 

・ ウェブページを提供するウェブサーバは、ユーザーのコンピュータまたはモバイルデ

バイス上にクッキーを格納することができる。ファイルをホストする外部 Web サーバ

は、Cookieを格納するためにも使用できる。 これらの Cookieはすべて、http header 

Cookie と呼ばれる。Cookie を保存する別の方法は、そのページに含まれている

JavaScriptコードを使用する方法。 

・ ユーザーが新しいページを要求するたびに、Web サーバは Cookie のセットの値を受け

取ることができる。 同様に、JavaScript コードは、そのドメインに属する Cookie を

読み取り、それに応じてアクションを実行することができる。 

ウ．Cookieの種類 

①存続期間による分類 

(i)セッション Cookie：ユーザーがブラウザを閉じたときに消去される Cookie 

(ii)永続 Cookie：事前定義された期間、ユーザーのコンピュータ/デバイスに残る Cookie 

 

②帰属による分類 

(i)ファーストタイプ Cookie: Web サーバによって設定され、同じドメインを共有する

Cookie 

(ii)サードパーティ Cookie:訪問したページのドメインとは別のドメインによって保存さ

れた Cookie。この Cookie は、Web ページがそのドメイン外にある JavaScript などのファ

イルを参照しているときに発生する。 

 

（２）クッキー（Cookie）は「個人情報」に該当するか？ 

 個人情報保護法上、「個人情報」については次のように定義されている（同法２条１項）。 

〇個人情報保護法２条１項 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当する

ものをいう。 

①１号個人情報 

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
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式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。）により特定の

個人を識別することができるもの（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を含む。） 

②２号個人情報 

個人識別符号が含まれるもの 

 

 クッキーや IPアドレスは、それ自体では特定の個人を識別することができず（１号）個

人情報には該当しない。ただし、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場合には、個人情報に該当する。 

 

１２ 改正法上の取扱い 

（１）用語の定義 

 改正法上、「個人関連情報」、「個人関連情報データベース等」、「個人関連情報取扱事業者」

という新たな定義が置かれることになる（改正 26条の２第１項）。 

ア 「個人関連情報」 

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれ

にも該当しないものをいう。 

「個人関連情報」に該当するのは、郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客

番号、Cookie情報、IPアドレス、契約者・端末固有 IDなどの識別子情報および位置情報、

閲覧履歴、購買履歴と言ったインターネットの利用にかかるログ情報などの個人に関する

情報で特定の個人が識別できないものがこれに該当すると考えられる。 

正確には、個人情報保護委員会のガイドラインやＱ＆Ａを待つことになる。 

イ 「個人関連情報データベース等」 

「個人関連情報」を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用い

て検索することができるように体系的に構成したものその他特定の「個人関連情報」を容易

に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。 

具体的には、Cookie やＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲

覧履歴や趣味嗜好のデータベースが「個人関連情報データベース等」に該当すると考えられ

る。 

ウ 「個人関連情報取扱事業者」 

「個人関連情報データベース等」を事業の用に供している者で、国、地方公共団体、独立

行政法人等、地方独立行政法人を除いたものをいう。 

具体的には、Cookie やＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲

覧履歴や趣味嗜好のデータベース（個人関連情報データベース等）から、特定の Cookieや

ID 等の識別子に紐付けられた閲覧履歴や趣味嗜好の情報を利用企業（第三者）に提供する
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DMP事業者が「個人関連情報取扱事業者」に該当するものと考えられる。 

 

（２）改正法の規律 

ア 第三者の義務（法案 26条の２第１項１号、26条の２第３項の準用する 26条２項） 

① 同意取得義務（法案 26条の２第１項１号） 

 「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受ける「第三者」は、「個人

関連情報」（「個人関連情報データベース等」を構成するものに限る。）を個人データとし

て取得することが想定されるときは、法 23条１項各号に該当する場合を除いて、「個人関

連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データと

して取得することを認める本人の同意を取得する必要がある（法案 26条の２第１項１号）。 

② 確認にあたっての偽りの禁止（法案 26条の２第３項の準用する法 26条２項） 

上記①の「第三者」は、「個人関連情報取扱事業者」が本人の同意を取得したことの確認

を行う場合、当該「個人関連情報取扱事業者」に対して、当該確認に係る事項を偽っては

ならない。 

③ 外国にある第三者の場合（法案 26条の２第１項２号） 

「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受ける「外国にある第三者」

は、上記①・②の義務に加えて、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。 

④ 外国にある第三者が個人関連情報を受領する場合の相当措置の継続的な実施（法案 26

条の２第２項の準用する法案 24条３項） 

外国にある第三者（法 24 条１項に規定する体制を整備している者に限る。）は、「個人

関連情報取扱事業者」から個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成するものに

限る。）を受領する場合は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、相当措置の継

続的な実施しなければならない。 

 

イ 個人関連情報取扱事業者の義務（法案 26 条の２第１項・３項・４項） 

① 確認義務（法案 26条の２第１項１号） 

 「個人関連情報取扱事業者」は、「第三者」が「個人関連情報」（「個人関連情報データベ

ース等」を構成するものに限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、

法 23条１項各号に該当する場合を除いて、当該「第三者」が「個人関連情報取扱事業者」

から「個人関連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを

認める本人の同意を得ていることを確認する必要がある。  

② 記録の作成・保存義務（法案 26条の２第３項、法 26条３項・４項） 

 「個人関連情報取扱事業者」は、上記①の確認を行ったときは、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、当該個人関連情報を提供した年月日、当該確認に係る事項その
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他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない（法案

26条の２第３項、法 26条３項）。 

また、「個人関連情報取扱事業者」は、当該記録を、当該記録を作成した日から個人情報

保護委員会規則で定める期間保存しなければならない（法案 26条の２第４項、法 26条４

項）。 

③ 外国にある第三者に個人関連情報を提供する場合（法案 26条の２第１項２号） 

 「個人関連情報取扱事業者」が「個人関連情報」を「外国にある第三者」を提供する場

合は、上記①・②の義務に加えて、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されていることの確認義務がある。 

④ 個人関連情報を外国にある第三者への提供する場合の相当措置の継続的な実施（法案

26条の２第２項の準用する法案 24条３項） 

「個人関連情報取扱事業者」は、個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成す

るものに限る。）を外国にある第三者（法 24条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じなければならない。 

 

ウ 施行期日・経過規定 

 本改正規定は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内で政令で定める日に施行さ

れる（改正法附則１条本文）。 

 改正法の施行日前になされた本人の「個人関連情報」の取扱いに関する同意がある場合

は、その同意が改正法 26 条の２第１項の規定による「個人関連情報」の第三者への提供

を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があったものとみなさ

れる。（改正法附則５条１項） 

 「個人関連情報取扱事業者」は、改正法の施行日前に個人関連情報（個人関連情報デー

タベース等を構成するものに限る。）を外国にある第三者（法 24条１項に規定する体制を

整備している者に限る。）に提供した場合において、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

じている場合は、法 26 条２項第２項の準用する法 24 条３項の適用を受ける。（改正法附

則５条２項） 

 

２３ 改正の背景・経緯 

（１） 個人情報の該当性について 

個人情報保護法では、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの

を個人情報として規律の対象としている。情報は、あくまでも集合として意味を成すものな

ので、単独で評価するのではなく、組み合わせでも評価する。そのため、それ自体で特定の
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個人を識別できる場合に加えて、当該情報を取り扱う事業者の内部において、他の情報と容

易に照合することにより特定の個人を識別できる情報も、個人情報に該当することとし、

様々なケースを漏らさずとらえることとしている。 

この場合、民間事業者における適切な管理を促進し、一方で民間の営業の自由に配慮して

過度に広範な規制を避ける観点から、照合できると判断する範囲は、実務に照らし違和感の

ない範囲にとどめ、容易に照合できる、としているが、近年の組織内外の IT化の進展によ

り、通常の業務従事者の能力で照合できる範囲が格段に拡大している。 

例えば、組織内に、照合可能なデータベースが存在していれば、普段、分離して使ってい

たとしても、意図をもって照合しようと思えばできることから、容易に照合できると評価し、

全体として、個人情報としての管理を求めることになる。 

個人情報保護法は、それぞれの個人情報取扱事業者が個人情報を適切に取り扱うことを

求めている。このため、外部に提供する際、出す部分単独では個人情報を成していなくても、

当該情報の提供元である事業者において「他の情報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることとなる」場合には、提供元に対して、 個人情報

としての管理の下で適切に提供することを法律は求めている。 

これは、提供先で個人情報として認識できないとしても、個人情報を取得した事業者に、

一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課すという基本的発想から、提供元において、

上記のような情報についても個人情報として扱うことを求めている（いわゆる提供元基準）。 

平成 29 年５月 31 日に施行された個人情報保護法の全面改正にかかる法令やガイドライ

ンにおいては、容易照合性について「提供元判断基準」、「提供先判断基準」のいずれに立つ

のかは明らかにされていなかった7。しかしながら、ガイドラインのパブリックコメント回

答において、『ある情報を第三者に提供する場合、当該情報が（個人情報の定義の一つであ

る）「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」かどうかは、当該情報の提供元である事業者において「他の情報と容易に照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」かどうかで

判断します。』（『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（案）」に

関する意見募集結果』819番参照）とされ、「提供元判断基準」によることが明らかにされた。 

（２） 本人の同意なきデータの第三者提供 

                             
7 たとえば、岡村久道弁護士の「個人情報保護法（新訂版）」（商事法務・2009年）76頁に

おいては、「Ａにとって識別性を具備する情報を、これを具備しないＢに提供する場合に

は、第三者提供の制限（法 23条１項）違反とならないものと考えるべきである。Ｂにと

どまらず通常人からみても誰の情報なのか識別できない以上、その提供によって、本法が

想定する権利利益侵害のおそれが通常発生すると認められないからである。また、かく解

さなければ、本人の権利利益を図るため、特定の個人を識別しうる部分を番号・符号に置

き換える方法を用いて匿名化したデータを第三者に提供することすら許容されなくなりか

ねない。」とされていた。 
8 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000151056 
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ア 個人情報保護委員会の問題意識 

 提供元と提供先でデータ共有が行われる等の結果、提供先では、個人情報となることを知

りながら、提供元では個人が特定できないとして、本人同意なくデータが第三者提供される

事例が存在している。 

 

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） 

 

 制度改正大綱にも掲げられているとおり、これは、DMP（Data Management Platform）を

利用したターゲット広告などで問題となる。 

DMPとは、インターネット上の様々なサーバーに蓄積されるデータや自社サイトのログデ

ータなどを一元管理、分析し、最終的に広告配信などを実現するためのプラットフォームの

ことである。 

 DMP は「プライベート DMP」と「パブリック DMP」の 2 種類がある。企業が自社で蓄積し

たデータを活用するために用いる「プライベート DMP」と、DMPを運営する事業者が様々な

事業者からユーザーデータを収集し、それにＩＤを付した上で統合・分析し、さらには、外

部に提供する「パブリック DMP」がある。 

 「プライベート DMP」は、自社データであり、アクセス解析データ、購買データ、キャン

ペーン結果、アクセスログ、広告配信データ等が含まれる。自社データであるので、特定の

個人を識別できる「個人データ（個人情報）」に該当する。 

「パブリック DMP」は、外部データであり、属性データ（性別、年代等）、嗜好性データ、

外部サイト行動データ等が含まれる。個人を特定できるデータは含まれておらず、Cookie

（クッキー）などで集約される。 

「プライベート DMP」（自社データ）と「パブリック DMP」（外部データ）を紐づけて、セ
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グメント分析や顧客プロファイリングを行い、広告配信や自社の施策のターゲティングに

利用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ リクナビ問題 

 今回の改正の背景には、就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャ

リア（以下「リクルートキャリア社」という。）が、いわゆる内定辞退率を提供するサービ

スに関する問題がある。 

「個人情報の保護に関する法律第 42 条第１項の規定に基づく勧告等について」（個人情

報保護委員会：令和元年 12 月４日）9によれば、以下のとおり、「提供元では個人データに

該当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報」の提供が本人の

同意なしに行われていた。 

 

➀ 2018年度卒業生向けの「リクナビ 2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名

の代わりに Cookieで突合し、特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算出

し、第三者提供に係る同意を得ずにこれを利用企業に提供していた。 リクルートキャ

リア社は、内定辞退率の提供を受けた企業側において特定の個人を識別できることを

知りながら、提供する側では特定の個人を識別できないとして、個人データの第三者

提供の同意取得を回避しており、法の趣旨を潜脱した極めて不適切なサービスを行っ

ていた。 

                             
9 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf 
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 リクナビ問題の詳細については、Ｑ３「いわゆる「リクナビ問題」ではどのようなことが

問題となりましたか。」を参照のこと。 

 

ウ DMP・リクナビ問題で留意すべき問題（当初の Cookie・ＩＤ等の提供は個人データの提

供に該当しないか？個人データの取扱いの委託としての整理の可否） 

 上記アの DMPにおいては、 利用企業は、DMP 事業者との間で事前に契約を締結し、DMP事

業者に対して Cookie や ID等の情報を提供している。DMP事業者側では Cookie や ID等で特

定の個人を識別できないが、利用企業側では特定の個人を識別できる。 

また、上記イのリクナビ問題においては、利用企業はリクルートキャリア社との間で事前

に契約を締結し、Cookie や ID 等の情報を提供していた。リクルートキャリア社側では

Cookie や ID 等で特定の個人を識別できないが、利用企業側では特定の個人を識別できる。 

上記ア（１）で説明した「提供元基準」（個人データの提供元において特定の個人が識別

できるのであれば、提供先の第三者に対して特定の個人を識別できない形で提供したとし

ても個人データの提供に該当するとの考え方）によれば、上記ア・イのいずれのケースにお

いても、提供元である利用企業においては、特定の個人が識別できるのであるから、「個人

データの第三者提供」に該当することになり、事前に本人の同意を得て提供（法 23条１項）

するか、または、オプトアウトの方法により提供（法 23 条２項）しなければ、DMP 事業者

やリクルートキャリア社に提供できないのではないかが問題となる。 

この点、DMP 事業者においては、現在、利用企業から「個人データの取扱いの委託」（法

23 条５項１号）を受けていると整理しているようである。すなわち、「個人データの取扱い

の委託」と整理をすれば、利用企業からみて、DMP事業者は「第三者」に該当しないことに

なり、本人の事前の同意がなくても、DMP事業者に Cookieや ID等の識別子情報を提供でき

ることになる。そして、DMP 事業者が Cookie・ID 等に紐付いた閲覧履歴や趣味趣向等のデ

ータを提供したとしても「個人データの委託」に基づく提供として本人の同意を要しないこ

とになる。 

リクナビ問題でも、個人情報保護委員会から指導の対象となった利用企業の一部には、

「個人データの取扱いの委託」として整理していた企業もあったようである。そのような理

由から、個人情報保護委員会は利用企業からリクルートキャリア社への Cookie情報の提供

については、特にお咎めをしていないのではないかと思われる。（もっとも、個人情報保護

委員会がこのような利用企業に対しても「指導」をしたのは、下記③のとおり、Cookie と

紐づいた内定辞退率のデータを提供することが「故人データの取扱いの委託」と整理するこ

とが困難であると判断したためではないかと思われる。） 

このような整理をするためには、以下の点について留意する必要がある。 

① 利用企業側では、Cookieや ID 等と氏名を突合し、特定の個人の趣味趣向や閲覧履歴等

の情報、すなわち、個人情報として利用することになるため、個人情報の利用目的の範
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囲内での利用をしなければならない（法 16条１項）。 

② 「個人データの取扱いの委託」とする以上は、利用企業は DMP事業者について委託先と

して管理することが求められる（法 22条）。すなわち、DMP事業者との契約に、利用企

業に対する個人データの取扱いに関する報告義務や監査権限に関する規定を盛り込ま

なければならない。 

③ そもそも、「個人データの取扱いの委託」と言えるのか問題となる。「個人データの取扱

いの委託」とは、契約の形態・種類を問わず、個人情報取扱事業者が他の者に個人デー

タの取扱いを行わせることをいい、具体的処理を行うことを委託すること等が想定され

る（個人情報保護法ガイドライン（通則編）3-3-4）。「個人データの取扱いの委託」とは

通常、個人データの「入力」「編集」「保存」などがイメージされるが、Cookieや ID等

と紐付いた外部データを提供することが果たして「個人データの取扱いの委託」の範囲

と言えるのかという問題があるだろう。リクナビ問題において、「個人データの取扱い

の委託」と整理していた利用企業においても、Cookieに紐づいた内定辞退率のデータを

提供してもらうことが果たして、「委託」として整理できたのかという問題があるだろ

う。 

 

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） 

（３）制度改正大綱 

 今回の改正に関連する制度改正大綱の記述は以下のとおりである。 
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 リクナビ問題や DMP サービスの現状を受けて、「提供先において個人データになることが

明らかな情報について、個人データの第三者提供を制限する規律を適用する。」としている。 

 

 

【制度改正大綱の内容】 

制度改正大綱第３章第 4節「データ利活用に関する施策の在り方」・４「端末識別子等の

取扱い」 

（１）基本的考え方 

〇 インターネットにおいては、ユーザーの訪問先サイトに係る登録情報、行動履歴情報、

デバイス情報等の情報（以下「ユーザーデータ」という。個人情報及び個人情報以外

のユーザーに関する情報が含まれる。）を取得し、利活用することが広く行われるよ

うになっている。 

〇 その典型例がインターネット広告の分野であり、ユーザーがあるウェブサイトにアク

セスした際に、当該ユーザーのＰＣやスマートフォン等のブラウザごとのクッキー等

を通じてユーザー一人ひとりの趣味嗜好・性別・年齢・居住地等に関するユーザーデ

ータを取得し、それを活用して当該ユーザーに狙いを絞った広告配信を行う、いわゆ

るターゲティング広告の手法が広く普及している。 

〇 こうした端末識別子等を用いたビジネスモデルの実態は非常に複雑かつ多様である。

ターゲティング広告のベースとなるウェブ技術は進化が著しく、本来、イノベーショ

ンを阻害することを避ける観点からも、まずは、自主ルール等による適切な運用が重

要である。一方、可能な限り民間の自主性を活かしつつ、認定個人情報保護団体制度

等を活用するなど効果的な執行の在り方を検討していく必要がある。 

〇 さらに、個人の権利利益との関係で不適切な取扱いとして看過しがたい事態に対して

は、委員会として適切な執行を行うとともに、制度の検証を行う必要がある。 

（２）端末識別子等の適正な取扱い 

〇 端末識別子等であっても、会員情報等と紐付けられ特定の個人を識別できるような場

合は、個人情報保護法上の個人情報として取り扱われなければならない。しかし、事

業者の中にはこの点について理解不足と思われる事例も散見されるため、今後、実態

を注視しつつ、適切に周知・執行を行っていく必要がある。 

（３）提供先において個人データとなる情報の取扱い 

〇 ターゲティング広告には、個人情報が使用される場合もあるが、個人情報を含まない

ユーザーデータのみが使用される場合が多い。例えば、クッキー等の識別子に紐づく

ユーザーデータであっても、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場合は個人情報となるが、従前、ターゲティング広告

の多くでは、個人を特定しない形で行うことが業界の慣行となっていたところであ

る。 
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〇 一方、ここ数年、インターネット上のユーザーデータの収集・蓄積・統合・分析を行

う、「DMP（Data Management Platform）」（脚注 8）と呼ばれるプラットフォームが普

及しつつある。この中で、クッキー等の識別子に紐付く個人情報ではないユーザーデ

ータを、提供先において他の情報と照合することにより個人情報とされることをあら

かじめ知りながら、他の事業者に提供する事業形態が出現している。 

 

脚注 8 この DMPには、企業が自社で蓄積したデータを活用するために用いる「プライ

ベート DMP」と、DMP を運営する事業者が様々な事業者からユーザーデータを収集し、

それにＩＤを付した上で統合・分析し、さらには、外部に提供する「パブリック DMP」

がある。 

 

〇 ユーザーデータを大量に集積し、それを瞬時に突合して個人データとする技術が発

展・普及したことにより、提供先において個人データとなることをあらかじめ知りな

がら非個人情報として第三者に提供するという、法第 23 条の規定の趣旨を潜脱する

スキームが横行しつつあり、こうした本人関与のない個人情報の収集方法が広まるこ

とが懸念される。 

〇 個人情報保護法では、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる

ものを個人情報として規律の対象としているが、それ自体で特定の個人を識別できる

場合に加えて、当該情報を取り扱う事業者の内部において、他の情報と容易に照合す

ることにより特定の個人を識別できる情報も、個人情報に該当することとしている。 

〇 個人情報保護法は、それぞれの個人情報取扱事業者が個人情報を適切に取り扱うこと

を求めている。このため、外部に提供する際、提供する部分単独では個人情報を成し

ていなくても、当該情報の提供元である事業者において「他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」場合には、

提供元に対して、個人情報としての管理の下で適切に提供することを求めている。 

〇 これは、提供先で個人情報として認識できないとしても、個人情報を取得した事業者

に、一義的に、本人の権利利益を保護する義務を課すという基本的発想から、提供元

において、上記のような情報についても個人情報として扱うことを求めるものである

（一般に「提供元基準」と呼ばれている。）。 

〇 しかし、最近問題となっている「提供元においては個人データに該当しないが、提供

先においては個人データに該当する場合」に関しては必ずしも考え方が明らかになっ

ていなかった。 

〇 そこで、前述のいわゆる提供元基準を基本としつつ、提供元では個人データに該当し

ないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報について、個人デ

ータの第三者提供を制限する規律を適用する。 
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３４ 実務上の影響 

⚫ 現在、DMP（Data Management Platform）を利用した行動ターゲティング広告を実施す

る場合、利用企業は、「個人データの取扱いの委託」（法 23条５項１号）として、DMP事

業者が「第三者」に該当しないものとして、本人の同意を得ずに、CookieやＩＰIPア

ドレス等の情報を提供し、DMP事業者からこれに紐づいた閲覧履歴や趣味趣向のデータ

を取得し、自社にある、Cookie やＩＰアドレス等に紐づいた氏名・住所等と突合し、

個人データとして利用している。改正により、DMP事業者への Cookieや IPアドレスの

提供も利用企業にとって特定の個人が識別できる以上、提供元基準によれば「個人デー

タ」の第三者提供として、本人の同意が必要になる可能性が高い。 

⚫ 改正により、利用企業は、Cookie やＩＰアドレス等に紐づいた閲覧履歴や趣味趣向な

どのデータを個人データとして取得することを認める旨の本人からの同意を事前に取

得することが必要となる。 

⚫ DMP 事業者においては、利用企業が閲覧履歴や趣味趣向などのデータを個人データとし

て取得することを認める旨の本人からの同意を取得したか確認し、記録を作成・保存す

ることが必要となる。 
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Ｑ３．いわゆる「リクナビ問題」ではどのようなことが問題となりましたか。 

 

令和元年（2019年）12月 14 日に、個人情報保護委員会は、就職情報サイト「リクナビ」

を運営する株式会社リクルートキャリア（以下「リクルートキャリア社」という。）及びそ

の親会社である株式会社リクルート（以下「リクルート社」という。）に対して、いわゆる

内定辞退率を提供するサービスに関して、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保

護法」という。）に基づく勧告を行った。また、同サービスの利用企業に対し、同法に基づ

く指導を行った。（以下「12月 14日勧告等」という。）10 11 

なお、リクルートキャリア社に対しては、8 月 26 日付で勧告等を行っていた12が、 当

該勧告等の原因となった事項以外にも個人情報保護法に抵触する事実が確認されたため、

改めて勧告を行った。 

 

第１．リクナビ事件における個人情報保護法上の論点 

１．12月 14 日勧告等において認定された「勧告の原因となる事実」 

 12月 14日勧告等において個人情報保護委員会が認定した「勧告の原因となる事実」は以

下のとおりである。 

 

➀ 2018年度卒業生向けの「リクナビ 2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名

の代わりに Cookie で突合し、特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算

出し、第三者提供に係る同意を得ずにこれを利用企業に提供していた。 リクルートキ

ャリア社は、内定辞退率の提供を受けた企業側において特定の個人を識別できること

を知りながら、提供する側では特定の個人を識別できないとして、個人データの第三

者提供の同意取得を回避しており、法の趣旨を潜脱した極めて不適切なサービスを行

っていた。  

➁ 本サービスにおける突合率を向上させるため、ハッシュ化すれば個人情報に該当しな

いとの誤った認識の下、サービス利用企業から提供を受けた氏名で突合し内定辞退率

                             
10 「個人情報の保護に関する法律第 42 条第１項の規定に基づく勧告等について」（個人

情報保護委員会：令和元年 12月４日）

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/191204_houdou.pdf） 
11 「①利用目的の通知、公表等を適切に行うこと」「②個人データを第三者に提供する場

合、組織的な法的検討を行い、必要な対応を行うこと」「③個人データの取扱いを委託す

る場合、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと」という個人情報保護法 41条に

基づく指導が全 35社に対して行われた（うち、11社については①のみの指導）。 
12 「個人情報の保護に関する法律第 42 条第１項の規定に基づく勧告等について」（個人

情報保護委員会：令和元年８月 26日）

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf） 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/191204_houdou.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf
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を算出していた。ハッシュ化されていても、リクルートキャリア社において特定の個

人を識別することができ、本人の同意を得ずに内定辞退率を利用企業に提供していた。 

 ➂ 「リクナビ 2020」プレサイト開設時（2018年６月）に、本サービスの利用目的が同

サイト内に記載されたことをもって、サービス利用企業から提供を受けた氏名で突合

し内定辞退率を、算出していた。 しかしながら、プレサイト開設時のプライバシーポ

リシーには第三者提供の同意を求める記載はなく、2019年３月のプライバシーポリシ

ー改定までの間、本人の同意を得ないまま内定辞退率をサービス利用企業に提供して

いた。  

➃ 本人の同意なく第三者提供が行われた本人の数は、上記➁、➂及び前回の勧告の対象

となった事実によるもの等を合わせ、26,060 人となった。 

 

 上記の①から③までの各勧告に該当する事実につき、リクルートキャリアが公表してい

る『『リクナビ DMP フォロー』に関するお詫びとご説明』13を基に検討する。 

 

２．勧告①（アンケートスキーム（2019年２月以前の仕組み）） 

 

【勧告➀】  

2018年度卒業生向けの「リクナビ 2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名の

代わりに Cookieで突合し、特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算出し、

第三者提供に係る同意を得ずにこれを利用企業に提供していた。 リクルートキャリア社

は、内定辞退率の提供を受けた企業側において特定の個人を識別できることを知りなが

ら、提供する側では特定の個人を識別できないとして、個人データの第三者提供の同意取

得を回避しており、法の趣旨を潜脱した極めて不適切なサービスを行っていた。 

 

（１）アンケートスキーム14 

                             
13 https://www.recruitcareer.co.jp/r-DMPf/pdf/r-DMPf_20191204.pdf 
14 リクルートコミュニケーションズ内の『リクナビ DMPフォロー』のスコア算出等を行っ

ていた部署では、広告配信等の『リクナビ DMP フォロー』とは異なるサービスの運用も行

っており、これらのサービスにおいて、一部の契約企業から応募者管理 IDと共に個人情

報を取得していた実態があった。これらの個人情報を『リクナビ DMPフォロー』におい

て、実際に利用していた事実は把握されていないが、『リクナビ DMPフォロー』において

取得していた情報と、別サービスにおいて取得していた情報が同一部署内に存在していた

ことで、『リクナビ DMPフォロー』において一部の契約企業に納品していた情報が、他の

情報と照合することによって、特定の個人を識別することが可能な状態になっていた。 

 これにより、『リクナビ 2019』会員のうち、『リクナビ DMPフォロー』のスコア提供は、

契約企業への個人情報の提供とみなすべきところ、アンケートスキーム期のプライバシー

ポリシーには契約企業への個人情報の提供に必要な同意を得るための文言が盛り込まれて

いなかったため、これらの情報提供は未同意の状態で行われていた。 
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2019 年 2 月以前に実施していたアンケートスキームにおいては、リクルートキャリアが

契約企業から学生の姓名・メールアドレス等の個人情報の提供を受けるのではなく、契約企

業が学生向けに実施したウェブアンケートを通じて、リクルートキャリアの委託先である

株式会社リクルートコミュニケーションズ（以下「リクルートコミュニケーションズ」とい

う。）が①契約企業固有の応募者管理 ID（契約企業が付与していた応募者の管理 ID）、②

Cookie 情報、③選考プロセスにおける辞退・承諾情報を直接取得していた。 

また、リクルートコミュニケーションズは、『リクナビ』のウェブサイトを通じて「Cookie

情報」およびリクナビサイト上での「業界ごとの閲覧履歴」を直接取得していた。 

そして、リクルートコミュニケーションズは「契約企業固有の応募者管理 ID」とリクナ

ビサイト上での「業界ごとの閲覧履歴」をウェブアンケートとリクナビサイトの「Cookie情

報」によって紐づけ、スコアを算出15していた。 

リクルートコミュニケーションズでは、これらの情報だけでは特定の個人を識別するこ

とはできなかった。 

契約企業においては、「応募者管理 ID」は特定の個人の姓名と紐づけられているので、個

人を特定してスコアを活用してフォローに利用することが可能であった。 

 

（提供データの例） 

管理 ID スコア 内定辞退 

可能性 

C333 0.40 ★★ 

C444 0.53 ★★★ 

C555 0.61 ★★★ 

 

（２）評価 

                             
15 「スコアの算出」は、契約企業における前年度の「選考参加者／辞退者、または、内定

承諾者／辞退者」の「業界ごとの閲覧履歴」や契約企業から預かった情報から、応募学生

の当該契約企業に対する選考離脱や内定辞退の可能性を予測するためのアルゴリズムを作

成する。そのアルゴリズムを用いて、当該契約企業から提供を受けた今年度の応募学生の

「業界ごとの閲覧履歴」から、当該応募学生の当該契約企業に対する選考離脱や内定辞退

の可能性をスコア化していた。スコア算出において参照していた閲覧履歴は、『リクナ

ビ』とリクルートキャリアが提携する就職情報サイトにおける業界ごとの閲覧履歴（ペー

ジの閲覧数など）であり、それ以外のデータ（検索エンジンでの検索履歴やサイトの利用

履歴など）は参照していない。また、学生がどの企業に応募しているかといったエントリ

ー情報や、志望業種など学生が自らリクナビ内に登録した情報も、スコア算出に一切利用

していない。 

 「リクナビ DMPフォロー」は、契約企業の前年度における「選考参加または内定承諾

者」および「選考辞退または内定辞退者」の群のデータ（企業管理応募者 ID、大学、学

部、学科、企業独自管理情報、閲覧行動など）の違いを分析し、アルゴリズムを作成す

る。作成されるアルゴリズムは、各企業ごとに異なるため、スコアに影響を与えるデータ

は、企業ごとに異なる。 
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 『「契約企業固有の応募者管理 ID」に紐づけられたスコア』は、その提供元であるリクル

ートキャリアにとっては特定の個人が識別できないので、「個人情報」16（個人情報保護法２

条１項１号）に該当しないということは可能かもしれない。 

 この点、契約企業は、ウェブアンケートを通じて、リクルートキャリア（実際には委託先

であるリクルートコミュニケーションズ）に①契約企業固有の応募者管理 ID（契約企業が

付与していた応募者の管理 ID）、②Cookie 情報、③選考プロセスにおける辞退・承諾情報

を提供している。 

 下記第２の２のとおり、個人情報保護法は、特定の情報が提供先で特定の個人が識別する

ことができず個人情報として認識できないとしても、提供元において、特定の個人であるこ

とを識別できる情報については個人情報として扱うことを求めている（いわゆる提供元基

準）。 

この考え方に基づけば、①契約企業固有の応募者管理 ID（契約企業が付与していた応募

者の管理 ID）、②Cookie 情報、③選考プロセスにおける辞退・承諾情報という情報は、提

供先であるリクルートキャリアにとっては特定の個人の識別はできなくても、提供元の契

約企業にとっては特定の個人の識別は可能であるから、「個人情報」に該当していた可能性

がある。そうであるとすれば、契約企業においては、本人の事前の同意を得ない個人データ

の第三者提供として、個人情報保護法 23条１項違反であった可能性もある。 

契約企業から提供を受けた情報がリクルートキャリアにとっても「個人情報」に該当する

とすれば（提供元基準を採り、かつ、「個人情報」該当性について相対性を認めない場合）、

『「契約企業固有の応募者管理 ID」に紐づけられたスコア』は「個人情報」に該当し、リク

ルートキャリアによる契約企業への提供は、応募者本人の事前の同意のない個人データの

第三者提供として個人情報保護法 23条１項違反となる。 

これに対して、契約企業から受けた情報がリクルートキャリアにとっては、特定の個人が

識別できないのであるから「個人情報」ではないと評価する場合には（提供元判断基準を採

り、「個人情報」の判断の相対性を認める場合）、『「契約企業固有の応募者管理 ID」に紐づ

けられたスコア』についてもリクルートキャリアにとっては特定の個人が識別できないの

で、「個人情報」に該当せず、リクルートキャリアによる契約企業への提供は、応募者本人

の事前の同意のない個人データの第三者提供ではなく個人情報保護法 23 条１項違反となら

ないことになる。もっとも、契約企業は、「契約企業固有の応募者管理 ID」と特定の応募者

個人を識別可能であるから、『「契約企業固有の応募者管理 ID」に紐づけられたスコア』は、

                             
16 個人情報取扱事業者の「個人情報データベース等」（個人情報保護法２条４項）を構成

する「個人情報」（同条１項各号）が「個人データ」である（同条６項）。厳密には第三者

提供の制限（同法 23 条）は、「個人データ」について適用され、「個人情報」には適用さ

れないが、リクナビサービスにおける「個人情報」は事業者（リクルートキャリアやリク

ルートコミュニケーションズおよび契約企業）の個人情報データベース等を構成し、「個

人データ」に該当すると考えられるので、本ニュースレターにおいては「個人情報」と

「個人データ」を特に区別しない。 
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個人情報（個人データ）に該当することになる。 

勧告①は、後者の立場に立ち、「リクルートキャリア社は、内定辞退率の提供を受けた企

業側において特定の個人を識別できることを知りながら、提供する側では特定の個人を識

別できないとして、個人データの第三者提供の同意取得を回避しており、法の趣旨を潜脱し

た極めて不適切なサービスを行っていた。」としている可能性が高い。 

 

３．勧告②（アンケートスキーム化におけるイレギュラーケース） 

【勧告➁】  

本サービスにおける突合率を向上させるため、ハッシュ化すれば個人情報に該当しない

との誤った認識の下、サービス利用企業から提供を受けた氏名で突合し内定辞退率を算

出していた。ハッシュ化されていても、リクルートキャリア社において特定の個人を識別

することができ、本人の同意を得ずに内定辞退率を利用企業に提供していた。 

 

（１）アンケートスキーム化におけるイレギュラーケース 

2019年 2月以前に実施していたアンケートスキームにおいて、一部の契約企業との間で、

対象学生の Cookie情報を利用した特定（突合）率を向上させる目的で、アンケートスキー

ムとは異なるスキームでスコア算出を実施するケースがあった。このイレギュラーケース

においては、当該一部の契約企業から氏名等の個人情報の提供を受けていた。 

リクルートコミュニケーションズにおいて取扱うデータがハッシュ化されたものであれ

ば、契約企業に提供する際も非個人情報として取扱えるという誤った認識のもと、契約企業

から預かった学生の情報とリクナビ会員の情報がハッシュ化された状態で紐づけられてお

り、これを通じて算出したスコアは、学生本人の同意なく当該契約企業に対して第三者提供

されていた。 

 

（２）評価 

 「ハッシュ化」とは、元のデータから一定の計算手順に従ってハッシュ値と呼ばれる規則

性のない固定長の値を求め、その値によって元のデータを置き換える方法であり、ハッシュ

関数と呼ばれる特殊な計算手順により、任意長の長さのデータから固定長の一見ランダム

に思えるハッシュ値を得ることができる。17 

個人情報保護法は、特定の情報が提供先で特定の個人が識別することができず個人情報

として認識できないとしても、提供元において、特定の個人であることを識別できる情報に

ついては個人情報として扱うことを求めているという「提供元基準」による場合、ハッシュ

化をして、個人データの提供先にとっては特定の個人を識別できなくしても、提供元の個人

                             
17 個人情報保護委員会事務局レポート：「匿名加工情報 パーソナルデータの利活用促進

と消費者の信頼性確保の両立に向けて」（2017 年２月）21頁

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

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office.pdf
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情報取扱事業者にとっては、個人情報保護法上の「匿名加工情報」としての処理（加工方法

等情報の漏洩防止措置等）をしない限りは、「個人情報」に該当することになる。 

勧告②が「ハッシュ化すれば個人情報に該当しないとの誤った認識」としているのは、か

かる考え方によるものである。 

 

３．勧告③（プライバシーポリシースキーム（2019年３月以降）） 

【勧告➂】 

「リクナビ 2020」プレサイト開設時（2018年６月）に、本サービスの利用目的が同サイ

ト内に記載されたことをもって、サービス利用企業から提供を受けた氏名で突合し内定

辞退率を、算出していた。しかしながら、プレサイト開設時のプライバシーポリシーには

第三者提供の同意を求める記載はなく、2019 年３月のプライバシーポリシー改定までの

間、本人の同意を得ないまま内定辞退率をサービス利用企業に提供していた。 

 

（１）プライバシーポリシースキーム（2019年３月以降） 

 『リクナビ 2020』では、2019年 3月に、プライバシーポリシーを『リクナビ DMPフォロ

ー』の提供にあたって、学生が使用する複数の画面においてプライバシーポリシーに同意を

してもらうサイト構成に変更された。この中には、契約企業への第三者提供の同意も含まれ

ていた。 

リクルートキャリアは、契約企業の委託先企業として、契約企業より、委託業務に必要な

限度で氏名などの個人情報の提供を受ける。その後、当社委託先であるリクルートコミュニ

ケーションズにおいて、提供された個人情報とリクナビに登録された個人情報を紐づけた

上で、当該学生のリクナビサイト上での「業界ごとの閲覧履歴」などからスコアを算出して

いた。 

契約企業からは、学生に関する①応募者管理 ID（契約企業が付与していた応募者の管理

ID）、②姓名、メールアドレス、③大学、学部、学科、④選考プロセスにおける辞退・承諾

情報の提供を受けていた。 

また、契約企業によって異なる「企業独自管理情報」の提供を受けていた場合もある。一

例としては、①契約企業の説明会予約有無、②エントリーシートの記述内容、③契約企業が

利用していた適正検査の項目の値、④応募職種が挙げられる。 

（２）プライバシーポリシー更新漏れによる同意取得の不備 

 『リクナビ 2020』は、学生が使用する複数の画面においてプライバシーポリシーに同意

をしてもらうサイト構成になっているが、プレサイト開設時のプライバシーポリシーにお

いては第三者提供の同意を求める記載がなく、2019 年３月のプライバシーポリシー改定ま

での間、本人の同意を得ないまま内定辞退率をサービス利用企業に提供していた。 

これにより、『リクナビ 2020』に会員登録されている学生のうち、2019年 3月以降にプレ

エントリー・イベント予約・説明会予約・ウェブテスト受検等の機能を利用していない者で、
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かつ、『リクナビ DMPフォロー』を導入した企業への応募者の中で 2019年 3月以降に『リク

ナビ DMPフォロー』のスコア提供対象となった者、計 13,840名の情報が、適切な同意を得

られていない状態で企業に提供されていた。 

（３）評価 

 個人データの第三者提供の同意を求めるプライバシーポリシーへの同意をしていない状

態で学生（応募者）の個人データが「リクナビ DMP」の対象となっていたという、個人情報

保護法 23条１項違反の事態である。 
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Ｑ４ 現行個人情報保護法においては、クッキー（Cookie）の利用・提供について本人の

同意が取得されていますか。改正個人情報保護法により、クッキー（Cookie）の利用・提

供について同意が必要となりますか。諸外国（EU・カリフォルニア州）ではどのような

扱いがなされていますか。 

 

【改正法により行動ターゲット広告におけるクッキー利用は次のように変わる。】 

〇現状 

事業者のクッキー利用に関するウェブサイト（クッキー利用に関する事前同意は取得して

ない）から、DMP 事業者等が組織するオプトアウトサイトに遷移し、DMP 事業者による

利用・提供をオプトアウトできるようにしている。 

〇改正後 

事業者は、利用者から、①事業者から DMP 事業者に対してクッキーの提供して趣味嗜好

や閲覧履歴のデータを収集させること、および、②DMP 事業者から提供を受ける趣味嗜好

や閲覧履歴のデータを利用して利用企業が有しているデータと突合して個人データとして

利用することについて、事前に同意を取得することになる。DMP 事業者は、事業者が事前

同意を取得したか否かを確認し、記録を作成・保存する必要がある。 

 

１ クッキー（Cookie）について 

（１）クッキー（Cookie） 

ア．クッキーとは 

Cookie（クッキー）は、ウェブサイトがブラウザにコンピュータまたはモバイルデバイス

に保存するように要求する小さなデータ。 Cookieを使用すると、ウェブサイトは個人の行

動や嗜好を時間の経過とともに「記憶」することができる。ほとんどのブラウザは Cookie

をサポートしているが、ユーザーはブラウザにおいて Cookieを使用しないように設定でき

る。 

イ．ウェブサイトにおける Cookie の用途 

・ ウェブサイトは主に Cookieを、①ユーザーの識別、②ユーザーのカスタム設定の記憶、

③ユーザーのサイトを閲覧するときにサイトに入らずにタスクを完了できるようにす

ること、に使用できる。Cookie は、オンラインの行動ターゲット広告に使用して、過

去にユーザーが検索したものに関連する広告を表示することもできる。 

・ ウェブページを提供するウェブサーバは、ユーザーのコンピュータまたはモバイルデ

バイス上にクッキーを格納することができる。ファイルをホストする外部 Web サーバ

は、Cookieを格納するためにも使用できる。 これらの Cookieはすべて、http header 

Cookie と呼ばれる。Cookie を保存する別の方法は、そのページに含まれている

JavaScriptコードを使用する方法。 
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・ ユーザーが新しいページを要求するたびに、Web サーバは Cookie のセットの値を受け

取ることができる。 同様に、JavaScript コードは、そのドメインに属する Cookie を

読み取り、それに応じてアクションを実行することができる。 

ウ．Cookieの種類 

①存続期間による分類 

(i)セッション Cookie：ユーザーがブラウザを閉じたときに消去される Cookie 

(ii)永続 Cookie：事前定義された期間、ユーザーのコンピュータ/デバイスに残る Cookie 

 

②帰属による分類 

(i)ファーストタイプ Cookie: Web サーバによって設定され、同じドメインを共有する

Cookie 

(ii)サードパーティ Cookie:訪問したページのドメインとは別のドメインによって保存さ

れた Cookie。この Cookie は、Web ページがそのドメイン外にある JavaScript などのファ

イルを参照しているときに発生する。 

 

（２）クッキー（Cookie）は「個人情報」に該当するか？ 

 個人情報保護法上、「個人情報」については次のように定義されている（同法２条１項）。 

〇個人情報保護法２条１項 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当する

ものをいう。 

①１号個人情報 

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。）により特定の

個人を識別することができるもの（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を含む。） 

②２号個人情報 

個人識別符号が含まれるもの 

 

 クッキーや IPアドレスは、それ自体では特定の個人を識別することができず（１号）個

人情報には該当しない。ただし、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場合には、個人情報に該当する。 

 このように、日本の個人情報保護法においては、原則として、クッキーや IPアドレスの

ようなオンライン識別子は、個人情報には該当しない。そこで、現状、クッキー利用や第三

者提供について、本人の同意は法律上求められていない。 
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２．ＧＤＰＲ・ＣＣＰＡにおけるクッキーの利用 

（１）ＧＤＰＲ（EU 一般データ保護規則） 

 2018年５月 25日に施行された EUのＧＤＰＲにおいては、「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（ＧＤＰＲ４条１項）と定義されている。 

 したがって、クッキー（Cookie）やＩＰアドレスなどのオンライン識別子、位置データな

ども個人データに該当すると考えられている。 

 EUでは、従前から、ePrivacy指令（Directive on privacy and electronic communications

（通称、e-Privacy Directive））５条３項においては、ユーザーの端末装置に蓄積された情

報を保管し、また、それらの情報にアクセスするためには、クッキーの利用目的を分かりや

すく説明した上で同意を取得すること（インフォームド・コンセント）が必要とされている。

すなわち、ウェブサイトにおいて、ほとんど全ての Cookie や類似の技術（例えば、Web ビ

ーコンや Flash Cookieなど）を使用する前にユーザーの同意を取得することが必要である。 

 Cookieについての同意に関しては、①インフォームド・コンセントを必要とする Cookie

を使用してウェブサイトの全てのページに Cookieヘッダーバナーを掲載し、②Cookie 通知

のページへのウェブリンクにアクセスできるようにし、③Cookie を使用しているページに

ついて、ユーザーが同意した場合のみコンテンツを表示できるようにすることが考えられ

る。 

〇Cookie についての同意取得の具体例 

 

Cookies 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we 

use cookies and how you can change your settings. 

I accept cookies 

I refuse cookies 

 

（日本語訳） 

クッキー 

このサイトでは、ブラウジングの経験を向上させるために Cookie を使用しています。 

Cookie の使用方法と設定の変更方法の詳細については、こちらをご覧ください。 

私は Cookie を受け取る 

私は Cookie を拒否する 
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2018年５月 25日のＧＤＰＲの施行後、ウェブサイトにおいて Cookieの同意取得に関する

ヘッダーバナーを表示するウェブサイトが増えた。 

これは、上記 ePrivacy 指令による要請に加えて、CookieがＧＤＰＲの「個人データ」に

該当すると考えられることから、適法な処理としてのデータ主体の同意（ＧＤＰＲ６条１項

(a)）の取得のためであると考えられる。 

（２）ＣＣＰＡ（カリフォルニア消費者プライバシー法） 

ア 「個人情報」の範囲 

 2020年１月に施行されたカリフォルニア消費者プライバシー法（CCPA）においては、「個

人情報」は以下のとおり定義されている。 

第 1798.140 条(o)(1) 

直接的・間接的に特定の消費者または世帯を識別する、関連付ける、記述する、連想でき

る、または、合理的に関連付けられる情報をいう。識別子、資産記録、購買記録などの営

利情報、インターネット上の閲覧履歴、生体情報、位置情報、雇用情報、消費者の嗜好な

ども、この定義に該当する場合には、個人情報に該当する。 

この定義によれば、Cookie などのオンライン識別子やインターネット上の閲覧履歴、位

置情報なども個人情報に該当すると考えられている。 

 

イ 「販売」の意義 

 なお、ＣＣＰＡでは、「個人情報」の「販売」が規制の対象となるが、「販売」の意味は以

下のとおり広く定義されている。価値のある対価と引き換えに個人情報（Cookie などのオ

ンライン識別子を含む）を共有・転送する場合を含むものである。 

第 1798.140 条(t)(1) 

「販売する」、「販売すること」、「販売」又は「販売した」とは、金銭又はその他の価値の

ある対価のために、事業者が他の事業者又は第三者に対して、消費者の個人情報を、販売

し､賃貸し、公表し、開示し、広め、利用可能にさせ、移転し、又は、その他口頭で、書

面で、電子的若しくはその他の方法により伝えることを意味する。 

 

ウ オプトアウト権 

 ＣＣＰＡでは、消費者は、当該消費者の個人情報を第三者に販売する事業者に対し、自己

の個人情報を販売しないよういつでも指示する権利、すなわち、「オプトアウト権」を有す

る（第 1798.120条(a)）。Cookie（クッキー）の第三者への販売もオプトアウトの対象とな

る。 

 消費者の個人情報を第三者に販売する事業者は、個人情報が販売される可能性があり、個

人情報の販売へのオプトアウト権を有するとの通知を消費者に行わなければならない（同

条(b)）。 
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 消費者から、当該消費者の個人情報を販売しないよう指示を受け、または未成年の消費者

の個人情報の場合は、当該未成年消費者の個人情報の個人情報の販売に対する同意を得て

いない事業者は、消費者の指示を受け取った後、当該消費者の個人情報の販売を禁じられる。

ただし、消費者がその後、当該消費者の個人情報の販売に明示的な許可を与えた場合はこの

限りでない。（同条(c)）。 

 消費者が 16歳未満であることを事業者が実際に知っていた場合には、消費者の個人情報

の販売が禁じられる。ただし、消費者が 13歳以上 16歳未満の場合は当該消費者が、または

消費者が 13歳未満の場合は当該消費者の親もしくは保護者が、当該消費者の個人情報の販

売を積極的に許可したときはこの限りではない。消費者の年齢を故意に無視する事業者は、

消費者の年齢を実際に知っていたとみなされる。（同条(d)） 

 オプトアウトの遵守義務を負う事業者は、消費者にとって合理的にアクセスしやすい形

式で次の事項を行う必要がある（第 1798.135条）。 

 (1)事業者のインターネットのホームページに「個人情報の販売お断り」（Do Not Sell My 

personal Information）と題して、消費者・代理人が当該消費者の個人情報の販売をオプ

トアウトできるウェブページに向けて、明確で目立つリンクを貼る。事業者は、消費者に

対し、個人情報を販売しないよう指示するためのアカウント作成を要求してはならない。 

(2)事業者のプライバシーポリシー、消費者の権利に関するカリフォルニア州独自の説明

の中に、「個人情報の販売お断り」のウェブページに向かう別のリンクを用意すると共に、

オプトアウト権に関する消費者の権利の説明を記載する。 

(3)事業者のプライバシー実務・コンプライアンスにおいて、消費者からの問い合わせを

扱う担当者全員に、オプトアウト権に関する義務と消費者に対する権利行使の案内方法

を周知するよう保障する。 

(4)オプトアウト権を行使する消費者については、当該事業者が収集した当該消費者の個

人情報の販売を差し控える。 

(5)既にオプトアウトした消費者については、その消費者に対して個人情報の販売を許可

するように要請する前に、オプトアウトの決定を少なくとも 12 ヶ月は尊重する。 

(6)オプトアウト請求に関連して消費者から収集した個人情報はオプトアウト請求に従う

限り使用する。 

 

３．日本におけるインターネット広告におけるデータの利活用 

（１）一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会（JIAA) 

現行個人情報保護法の下、日本における行動ターゲット広告の取扱いは、一般社団法人日

本インタラクティブ広告協会（JIAA)が定めるガイドラインによっている。 

JIAAは、1999年 5 月にインターネット広告推進協議会として設立したインターネット広

告の業界団体である。2010年 4月より一般社団法人に移行し、2015年 6月に日本インタラ

クティブ広告協会と改称した。 
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会員社数 280社（正会員：244社、賛助会員：27社、準会員 A：９社）。 

インターネット広告（PC、モバイル等のインターネットを利用して行われる広告活動）の

ビジネスに関わる企業（媒体社、広告配信事業者、広告会社等）272社が加盟している。 

インターネット広告の健全な発展、社会的信頼の向上のために、ガイドライン策定、調査

研究、普及啓発などの活動を行っている。 

2017年 1月に米国に本拠地を置く Interactive Advertising Bureau（IAB）のグローバ

ルネットワークに IAB Japan として参画し、国際連携を図りながら活動を推進している。 

加盟会員は、当会の目的および当会が定める「JIAA 行動憲章」と「インターネット広告

倫理綱領」に賛同して入会し、適正な広告ビジネス活動を行っている。 

（２）JIAAにおけるガイドラインの取り組み 

JIAA の主な活動の一つとして、消費者保護の観点に基づいた広告掲載に関わる基準につい

ての調査・研究、協議を行い、ガイドラインの策定および啓発活動を行っている。 

インターネット広告ビジネスにおいて取得・利用される消費者個人に関する情報の取扱

いについて、事業者向けの指針として「プライバシーポリシーガイドライン」および「行動

ターゲティング広告ガイドライン」を定め、自主的な取り組みにより、消費者が安心してイ

ンターネット広告を生活により役立つものとして利用できるよう、信頼性・安全性の確保に

努めている。 

 「プライバシーポリシーガイドライン」は、インターネット広告ビジネスにおいて取得・

管理・利用される個人関連情報（個人情報および個人情報以外のユーザーに関する情報）の

取扱いに関して、会員社が遵守すべき基本的事項を規定したガイドラインである。 

 「行動ターゲティング広告ガイドライン」は、インターネットユーザーのウェブサイト、

アプリケーション、その他インターネット上での行動履歴情報を取得し、そのデータを利用

して広告を表示する行動ターゲティング広告に関して、会員社が遵守すべき基本的事項を

規定したガイドラインである。 

（３）プライバシーポリシーガイドラインにおける「インフォマティブデータ」と「個人関

連情報」 

プライバシーポリシーガイドラインでは、個人に関するデータの保護と利活用に対する

社会的関心の高まりを受け、インターネット広告で取扱う個人情報以外の個人に関する情

報を「インフォマティブデータ」（インフォマティブ＝情報価値を持つ）と独自に定義して

いる。 

「インフォマティブデータ」とは、郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客

番号、クッキー情報、IP アドレス、端末識別 ID などの識別子情報および位置情報、閲覧

履歴、購買履歴といったインターネットの利用にかかるログ情報などの個人に関する情報

で、個人を特定することができないものの、プライバシー上の懸念が生じうる情報、ならび

にこれらの情報が統計化された情報（「統計情報等」）であって、個人と結びつきえない形で

使用される情報を総称していう。 
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個人情報保護法上の「個人情報」および「インフォマティブデータ」から「統計情報等」

を除いたものを「個人関連情報」と称し、個人情報以外のデータについてもインターネット

広告ビジネスのために取得、管理、利用する際の取扱い基準を示している。 

 改正個人情報保護法の「個人関連情報」は、（ざっくり定義すれば）「インフォマティブデ

ータ」から統計情報を除外したものであり、JIAA ガイドラインの「個人関連情報」とは意

味が異なる。JIAAガイドラインの「個人関連情報」は、個人情報保護法上の「個人情報」お

よび「インフォマティブデータ」から統計情報を除いたものである。 

特定の個人を識別しないものの、ブラウザや端末を識別してターゲティング広告等で活

用するデータ（「行動履歴情報」を蓄積・分析してクラスターに分類し、クッキー等の識別

子情報と結びつけて行動ターゲティング広告の配信に用いるデータ等）は、「インフォティ

ブデータ」「個人関連情報」に含まれる。 

「行動履歴情報」とは、ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等、

それを蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析に供することができる情報をいう。 

「インフォマティブデータ」が他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなる場合は、個人情報保護法上の「個人情報」に含まれ

る。 

（４）オプトアウトによる対応（行動ターゲティング広告ガイドライン５条） 

 広告提供事業者（情報取得者・配信事業者）は、利用者に対し、広告提供事業者が行動履

歴情報を取得することの可否または広告提供事業者が行動履歴情報を利用することの可否

を容易に選択できる手段（オプトアウト）を、自らの告知事項を記載したサイト内のページ

から簡単にアクセスできる領域で提供することとされている。 

 媒体運営者（例えば Yahoo Japan など）は、自らのウェブサイト等の分かりやすい場所

に、広告提供事業者の告知事項を記載したページへのリンクを設置することにより、利用者

に対し、オプトアウトを提供する。 

 行動ターゲティング広告ガイドライン（第 5条利用者関与の機会の確保）の趣旨に沿って

簡便なオプトアウトを提供するため、DDAI（データ・ドリブン・アドバタイジング・イニシ

アティブ）を組織し、DSP、SSP、DMPなどの広告プラットフォーム事業者が中心になり、ユ

ーザーが広告でのデータ利用（ターゲティング）の可否を選択するための「統合オプトアウ

トサイト」の運営や、ターゲティング広告に関する啓発を行っている。 

 DDAI< http://ddai.info >は、(株)サイバー・コミュニケーションズとデジタル・アドバ

タイジング・コンソーシアム(株)によって 2013年に発足した組織で、2016年 10月に JIAA

に活動母体を移し、特別事業として独立した運営を行っており、JIAA 会員事業者に限らず

参加することができる。 
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出所：インターネット広告における「個人関連情報」の取扱いに関するガイドライン等の取

り組みについて（一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA））（個人情報保護委員

会（第 98回）資料 2019年（平成 31年）年 3月 29日） 

 

 また、行動ターゲティング広告ガイドライン（第 6条情報提供）に基づき、広告上に JIAA

が指定する業界共通の「インフォメーションアイコン」を表示し、データの取り扱いに関す

る説明やオプトアウトへの導線を設けるプログラムを実施している。 

 

 

出所：インターネット広告における「個人関連情報」の取扱いに関するガイドライン等の取

り組みについて（一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA））（個人情報保護委員

会（第 98回）資料 2019年（平成 31年）年 3月 29日） 
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４．改正個人情報保護法の取扱い 

（１）用語の定義 

 改正個人情報保護法上、「個人関連情報」、「個人関連情報データベース等」、「個人関連情

報取扱事業者」という新たな定義が置かれることになる（改正 26条の２第１項）。 

ア 「個人関連情報」 

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれ

にも該当しないものをいう。 

「個人関連情報」に該当するのは、郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客

番号、Cookie情報、IPアドレス、契約者・端末固有 IDなどの識別子情報および位置情報、

閲覧履歴、購買履歴と言ったインターネットの利用にかかるログ情報などの個人に関する

情報で特定の個人が識別できないものがこれに該当すると考えられる。 

上記３の JIAAの「個人関連情報」には、個人情報保護法上の「個人情報」も含まれるの

で意味が異なるので注意を要する。 

イ 「個人関連情報データベース等」 

「個人関連情報」を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用い

て検索することができるように体系的に構成したものその他特定の「個人関連情報」を容易

に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。 

具体的には、Cookie やＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲

覧履歴や趣味嗜好のデータベースが「個人関連情報データベース等」に該当すると考えられ

る。 

ウ 「個人関連情報取扱事業者」 

「個人関連情報データベース等」を事業の用に供している者で、国、地方公共団体、独立

行政法人等、地方独立行政法人を除いたものをいう。 

具体的には、Cookie やＩＰアドレス等の識別子情報（個人関連情報）に紐づけられた閲

覧履歴や趣味嗜好のデータベース（個人関連情報データベース等）から、特定の Cookieや

ID 等の識別子に紐付けられた閲覧履歴や趣味嗜好の情報を利用企業（第三者）に提供する

DMP事業者が「個人関連情報取扱事業者」に該当するものと考えられる。 

 

（２）改正法の規律 

ア 第三者の義務（法案 26条の２第１項１号、26条の２第３項の準用する 26条２項） 

⑤ 同意取得義務（法案 26条の２第１項１号） 

 「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受ける「第三者」は、「個人

関連情報」（「個人関連情報データベース等」を構成するものに限る。）を個人データとし

て取得することが想定されるときは、法 23条１項各号に該当する場合を除いて、「個人関

連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データと

して取得することを認める「本人の同意」を取得する必要がある（法案 26 条の２第１項
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１号）。 

⑥ 確認にあたっての偽りの禁止（法案 26条の２第３項の準用する法 26条２項） 

上記①の「第三者」は、「個人関連情報取扱事業者」が本人の同意を取得したことの確認

を行う場合、当該「個人関連情報取扱事業者」に対して、当該確認に係る事項を偽っては

ならない。 

⑦ 外国にある第三者の場合（法案 26条の２第１項２号） 

Ｑ２を参照。 

⑧ 外国にある第三者が個人関連情報を受領する場合の相当措置の継続的な実施（法案 26

条の２第２項の準用する法案 24条３項） 

Ｑ２を参照。 

 

イ 個人関連情報取扱事業者の義務（法案 26 条の２第１項・３項・４項） 

⑤ 確認義務（法案 26条の２第１項１号） 

 「個人関連情報取扱事業者」は、「第三者」が「個人関連情報」（「個人関連情報データベ

ース等」を構成するものに限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、

法 23条１項各号に該当する場合を除いて、当該「第三者」が「個人関連情報取扱事業者」

から「個人関連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを

認める本人の同意を得ていることを確認する必要がある。  

⑥ 記録の作成・保存義務（法案 26条の２第３項、法 26条３項・４項） 

 「個人関連情報取扱事業者」は、上記①の確認を行ったときは、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、当該個人関連情報を提供した年月日、当該確認に係る事項その

他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない（法案

26条の２第３項、法 26条３項）。 

また、「個人関連情報取扱事業者」は、当該記録を、当該記録を作成した日から個人情報

保護委員会規則で定める期間保存しなければならない（法案 26条の２第４項、法 26条４

項）。 

⑦ 外国にある第三者に個人関連情報を提供する場合（法案 26条の２第１項２号） 

Ｑ２を参照。 

⑧ 個人関連情報を外国にある第三者への提供する場合の相当措置の継続的な実施（法案

26条の２第２項の準用する法案 24条３項） 

Ｑ２を参照。 

 

５．行動ターゲティング広告への影響 

改正法により行動ターゲット広告におけるクッキー利用は次のように変わると考えられる。 

〇現状 

事業者のクッキー利用に関するウェブサイト（クッキー利用に関する事前同意は取得して
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ない）から、DMP事業者等が組織するオプトアウトサイトに遷移し、DMP事業者による利用・

提供をオプトアウトできるようにしている。 

〇改正後 

事業者は、利用者から、①事業者から DMP事業者に対してクッキーの提供して趣味嗜好や閲

覧履歴のデータを収集させること、および、②DMP事業者から提供を受ける趣味嗜好や閲覧

履歴のデータを利用して利用企業が有しているデータと突合して個人データとして利用す

ることについて、事前に同意を取得することになる。DMP事業者は、事業者が事前同意を取

得したか否かを確認し、記録を作成・保存する必要がある。 

 

※改正により、利用企業の側においては、Cookie やＩＰアドレス等に紐づいた閲覧履歴や

趣味趣向などのデータを個人データとして取得することを認める旨の本人の同意を取得す

ることが必要となる。併せて、利用企業が DMP 事業者などに対して Cookie や IP アドレス

を提供することも「提供元基準」（Q2・Q3参照）に基づき個人データの第三者提供に該当す

るものとして本人の同意が必要となる可能性が高い。 
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Ｑ５４．個人情報の適正な利用義務が規定化されるとのことですが、その背景と適用の

在り方について教えてください。 

 

【改正条文】 

（不適正な利用の禁止） 

第 16条の２ 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ

れがある方法により個人情報を利用してはならない。 

 

※参照 

（適正な取得） 

第 17条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはな

らない。 

２ （略） 

【改正内容・実務上の影響】 

個人情報取扱事業者は、形式的には個人情報保護法の規定に違反しなくても、違法又は

不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合は、

法 16条の２違反となり、個人情報保護委員会の行政処分の対象となり得ることになる。 

 

１ 改正条文 

 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法に

より個人情報を利用してはならない。 

 すなわち、形式的には個人情報保護法の規定に違反しなくても、違法又は不当な行為を助

長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合は、法 16条の２違反

となり、個人情報保護委員会の行政処分の対象となり得ることになる。 

 なお、「利用」については、個人情報保護法に定義はないが、取得及び廃棄を除く取扱い

全般を意味すると考えられる。したがって、保管しているだけでも利用に該当する（〇「個

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

発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ（個人情報保護委員会）２－３）。 

 本規定の追加は、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される（改正法附則１条本文）。 

  



40 

 

 

２ 改正の趣旨（制度改正大綱） 

 制度改正大綱においては、本改正の趣旨について、以下のとおり規定している。 

⚫ 昨今の急速なデータ分析技術の向上等を背景に、潜在的に個人の権利利益の侵害につ

ながることが懸念される個人情報の利用の形態がみられるようになり、消費者側の懸

念が高まりつつある。 

⚫ そのような中で、特に、現行法の規定に照らして違法ではないとしても、違法又は不当

な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用するなど、本法

の目的である個人の権利利益の保護に照らして、看過できないような方法で個人情報

が利用されている事例が、一部にみられる。 

⚫ 制度改正大綱は、こうした実態に鑑み、個人情報取扱事業者は、適正とは認めがたい方

法による、個人情報の利用を行ってはならない旨を明確化することとしている。 

 

３ 想定される事例 

 制度改正大綱は、「現行法の規定に照らして違法ではないとしても、違法又は不当な行為

を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用するなど、本法の目的で

ある個人の権利利益の保護に照らして、看過できないような方法で個人情報が利用されて

いる事例」がある実態に鑑み、「個人情報取扱事業者は、適正とは認めがたい方法による、

個人情報の利用を行ってはならない」旨を明確化することとしている。 

 具体的に想定されるのは、制度改正大綱においても改正事項として提言されている「提供

先において個人データとなる情報の取扱い」や「リクナビ問題」の事例が考えられる。 

（１）提供先において個人データとなる情報の取扱い（制度改正大綱 第３章第４節（３）） 

  提供元と提供先でデータ共有が行われる等の結果、提供先では、個人情報となることを

知りながら、提供元では個人が特定できないとして、本人同意なくデータが第三者提供され

る事例が存在している。 
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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） 

 

 制度改正大綱にも掲げられているとおり、これは、DMP（Data Management Platform）を

利用したターゲット広告などで問題となる。 

DMPとは、インターネット上の様々なサーバーに蓄積されるデータや自社サイトのログデ

ータなどを一元管理、分析し、最終的に広告配信などを実現するためのプラットフォームの

ことである。 

 DMP は「プライベート DMP」と「パブリック DMP」の 2 種類がある。企業が自社で蓄積し

たデータを活用するために用いる「プライベート DMP」と、DMPを運営する事業者が様々な

事業者からユーザーデータを収集し、それにＩＤを付した上で統合・分析し、さらには、外

部に提供する「パブリック DMP」がある。 

 「プライベート DMP」は、自社データであり、アクセス解析データ、購買データ、キャン

ペーン結果、アクセスログ、広告配信データ等が含まれる。自社データであるので、特定の

個人を識別できる「個人データ（個人情報）」に該当する。 

「パブリック DMP」は、外部データであり、属性データ（性別、年代等）、嗜好性データ、

外部サイト行動データ等が含まれる。個人を特定できるデータは含まれておらず、Cookie

（クッキー）などで集約される。 

「プライベート DMP」（自社データ）と「パブリック DMP」（外部データ）を紐づけて、セ

グメント分析や顧客プロファイリングを行い、広告配信や自社の施策のターゲティングに

利用される。 
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（２）リクナビ問題 

 就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリア（以下「リクルート

キャリア社」という。）が、いわゆる内定辞退率を提供するサービスに関する問題がある。 

「個人情報の保護に関する法律第 42 条第１項の規定に基づく勧告等について」（個人情

報保護委員会：令和元年 12月４日）18によれば、以下のとおり、「提供元では個人データに

該当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報」の提供が本人の

同意なしに行われていた。 

 

➀ 2018年度卒業生向けの「リクナビ 2019」におけるサービスでは、個人情報である氏名

の代わりに Cookieで突合し、特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算出

し、第三者提供に係る同意を得ずにこれを利用企業に提供していた。 リクルートキャ

リア社は、内定辞退率の提供を受けた企業側において特定の個人を識別できることを

知りながら、提供する側では特定の個人を識別できないとして、個人データの第三者

提供の同意取得を回避しており、法の趣旨を潜脱した極めて不適切なサービスを行っ

ていた。 

 

 リクナビ問題についての詳細については、Ｑ３「いわゆる「リクナビ問題」ではどのよう

なことが問題となりましたか。」を参照のこと。 

 

                             
18 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf 

アクセス解析データ 

購買データ 

キャンペーン結果 

アクセスログ 
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代等） 

嗜好性データ 

外部サイト行動デー

タ 

DMP 

データ管理・

統合・分析 

広告配信・自社施策ターゲティング 

セグメント分析・ 

顧客プロファイリング 

自社データ（個人情報） 

外部データ 

（非個人情報・クッキー等） 
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３ 改正内容・実務上の影響 

 上記２（１）の「提供先において個人データとなる情報の取扱い」については、別途、法

26 条の２（個人関連情報の第三者提供の制限等）として改正規定が設けられている。 

それにも関わらず、別途、法 16条の２（不適正な利用の禁止）の規定が設けられたのは、

データ分析技術等の向上により、個人情報保護法には直接は違反しないものの、適正な利用

とは言い難い、法 26 条の２（個人関連情報の第三者提供の制限等）以外の個人情報の不適

正な利用が今後もなされることが考えられ得るために規定することとしたものと考えられ

る。 

 すなわち、形式的には個人情報保護法の規定に違反しなくても、違法又は不当な行為を助

長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合は、法 16条の２違反

となり、個人情報保護委員会の行政処分の対象となり得ることになる。 
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Ｑ６５．個人情報保護法に「仮名加工情報」が新たに設けられますが、どのような情報

で、どのような規律が適用されますか。 

 

【改正条文】 

（定義） 

第２条 

９ この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別すること

ができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

一 第１項第１号に該当する個人情報  

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元

することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含

む。）。 

二 第１項第２号に該当する個人情報  

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号

を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む。）。 

10  この法律において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集

合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるよう

に体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるよ

うに体系的に構成したものとして政令で定めるもの（第 35条の２第１項において「仮

名加工情報データベース等」という。）を事業の用に供している者をいう。ただし、第

５項各号に掲げる者を除く。 

 

（仮名加工情報の作成等） 

第 35条の２ 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構

成するものに限る。以下同じ。）を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の

個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員

会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮

名加工情報に係る削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除さ

れた記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情

報をいう。以下この条及び次条第３項において読み替えて準用する第７項において同

じ。）を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人

情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じ
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なければならない。 

３ 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において

同じ。）は、第 16 条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第 15条第１

項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個

人情報であるものに限る。以下この条において同じ。）を取り扱ってはならない。 

 

〇第 16 条の不適用 

（利用目的による制限） 

第 16条 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、前条の規定に

より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。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から

事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意

を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超え

て、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

４ 仮名加工情報についての第 18条の規定の適用については、同条第１項及び第３項中

「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第４項第１号から第３

号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。 

〇第 18 条（取得に際しての利用目的の通知等）の読み替え（法案 35 条の２第４項） 

第 18条 個人情報取扱事業者仮名加工情報取扱事業者は、個人情報仮名加工情報を

取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、

その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者仮名加工情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本

人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電磁的記録を含む。

以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個人情報仮名加工情報を取得

する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報仮名加工情報
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を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければな

らない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合

は、この限りでない。 

３ 個人情報取扱事業者仮名加工情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、

変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

４ 前３項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者

の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合  

 

５ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用す

る必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう

努めなければならない。この場合においては、第 19条の規定は、適用しない。 

 

〇参考 

（データ内容の正確性の確保等） 

第 19条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人デ

ータを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当

該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 

 

６  仮名加工情報取扱事業者は、第 23条第１項及び第２項並びに第 24 条第１項の規定

にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三

者に提供してはならない。この場合において、第 23条第５項中「前各項」とあるのは

「第 35条の２第６項」と、同項第３号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得

る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第６項中「、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第 25条

第１項ただし書中「第 23条第１項各号又は第５項各号のいずれか（前条第１項の規定

による個人データの提供にあっては、第 23 条第１項各号のいずれか）」とあり、及び

第 26 条第１項ただし書中「第 23 条第１項各号又は第５項各号のいずれか」とあるの

は「法令に基づく場合又は第 23条第５項各号のいずれか」とする。 
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〇仮名加工情報である個人データの第三者提供に関する読み替え規定 

（第三者提供の制限） 

第 23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同

意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除

く。以下この項において同じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別さ

れる個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に

掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじ

め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保

護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者

に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人

情報又は第 17 条第１項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報

取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複

製し、又は加工したものを含む。）である場合は、この限りでない。（⇒適用なし） 

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

ものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第 26条第１項第１号

及び第 27条第１項第１号において同じ。）の氏名 

二 第三者への提供を利用目的とすること。 

三 第三者に提供される個人データの項目 

四 第三者に提供される個人データの取得の方法 

五 第三者への提供の方法 

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停

止すること。 

七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員

会規則で定める事項 

３・４（略） 
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５ 次に掲げる場合において、当該仮名加工情報である個人データの提供を受ける

者は、前各項第 35条の２第６項の規定の適用については、第三者に該当しないも

のとする。 

一 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）が利用目的

の達成に必要な範囲内において仮名加工情報である個人データの取扱いの全

部又は一部を委託することに伴って当該仮名加工情報である個人データが提

供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って仮名加工情報である個人データ

が提供される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される仮名加工情報である個人データが当該

特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される仮名

加工情報である個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の

利用目的並びに当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有

する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて

公表しているとき。 

６ 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、前項第三

号に規定する仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏

名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったと

きは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を

変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人

が容易に知り得る状態に置かなければ公表しなければならない。 

（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１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・３（略） 
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（第三者提供に係る記録の作成等） 

第 25条 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名

加工情報である個人データを第三者（第二条第五項各号に掲げる者を除く。以下

この条及び次条（第 26 条の２第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

において同じ。）に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところによ

り、当該仮名加工情報である個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又

は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなけ

ればならない。ただし、当該仮名加工情報である個人データの提供が第 23条第１

項各号又は第５項各号のいずれか（前条第１項の規定による個人データの提供に

あっては、第 23 条第１項各号のいずれか）法令に基づく場合又は第 23 条第５項

各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

２（略） 

 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第二十六条 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、

第三者から仮名加工情報である個人データの提供を受けるに際しては、個人情報

保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければな

らない。ただし、当該仮名加工情報である個人データの提供が第 23条第１項各号

又は第５項各号のいずれか法令に基づく場合又は第 23 条第５項各号のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。 

一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者（法

人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又

は管理人）の氏名 

二 当該第三者による当該仮名加工情報である個人データの取得の経緯 

２～４（略） 

 

７ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工

情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を

他の情報と照合してはならない。 

８ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵

便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置

若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、

又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用
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してはならない。 

９ 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人デー

タについては、第 15 条第２項、第 22 条の２及び第 27 条から第 34 条までの規定は、

適用しない。 

 

〇仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人

データに適用がない規定 

⚫ 第 15条第２項（利用目的の変更の範囲） 

⚫ 第 22条の２（漏えい等の報告等） 

⚫ 第 27条（保有個人データに関する事項の公表等） 

⚫ 第 28条（開示） 

⚫ 第 29条（訂正等） 

⚫ 第 30条（利用停止等） 

⚫ 第 31条（理由の説明） 

⚫ 第 32条（開示等の請求手続等に応じる手続） 

⚫ 第 33条（手数料） 

⚫ 第 34条（事前の請求） 

 

（仮名加工情報の第三者提供の制限等） 

第 35 条の３ 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報

（個人情報であるものを除く。次項及び第３項において同じ。）を第三者に提供しては

ならない。 

２ 第 23 条第５項及び第６項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用す

る。この場合において、同条第５項中「前各項」とあるのは「第 35条の３第１項」と、

同項第１号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項

第３号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公

表して」と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業

者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるの

は「公表しなければ」と読み替えるものとする。 

〇個人情報でない仮名加工情報に関する準用・読み替え規定 

 

第 23条（第三者提供の制限等） 

５ 次に掲げる場合において、当該個人データ仮名加工情報（個人情報であるものを

除く。以下同じ。）の提供を受ける者は、前各項第 35 条の３第１項の規定の適用

については、第三者に該当しないものとする。 

一 個人情報取扱事業者仮名加工情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲
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内において個人データ仮名加工情報の取扱いの全部又は一部を委託すること

に伴って当該個人データ仮名加工情報が提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データ仮名加工情報が提供

される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データ仮名加工情報が当該特定の

者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データ仮

名加工情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに

当該個人データ仮名加工情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて公表しているとき。 

６ 個人情報取扱事業者仮名加工情報取扱事業者は、前項第３号に規定する個人デ

ータ仮名加工情報の管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は

法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定す

る利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあら

かじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かな

ければ公表しなければならない。 

 

３ 第 20 条から第 22 条まで、第 35 条並びに前条第７項及び第８項の規定は、仮名加工

情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第

20条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第７項中「ために、」

とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。 

 

〇個人情報でない仮名加工情報に関する準用・読み替え規定 

 

（安全管理措置） 

第 20条 仮名加工情報取扱事業者は、その取り扱う仮名加工情報（個人情報である

ものを除く。）の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の仮名加工情報（個人情報で

あるものを除く。）の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな

い。 

 

（従業者の監督） 

第 21条 仮名加工情報取扱事業者は、その従業者に仮名加工情報（個人情報である

ものを除く。）を取り扱わせるに当たっては、当該仮名加工情報の安全管理が図ら

れるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

（委託先の監督） 
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第 22条 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）

の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された仮名加工情

報（個人情報であるものを除く。）の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に

対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

（個人情報取扱事業者による苦情の処理） 

第 35条 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）

の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

 

第 35条の２第７項・第８項 

７ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）を取

り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人

を識別するために、削除情報等を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合

してはならない。 

８ 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）を取

り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若

しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書

便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情

報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問するた

めに、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 
 

【実務上の影響】 

⚫ 現在の個人情報保護法の下では、個人情報取扱事業者が自社内部で個人データを匿

名化して活用しようとする場合、「匿名加工情報」の加工基準・加工方法を充たさな

い限りは、安全管理措置を講じた上で、個人の各種請求（開示・訂正等、利用停止等

の請求）に応じなければならない。これに対して、「仮名加工情報」の加工基準・加

工方法を満たす場合においては個人の各種請求に応ずる義務がなくなる。 

⚫ 「仮名加工情報」の加工基準・加工方法が厳しく、「匿名加工情報」との差があまり

なく、厳格であれば、「仮名加工情報」の利活用は進まない可能性がある。 

⚫ 個人情報に該当する「仮名加工情報」については、目的外利用が禁止され、取得にあ

たって利用目的について公表等が必要となるので、事業者内部で制限なく利用する

ためには、個人情報に該当しない「仮名加工情報」にする必要がある。 

⚫ 仮名加工情報は事業者内部で利用することが想定されており、本人の同意を得て個

人データ同様、として提供する場合しか本人の事前の同意がなければ第三者提供は

制限されるできないので、ビックデータとして広く利用されることにはならないの
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ではないかと考えられる。 

 

１．改正法の規律 

（１）仮名加工情報（法２条９項各号） 

 「仮名加工情報」とは、「１号個人情報」（法２条１項１号：氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができるもの）と「２号個人情報」（法２条１項２号：

個人識別符号が含まれるもの）の区分に応じて、以下の措置を講じて他の情報と照合しない

限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関す

る情報をいう（法２条９項本文）。 

 

① １号個人情報（法２条１項１号：氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの） 

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元するこ

とのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

② ２号個人情報（法２条１項２号：個人識別符号が含まれるもの） 

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元

することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

 

 仮名加工情報は、その加工の程度に応じて、「個人情報である仮名加工情報」と「個人情

報でない仮名加工情報」に分かれる。すなわち、仮名加工情報は、他の情報と照合しない限

り特定の個人を識別することができないものであるが、他の情報と容易に照合でき特定の

個人が識別できるものは個人情報に該当するが、そうでないものは個人情報に該当しない

ことになる。 

 

（２）仮名加工情報データベース等（法２条 10 項） 

 「仮名加工情報データベース等」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定

の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

その他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと

して政令で定めるものをいう。 

 

（３）仮名加工情報取扱事業者（法２条 10項） 

 「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報データベース等を事業の用に供している

者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人はこれに

該当しない（法２条５項参照）。 

 

（４）仮名加工情報の加工方法・加工基準（法 35条の２第１項） 



54 

 

個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構成するものに

限る。）を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができな

いようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人

情報を加工しなければならない。 

仮名加工情報の具体的な加工方法や加工基準については、今後、個人情報保護委員会規則

や個人情報保護委員会のガイドラインにおいて定められるものと考えられる。 

 

（５）削除等情報の安全管理措置（法 35条の２第２項） 

 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構成するものに

限る。）を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る「削除情報等」を

取得したときは、「削除情報等」の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護

委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければなら

ない。 

 「削除等情報」とは、仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及

び個人識別符号並びに法 35条の２第１項（上記（４））により行われた加工の方法に関する

情報をいう。 

 「削除等情報」の安全管理措置の基準については、今後、個人情報保護委員会規則や個人

情報保護委員会のガイドラインにおいて定められるものと考えられる。 

 

（６）個人情報である仮名加工情報の目的外利用の禁止（法 35条の２第３項） 

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、第 16 条の規定に

かかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第 15条第１項の規定により特定された利用目

的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個人情報であるものに限る。）を取り扱っ

てはならない。 

すなわち、「個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者」は、「個人情報である仮

名加工情報」について、法 15条１項において特定された利用目的の達成に必要な範囲を超

えて取り扱ってはならず、以下の取扱いが認められない。 

① 「個人情報である仮名加工情報」について本人の事前の同意を得て目的外利用をするこ

と（法 16条１項参照） 

② 「法令に基づく場合」（法 16条３項１号）以外の公益的理由による目的外利用をするこ

と（以下参照） 

• 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。（法 16条３項２号） 

• 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。（法 16条３項３号） 

• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
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行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。（法 16条３項４号） 

 

 なお、反対解釈として、個人情報ではない仮名加工情報については、目的外利用の禁止の

適用はないものと考えられる。 

 

（７）個人情報である仮名加工情報の取得に際しての利用目的の公表等（法 35条の２第４

項の準用する法 18条） 

① 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情報（個

人情報に限る。）を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除

き、速やかに、その利用目的を公表しなければならない。（法 35条の２第４項による法

18 条１項の準用・読み替え） 

② 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、前項の規定にか

かわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電磁的記録

を含む。以下この項において同じ。）に記載された当該本人の仮名加工情報（個人情報

に限る。）を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の仮名加工情

報（個人情報に限る。）を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を

明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要

がある場合は、この限りでない。（法 35条の２第４項による法 18条２項の準用） 

③ 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、利用目的を変更

した場合は、変更された利用目的について公表しなければならない。（法 35条の２第４

項による法 18条３項の準用） 

④ 上記の①利用目的の公表、②書面により直接取得する場合の利用目的の明示、③利用目

的の変更に係る規定について、以下の場合は適用されない（法 35条の４項による法 18

条４項の準用・読み替え） 

(i) 利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利

利益を害するおそれがある場合 

(ii) 利用目的を公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益

を害するおそれがある場合 

(iii) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 

(iv) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 

 なお、反対解釈として、仮名加工情報取扱事業者は、個人情報ではない仮名加工情報を取

得するにあたっての利用目的の公表等をする必要はないものと考えられる。 
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(８) 仮名加工情報である個人データ及び削除情報等の消去の努力義務（法 35 条の２第５

項） 

 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情報であ

る個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削

除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第 19条の

規定は、適用しない。 

 

〇参考 

（データ内容の正確性の確保等） 

第 19条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人デー

タを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個

人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 

 

（９）仮名加工情報である個人データの第三者提供の規律（法 35条の２第６項） 

ア 第三者提供が認められる場合（法 35 条の２第６項が準用する法 23 条１項・２項、24

条１項） 

 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、法令に基づく場合

を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。 

 すなわち、通常の個人データの第三者提供において認められる以下の方法による提供は

認められない。 

• 本人の事前の同意（法 23条１項） 

• 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。（法 23条１項２号） 

• 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。（法 23条１項３号） 

• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。（法 23条１項４号） 

• オプトアウト手続（法 23条２項） 

• 外国にある第三者への提供を認める旨の同意（法 24条１項） 

 

 なお、仮名加工情報の原データ（保有個人データ）を本人の同意を得ること等により第三

者に提供することは可能であると考えられる。 

また、あらかじめ本人の同意を得ること等により、仮名加工情報の原データのほか、原デ
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ータを仮名加工情報としたものを、個人データとして、第三者に提供することも可能であ

ると考えられる。（下記の制度改正大綱の記述参照） 

 

第４節 データ利活用に関する施策の在り方 

２．「仮名化情報（仮称）」の創設 

 

〇 また、「仮名化情報（仮称）」は、事業者内部における分析のために用いられることに

鑑み、「仮名化情報（仮称）」それ自体を第三者に提供することは許容しないこととす

る。その場合であっても、「仮名化情報（仮称）」の作成に用いられた原データ（保有

個人データ）を、本人の同意を得ること等により第三者に提供することは可能である

（脚注７）。 

（脚注７）あらかじめ本人の同意を得ること等により、原データのほか、原データを仮名

化したデータを、（現行法における）個人データとして、第三者に提供することも可能で

ある。 

 

イ 第三者に該当しない提供（法 35条の２第６項が準用する法 23条５項各号） 

 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、以下の場合は、「第

三者」に該当しないものとして、（本人の同意なしに）仮名加工情報である個人データの提

供ができる。 

 通常の個人データの提供と同様に、以下の場合が認められる。 

① 仮名加工情報である個人データの取扱いの委託（法 35条の２第６項が準用する法 23

条５項１号） 

② 合併その他の事由による事業の承継に伴って仮名加工情報である個人データが提供

される場合（法 35条の２第６項が準用する法 23条５項２号） 

③ 仮名加工情報である個人データの共同利用の場合（法 35条の２第６項が準用する法

23条５項３号） 

 

 「③仮名加工情報である個人データの共同利用」については、特定の者との間で共同して

利用される仮名加工情報である個人データが当該特定の者に提供される場合で、その旨並

びに共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目、共同して利用する者の範

囲、利用する者の利用目的並びに当該仮名加工情報である個人データの管理について責任

を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あ

らかじめ公表している場合に共同利用が認められる。（法 35 条の２第６項が準用する法 23

条５項３号） 

 個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあって

は、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目
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的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について公表し

なければならない。（法 35条の２第６項が準用する法 23条６項） 

 通常の個人データの共同利用の場合（変更の場合を含む）（法 23条５項３号、６項）につ

いては、「本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置く」ことが求められるが仮名加工情

報である個人データの共同利用の場合（変更の場合を含む）については、「公表」のみが認

められる。 

 

ウ 仮名加工情報である個人データの第三者提供に係る記録の作成等（法 35条の２第６項

が準用する法 25条１項） 

 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情報であ

る個人データを第三者（法２条５項各号に掲げる者を除く。）に提供したときは、個人情報

保護委員会規則で定めるところにより、当該仮名加工情報である個人データを提供した年

月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する

記録を作成しなければならない。 

 ただし、仮名加工情報である個人データの提供が①法令に基づく場合又は②法 23条５項

各号のいずれかに該当する場合には、記録の作成義務はない。 

 通常の個人データの記録義務の例外は「法 23 条１項各号又は法 23 条５項各号」とされ

ているところ、「法 23 条１項各号」の公益目的の例外のうち「法令に基づく場合」（法 23条

１項１号）のみ認められている。 

 

エ 仮名加工情報である個人データの第三者提供を受ける際の確認等（法 35条の２第６項

が準用する法 26条１項） 

仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、第三者から個人デ

ータの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項の確認を行わなければならない。 

①当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者（法人でない団

体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）の氏名 

②当該第三者による当該仮名加工情報である個人データの取得の経緯 

ただし、当該個人データの提供が①法令に基づく場合又は②第 23条第５項各号のいずれ

かに該当する場合は、確認義務を負わない。 

 通常の個人データの確認義務の例外は「法 23 条１項各号又は法 23 条５項各号」とされ

ているところ、「法 23 条１項各号」の公益目的の例外のうち「法令に基づく場合」（法 23条

１項１号）のみ認められている。 

 

（10）個人情報である仮名加工情報の他の情報との照合禁止（法 35条の２第７項） 

 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情報（個
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人情報であるものに限る。）を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられ

た個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはなら

ない。 

 

（11）個人情報である仮名加工情報に含まれる情報の流用の禁止（法 35 条の２第８項） 

 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。）は、仮名加工情報（個

人情報であるものに限る。）を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは一般信書

便事業者若しくは特定信書便事業者による信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミ

リ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用いて送信し、又

は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用しては

ならない。 

 

（12）仮名加工情報（個人情報であるものに限る。）、仮名加工情報である個人データ及び仮

名加工情報である保有個人データに適用がない規定（法 35条の２第９項） 

 以下の規定は、仮名加工情報（個人情報であるものに限る。）、仮名加工情報である個人デ

ータ及び仮名加工情報である保有個人データには適用されない。 

⚫ 第 15条第２項（利用目的の変更の範囲） 

⚫ 第 22条の２（漏えい等の報告等） 

⚫ 第 27条（保有個人データに関する事項の公表等） 

⚫ 第 28条（開示） 

⚫ 第 29条（訂正等） 

⚫ 第 30条（利用停止等） 

⚫ 第 31条（理由の説明） 

⚫ 第 32条（開示等の請求手続等に応じる手続） 

⚫ 第 33条（手数料） 

⚫ 第 34条（事前の請求） 

 

（13）個人情報でない仮名加工情報の第三者提供の制限（法 35条の３第１項、同条２項の

準用する法 23 条５項・６項） 

ア 第三者への提供の制限（法 35 条の３第１項） 

 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であ

るものを除く。）を第三者に提供してはならない。 

 個人データでない仮名加工情報であるので、法 23条１項の適用はないが、仮名加工情報

である個人データの第三者提供の場合（35条の２第６項）の場合（上記（９）ア参照）の場

合と平仄を合わせて、仮名加工情報の第三者提供の制限をしている。 
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 なお、仮名加工情報の原データ（保有個人データ）を本人の同意を得ること等により第三

者に提供することは可能であると考えられる。 

また、あらかじめ本人の同意を得ること等により、仮名加工情報の原データのほか、原デ

ータを仮名加工情報としたものを、個人データとして、第三者に提供することも可能であ

ると考えられる。（下記の制度改正大綱の記述参照） 

 

第４節 データ利活用に関する施策の在り方 

２．「仮名化情報（仮称）」の創設 

 

〇 また、「仮名化情報（仮称）」は、事業者内部における分析のために用いられることに

鑑み、「仮名化情報（仮称）」それ自体を第三者に提供することは許容しないこととす

る。その場合であっても、「仮名化情報（仮称）」の作成に用いられた原データ（保有

個人データ）を、本人の同意を得ること等により第三者に提供することは可能である

（脚注７）。 

（脚注７）あらかじめ本人の同意を得ること等により、原データのほか、原データを仮名

化したデータを、（現行法における）個人データとして、第三者に提供することも可能で

ある。 

 

イ 第三者に該当しない場合（法 35条の３第２項の準用する法 23条５項・６項） 

 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。）の提供をする

場合においては、以下の各場合は第三者への提供には該当せず、（本人の同意なしに）提供

することができる。（法 35条の３第２項の準用する法 23条５項各号） 

① 仮名加工情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において仮名加工情報の取

扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該仮名加工情報が提供される場合 

② 合併その他の事由による事業の承継に伴って仮名加工情報が提供される場合 

③ 特定の者との間で共同して利用される仮名加工情報が当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用される仮名加工情報の項目、共同して利用する者

の範囲、利用する者の利用目的並びに当該仮名加工情報の管理について責任を有する

者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらか

じめ公表しているとき。（いわゆる共同利用） 

 

 上記③の共同利用の場合、仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報の管理について責任

を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があっ

たときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更

しようとするときはあらかじめ、その旨について公表しなければならない。（法 35条の３第

２項の準用する法 23 条６項） 
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 個人データでない仮名加工情報であるので、法 23条１項の適用はないが、上記アのとお

り、仮名加工情報である個人データの第三者提供の制限の例外として第三者に該当しない

場合（法 35条の２第６項が準用する法 23条５項各号）（上記（９）イ参照）の場合と平仄

を合わせて、第三者に該当しない場合を規定している。 

 

（14）個人情報ではない仮名加工情報への個人データに関する規定の準用（法 35条の３第

３項） 

 個人情報ではない仮名加工情報にも、以下の個人データに関する規定が準用して適用さ

れる。 

⚫ 安全管理措置（法 20条）：漏えいの防止のみ問題となる（滅失・毀損の防止は問題とな

らない）。 

⚫ 従業者の監督（法 21条） 

⚫ 委託先の監督（法 22条） 

⚫ 苦情の処理（法 35条） 

⚫ 削除情報等・仮名加工情報の他の情報との照合禁止（法 35条の２第７項） 

⚫ 仮名加工情報に含まれる情報の流用禁止（法 35条の２第８項） 

  

なお、個人情報ではない仮名加工情報については、目的外利用の禁止の適用はなく、また、

仮名加工情報取扱事業者は、個人情報ではない仮名加工情報を取得するにあたっての利用

目的の公表等をする必要はないものと考えられる。（上記（６）・（７）参照） 

また、個人情報ではない仮名加工情報であるので、保有個人データに関する規律（法 27

条から法 34条まで）の適用はない（上記（12）参照）。 

 

（15）『個人情報（個人データ）である仮名加工情報』と『個人情報でない仮名加工情報』

に適用される規律の比較 

 次頁、次々頁参照 

 

（16）施行期日 

 本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される。 
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『個人情報（個人データ）である仮名加工情報』と『個人情報でない仮名加工情報』に適用される規定の比較 

 

個人情報（個人データ）である仮名加工情報 個人情報（個人データ）である仮名加工情報 個人情報でない仮名加工情報 

利用目的の特定（法 15条） 法 15条１項（利用目的の特定）は適用あり 

法 15条２項（利用目的の範囲の変更）は適用なし（法 35条の２第９項） 

準用なし 

目的外利用の禁止（法 16条） 適用あり（法 35条の２第３項の準用する法 16条） 

➡本人の同意があっても目的外利用不可 

準用なし 

取得に際しての利用目的の公表等（法 18条） 取得に際しての利用目的の公表（法 35条の２第４項の準用する法 18条）：公表のみ 準用なし 

データ内容の正確性の確保等（法 19条） 

：消去の努力義務 

法 19条は適用なし： 

仮名加工情報である個人データ及び削除情報等の消去の努力義務（法 35条の２第５項） 

準用なし 

安全管理措置（法 20条） 適用あり 準用あり（法 35条の３第３項

の準用する法 20条）：漏えい

のみ対象 

従業者の監督（法 21条） 適用あり 準用あり（法 35条の３第３項

の準用する法 21条） 

委託先の監督（法 22条） 適用あり 準用あり（法 35条の３第３項

の準用する法 21条） 

漏えい等の報告等（法 22条の２） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

第三者提供の制限（法 23条） 

外国にある第三者への提供の制限（法 24条） 

・法令に基づく場合のみ提供可（法 35条の３第１項） 

・第三者に該当しない場合（法 35条の３第２項の準用する法 23条５項・６項） 

・法令に基づく場合（法 35条

の３第１項） 

・第三者に該当しない場合（法

35条の３第２項） 

第三者提供に係る記録の作成等（法 25条） 第三者提供に係る記録の作成等（法 35条の２第６項が準用する法 25条１項） 準用なし 

第三者提供を受ける際の確認等（法 26条） 仮名加工情報である個人データの第三者提供を受ける際の確認等（法 35条の２第６項が

準用する法 26条１項） 

準用なし 
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保有個人データに関する事項の公表等（法 27

条） 

適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

開示（法 28条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

訂正等（法 29条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

利用停止等（法 30条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

理由の説明（法 31条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

開示等の請求手続等に応じる手続（法 32条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

手数料（法 33条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

事前の請求（法 34条） 適用なし（法 35条の２第９項） 準用なし 

仮名加工情報（法２条９項各号） 適用あり 適用あり 

仮名加工情報データベース等（法２条 10項） 適用あり 適用あり 

仮名加工情報取扱事業者（法２条 10項） 適用あり 適用あり 

仮名加工情報の加工方法・加工基準（法 35条

の２第１項） 

適用あり 適用あり 

削除等情報の安全管理措置（法 35条の２第２

項） 

適用あり 適用あり 

他の情報との照合禁止（法 35条の２第７項） 適用あり 準用あり（法 35条の３第３

項） 

仮名加工情報に含まれる情報の流用（法 35条

の２第８項） 

適用あり 準用あり（法 35条の３第３

項） 
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２ 改正の背景・制度改正大綱 

（１）GDPR 

 「仮名化」（Pseudonymisation）とは、ＥＵの GDPR(General Data Protection Regulations：

EU 一般データ保護規則)において認められている個人データの取り扱いである。 

 「仮名化」とは、追加的な情報が分離して保管されており、かつ、その個人データが識別

された自然人又は識別可能な自然人に属することを示さないことを確保するための技術上

及び組織上の措置の下にあることを条件として、その追加的な情報の利用なしには、その個

人データが特定のデータ主体に属することを示すことができないようにする態様で行われ

る個人データの処理をいう（GDPR４条５項）。 

  

【仮名化の要件】 

① 追加的な情報が分離して保管されていること 

② その個人データが識別された自然人又は識別可能な自然人に属することを示さない

ことを確保するための技術上及び組織上の措置の下にあること 

③ ①の追加的な情報の利用なしには、その個人データが特定のデータ主体に属すること

を示すことができないようにする態様で行われること 

  

 GDPR上、個人データについて特定の個人が識別可能な追加の情報が削除された「匿名化」

（Anonymization）情報については、GDPR 自体の適用を受けないが、「仮名化された個人デ

ータ」は追加の情報を使用することにより、自然人が識別可能であるので、依然として「個

人データ」として GDPRの規制を受けることになる（前文 26項）。 

 もっとも、管理者（Controller:事業者）が、「仮名化」によって、データ主体（個人）を

識別する立場にないことを証明できる場合で、データ主体にそれを通知した場合には、GDPR

上、管理者が個人データについて適用の受ける以下の規制が免除される（GDPR11 条２項）。 

第 15条 データ主体によるアクセスの権利 

第 16条 訂正の権利 

第 17条 消去の権利（「忘れられる権利」） 

第 18条 処理の制限の権利 

第 19条 個人データの訂正若しくは消去又は処理の制限に関する通知義務 

第 20条 データポータビリティの権利 

 

 また、GDPR上、「仮名化」は、適切な技術的・組織的な安全管理措置として位置づけられ

ている（GDPR25条１項、32条１項(a)）。 

 

 

【GDPR（EU一般データ保護規則）の規定（翻訳）】19 

前文 26項 

データ保護の基本原則は、識別された自然人又は識別可能な自然人に関する全ての情報

に対して適用されなければならない。追加情報を使用しての利用によって自然人に属す

ることを示しうる、仮名化を経た個人データは、識別可能な自然人に関する情報として考

えられなければならない。ある自然人が識別可能であるかどうかを判断するためには、選

別のような、自然人を直接又は間接に識別するために管理者又はそれ以外の者によって

用いられる合理的な可能性のある全ての手段を考慮に入れなければならない。自然人を

識別するために手段が用いられる合理的な可能性があるか否かを確認するためには、取

                             
19 個人情報保護委員会作成の仮訳を参照。仮訳と異なり、Processingの翻訳を「取扱い」

ではなく「処理」としている。 
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扱いの時点において利用可能な技術及び技術の発展を考慮に入れた上で、識別のために

要する費用及び時間量のような、全ての客観的な要素を考慮に入れなければならない。そ

れゆえ、データ保護の基本原則は、匿名情報、すなわち、識別された自然人又は識別可能

な自然人との関係をもたない情報、又は、データ主体を識別できないように匿名化された

個人データに対しては、適用されない。本規則は、それゆえ、統計の目的又は調査研究の

目的を含め、そのような匿名情報の取扱いに関するものではない。 

前文 28項 

個人データに仮名化を適用することは、関係するデータ主体に対するリスクを低減させ

うるものであり、また、管理者及び処理者がそのデータ保護上の義務を遵守することを助

けるものである。本規則における「仮名化」の明示的な導入は、データ保護のためのそれ

以外の手段を排除することを意図するものではない。 

前文第 29項 

個人データを処理する際に仮名化を適用するインセンティブをつくり出すために、一般

的な分析を認めることとは別に、関係する処理について、本規則が実装されること、及

び、特定のデータ主体に対して個人データを割り当てるための追加情報が別個に保管さ

れることを確保するために必要となる技術上の措置及び組織上の措置を管理者が講じた

ときは、同一管理者内において、仮名化の手段を利用できるものとしなければならない。

個人データを処理する管理者は、同一管理者内で権限を与えられた者を表示しなければ

ならない。 

 

第４条 定義 

(1)～(4)（略） 

(5) 「仮名化」とは、追加的な情報が分離して保管されており、かつ、その個人データが

識別された自然人又は識別可能な自然人に属することを示さないことを確保するため

の技術上及び組織上の措置の下にあることを条件として、その追加的な情報の利用な

しには、その個人データが特定のデータ主体に属することを示すことができないよう

にする態様で行われる個人データの処理を意味する。 

(6)～(26)（略） 

 

第６条 処理の適法性 

1～3（略） 

4．個人データが収集された目的以外の目的のための処理が、データ主体の同意に基づく

ものではなく、又は、第 23 条第 1 項に定める対象を保護するために民主主義の社会

において必要かつ比例的な手段を構成する EU 法若しくは加盟国の国内法に基づくも

のではない場合、管理者は、別の目的のための処理が、その個人データが当初に収集

された目的と適合するか否かを確認するため、特に、以下を考慮に入れる。 

(a)～(d)（略） 

(e) 適切な保護措置の存在。これには、暗号化又は仮名化を含むことができる。 

 

第 11条 識別を要しない処理 

1. 管理者が個人データを処理するための目的が管理者によるデータ主体の識別を要し

ない場合、又は、その識別を要しなくなった場合、その管理者は、本規則を遵守する

という目的のみのために、データ主体を識別するための付加的な情報を維持管理し、

取得し、又は、処理することを義務付けられない。 

2. 本条第 1項に定める場合において、管理者がデータ主体を識別する立場にないことを

証明できるときは、その管理者は、それが可能であるならば、データ主体に対し、し

かるべく通知する。そのような場合、データ主体が、それらの条項に基づく自己の権

利の行使の目的のために、自身の識別ができるようにする付加的な情報を提供する場
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合を除き、第 15 条から第 20 条は、適用されない。 

 

➢ 第 15条 データ主体によるアクセスの権利 

➢ 第 16条 訂正の権利 

➢ 第 17条 消去の権利（「忘れられる権利」） 

➢ 第 18条 処理の制限の権利 

➢ 第 19条 個人データの訂正若しくは消去又は処理の制限に関する通知義務 

➢ 第 20条 データポータビリティの権利 

 

第 25 条 データ保護バイデザイン及びデータ保護バイデフォルト 

1. 技術水準、実装費用、取扱いの性質、範囲、過程及び目的並びに取扱いによって引き

こされる自然人の権利及び自由に対する様々な蓋然性と深刻度のリスクを考慮に入

れた上で、管理者は、本規則の要件に適合するものとし、かつ、データ主体の権利を

保護するため、処理の方法を決定する時点及び処理それ自体の時点の両時点におい

て、データの最小化のようなデータ保護の基本原則を効果的な態様で実装し、その取

扱いの中に必要な保護措置を統合するために設計された、仮名化のような、適切な技

術的措置及び組織的措置を実装する。 

2・3（略） 

 

第 32 条 処理の安全性 

1. 最新技術、実装費用、取扱いの性質、範囲、過程及び目的並びに自然人の権利及び自

由に対する様々な蓋然性と深刻度のリスクを考慮に入れた上で、管理者及び処理者は、

リスクに適切に対応する一定のレベルの安全性を確保するために、特に、以下のもの

を含め、適切な技術上及び組織上の措置をしかるべく実装する。 

 (a)個人データの仮名化又は暗号化 

 (b)～(d)（略） 

２～４（略） 

 

（２）制度改正大綱 

 下記のとおり、制度改正大綱では、GDPRにおける「仮名化」の規律を参考に、事業者内部

において「仮名化情報（仮称）」として様々な分析に利用することを想定している。 

 

【制度改正大綱の内容】 

第４節 データ利活用に関する施策の在り方 

２．「仮名化情報（仮称）」の創設 

〇 事業者の中には、自らの組織内部でパーソナルデータを取り扱うにあたり、安全管理

措置の一環として、データ内の氏名等特定の個人を直接識別できる記述を他の記述に

置き換える又は削除することで、加工後のデータ単体からは特定の個人を識別できな

いようにするといった、いわゆる「仮名化」と呼ばれる加工を施した上で利活用を行

う例がみられる。 

〇 こうした実務の広がりや、情報技術の発展を背景として、個人情報取扱事業者におい

ては、仮名化された個人情報について、一定の安全性を確保しつつ、データとしての

有用性を、加工前の個人情報と同等程度に保つことにより、匿名加工情報よりも詳細

な分析を比較的簡便な加工方法で実施し得るものとして、利活用しようとするニーズ

が高まっている。 

〇 ＥＵにおいても、個人情報としての取扱いを前提としつつ、若干緩やかな取扱いを認

める「仮名化」が規定され、国際的にもその活用が進みつつある。我が国においても、

「仮名化」のように、個人情報と匿名加工情報の中間的規律について、従前から経済
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界から要望があり、中間整理の意見募集でも、匿名加工情報等との関係を整理した上

で、「仮名化」制度の導入を支持する意見が多く寄せられた。 

〇 特に、こうした、仮名化された個人情報について、加工前の個人情報を復元して特定

の個人を識別しないことを条件とすれば、本人と紐付いて利用されることはなく、個

人の権利利益が侵害されるリスクが相当程度低下することとなる。一方で、こうした

情報を企業の内部で分析・活用することは、我が国企業の競争力を確保する上でも重

要である。 

〇 したがって、一定の安全性を確保しつつ、イノベーションを促進する観点から、他の

情報と照合しなければ特定の個人を識別することができないように加工された個人

情報の類型として「仮名化情報（仮称）」を導入することとする。この「仮名化情報（仮

称）」については、本人を識別する利用を伴わない、事業者内部における分析に限定す

るための一定の行為規制や、「仮名化情報（仮称）」に係る利用目的の特定・公表を前

提に、個人の各種請求（開示・訂正等、利用停止等の請求）への対応義務を緩和し、

また、様々な分析に活用できるようにする。 

〇 なお、一般に、「仮名化情報（仮称）」を作成した事業者は、「仮名化情報（仮称）」の

作成に用いられた原データも保有していることが想定される。したがって、本人は、

それ単体では特定の個人を識別することができない「仮名化情報（仮称）」に対しては

各種請求を行うことができないものの、当然のことながら、その原データ（保有個人

データ）に対しては、各種請求を行うことができることとなる。 

〇 また、「仮名化情報（仮称）」は、事業者内部における分析のために用いられることに

鑑み、「仮名化情報（仮称）」それ自体を第三者に提供することは許容しないこととす

る。その場合であっても、「仮名化情報（仮称）」の作成に用いられた原データ（保有

個人データ）を、本人の同意を得ること等により第三者に提供することは可能である

（脚注７）。 

（脚注７）あらかじめ本人の同意を得ること等により、原データのほか、原データを仮名

化したデータを、（現行法における）個人データとして、第三者に提供することも可能

である。 

 

３ 「匿名加工情報」と「仮名加工情報」の差異は？ 

（１）匿名加工情報に関する規律 

平成 29年５月 30日施行の改正により、個人情報保護法に「匿名加工情報」の規律が設け

られた。 

「匿名加工情報」は、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情

報で、当該個人情報を復元できないようにしたものである（個人情報保護法２条９項）。 

「匿名加工情報」に該当する場合には、GDPR の「匿名化情報」と同様に事業者は自由に

利用できるわけではなく、匿名加工情報を第三者提供する場合には、当該情報に係る本人の

同意を得る必要はありませんが、一定の安全管理措置などが課される。 

まず、作成者である個人情報取扱事業者には、①一定の基準に基づいて加工しなければな

らないという適正加工義務（同法 36条１項）、②加工方法およびその作成に用いられた個人

情報から削除した記述等（併せて「加工方法等情報」という。）に係る漏えい防止措置（同

法 36条２項）、③匿名加工情報の作成時の公表義務（同法 36条３項）、④匿名加工情報の第

三者提供時の公表・明示義務（同法 36条４項）、⑤他の情報との識別行為の禁止義務（同法

36 条５項）、⑥匿名加工情報自体の安全管理措置等の努力義務（同法 36 条６項）が課され

る。 

また、匿名加工情報の提供を受けた事業者（匿名加工情報処理事業者）には、①匿名加工

情報の第三者提供時の公表・明示義務（同法 37条）、②加工方法等情報を取得し、又は当該

匿名加工情報を他の情報と照合することの禁止義務（同法 38条）、③匿名加工情報自体の安

全管理措置等の努力義務（同法 39条）が課される。 
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（２）補完的ルール 

 GDPR においては、加工方法等情報が残存している場合、安全に分離保管されていても再

識別の可能性があるとして「匿名化」とはみなされない。 

 すなわち、個人情報保護法上の「匿名加工情報」に該当し、「加工方法等情報」について

別途漏えい防止措置を講じている場合には、GDPR の「匿名化情報」には該当しないことに

なり、GDPR 上は「仮名化」情報として依然として「個人データ」として扱われることにな

る。 

 個人情報保護委員会が公布した「個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ域内から十分

性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」（以下「補完的ルー

ル」という。）においては、ＥＵ域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報につい

ては、個人情報取扱事業者が、加工方法等情報（匿名加工情報の作成に用いた個人情報から

削除した記述等及び個人識別符号並びに法第 36条第 1項の規定により行った加工の方法に

関する情報（その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。）をいう。）

を削除することにより、匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とし

た場合に限り、法２条９項に定める匿名加工情報とみなすこととされている。 

 「何人にとっても不可能とした場合」とは、加工 方法等情報を削除することにより匿名

化された個人 を再識別することが、その時点においては、何人に とっても不可能である場

合を指す。 

 

〇個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ域内から十分性認定により移転を受けた個人

データの取扱いに関する補完的ルール（平成 30年９月個人情報保護委員会） 

(5) 匿名加工情報（法第 2 条第 9 項・法第 36 条第 1 項・第 2 項関係） 

ＥＵ域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、個人情報取扱事業

者が、加工方法等情報（匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個

人識別符号並びに法第 36 条第 1 項の規定により行った加工の方法に関する情報（その

情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。）をいう。）を削除するこ

とにより、匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限

り、法第 2 条第 9 項に定める匿名加工情報とみなすこととする。 

 

（３）「仮名加工情報」と「匿名加工情報」の定義 

 下記のとおり、「仮名化情報」（法２条９項）と「匿名加工情報」（法２条 11項）は、定義

上の差異はほとんどなく、個人情報保護委員会規則や個人情報保護委員会が定める（であろ

う）加工方法や加工基準の程度が異なるに過ぎない。 

  

仮名加工情報 匿名加工情報 

９ この法律において「仮名加工情報」と

は、次の各号に掲げる個人情報の区分

に応じて当該各号に定める措置を講じ

て他の情報と照合しない限り特定の個

人を識別することができないように個

人情報を加工して得られる個人に関す

る情報をいう。 

 

一 第一項第一号に該当する個人情報  

  当該個人情報に含まれる記述等の一部

を削除すること（当該一部の記述等を

11 この法律において「匿名加工情報」

とは、次の各号に掲げる個人情報の区

分に応じて当該各号に定める措置を講

じて特定の個人を識別することができ

ないように個人情報を加工して得られ

る個人に関する情報であって、当該個

人情報を復元することができないよう

にしたものをいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報  

   当該個人情報に含まれる記述等の一

部を削除すること（当該一部の記述
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復元することのできる規則性を有しな

い方法により他の記述等に置き換える

ことを含む。）。 

二 第一項第二号に該当する個人情報  

   当該個人情報に含まれる個人識別符号

の全部を削除すること（当該個人識別

符号を復元することのできる規則性を

有しない方法により他の記述等に置き

換えることを含む。）。 

等を復元することのできる規則性を

有しない方法により他の記述等に置

き換えることを含む。）。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 

      当該個人情報に含まれる個人識別

符号の全部を削除すること（当該個

人識別符号を復元することのできる

規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

 

４ 実務上の影響 

⚫ 現在の個人情報保護法の下では、個人情報取扱事業者が自社内部で個人データを匿名

化して活用しようとする場合、「匿名加工情報」の加工基準・加工方法を充たさない限

りは、安全管理措置を講じた上で、個人の各種請求（開示・訂正等、利用停止等の請求）

に応じなければならない。これに対して、「仮名加工情報」の加工基準・加工方法を満

たす場合においては個人の各種請求に応ずる義務がなくなる。 

⚫ 「仮名加工情報」の加工基準・加工方法が厳しく、「匿名加工情報」との差があまりな

く、厳格であれば、「仮名加工情報」の利活用は進まない可能性がある。 

⚫ 個人情報に該当する「仮名加工情報」については、目的外利用が禁止され、取得にあた

って利用目的について公表等が必要となるので、事業者内部で制限なく利用するため

には、個人情報に該当しない「仮名加工情報」にする必要がある。 

⚫ 個人データ同様、本人の事前の同意がなければ第三者提供は制限されるので、ビックデ

ータとして広く利用されることにはならないのではないかと考えられる。 
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Ｑ７６．個人情報の漏えい等報告及び本人への通知が義務化されるとのことですが、Ｇ

ＤＰＲと同様に、72 時間以内の当局への報告等が求められることになるのですか。 

 

【改正条文】 

（漏えい等の報告等） 

第 22条の２ 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損そ

の他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが

大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報

告しなければならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業

者から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取

扱事業者に通知したときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者（同項ただし書の規定による通知をし

た者を除く。）は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該

事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であ

って、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ

の限りでない。 

【制度改正大綱で示された改正の方向性】 

(1) 報告の義務化 

⚫ 漏えい等報告について、法令上の義務として明記する（現行個人情報保護法では、個

人情報の漏えいの報告は努力義務）。 

(2) 対象事案 

⚫ 改正法により、一定数以上の個人データ漏えい、要配慮個人情報の漏えい等、一定の

類型に該当する場合に限定して、速やかに委員会へ報告することを義務付ける。 

(3)報告の期限 

⚫ 明確な時間的な制限は設けないものの、報告内容を一定程度限定した上で「速やか」

に報告することを義務付ける。（速報） 

⚫ 速報とは別に、一定の期限までに確報として報告を求める。（確報） 

(4)報告先 

⚫ 漏えい等報告先は委員会又は権限委任官庁への提出に限定する。（現行個人情報保護

法上は、一定の場合、委員会以外に、権限委任官庁及び認定個人情報保護団体に対し

て提出することを認めている。） 

(5)本人への通知 

⚫ (2)の報告対象事案については、原則として本人への通知を義務付ける。 

⚫ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに

代わるべき措置をとるときについては、例外規定を置く。 

 

【制度改正大綱の内容】 

第３章第２節 事業者の守るべき責務の在り方 

１．漏えい等報告及び本人通知の義務化 

（１）基本的考え方 

〇 漏えい等報告は、委員会が漏えい等事案を把握し、個人の権利利益の保護を図るため

のいわば情報源である。個々の事業者を適切に監督するというだけでなく、当局が、

事業者が参考にすべき情報を積極的に事業者に対して発信したり、助言したりするこ

とによって、他の多くの事業者の適切な対応につなげていくという意義も大きい。 

〇 諸外国においては、多くの国で漏えい等報告が義務とされている。一方、我が国では、
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制度上は努力義務であるが、漏えい等報告について、多くの企業でしっかり対応され

ており、これは、我が国の事業者の個人情報保護に対する意識が浸透しつつある証左

とも考えられる。 

〇 一方で、漏えい等報告は法令上の義務ではないため、積極的に対応しない事業者も一

部に存在しており、仮に、事業者側が公表もしない場合、委員会が事案を把握できな

いまま、適切な対応が行えないおそれもある。 

〇 また、事業者側から見ても、漏えい等報告について、一定の軽減措置を設けることを

前提に、法令上明確に位置付けた方が、企業側が報告の要否に係る判断に迷わないと

いった面もある。 

〇 加えて、国際的な議論の潮流の観点からしても、世界プライバシー会議（Global 

Privacy Assembly5）やＯＥＣＤといった多国間での枠組みで、各国の漏えい等報告の

状況を当局間で共有し、効率的な執行を目指すという方向で議論が行われている状況

も考慮する必要がある。 
 （脚注５）2019 年 10 月に開催された第 41 回データ保護プライバシー・コミッショナー国際会議

（International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners （ICDPPC））の結果

により、2019 年 11 月 15 日から会議の名称が Global Privacy Assembly へ変更された。 

〇 中間整理の意見募集では、漏えい等報告を法令上義務化することには賛否共に多くの

意見が寄せられたが、漏えい等報告が個人情報の本人、個人情報取扱事業者、監督機

関それぞれにとって多くの意義があること、国際的な潮流になっていること等を勘案

する必要がある。このため、漏えい等報告について、法令上の義務として明記するこ

ととする。 

（２）報告対象となる事案 

〇 漏えい等報告について、諸外国の立法例では法令上の義務としているものが多いが、

報告義務の対象となる事案、期限、軽減措置、本人への通知等において、多様な状況

にある。これら諸外国の立法例も参考としつつも、我が国の制度の在り方はどうある

べきか、影響や実効性等も勘案しながら、検討を行った。 

〇 中間整理の意見募集では、仮に法令上義務化する際は、企業の実行可能性等を踏まえ

た検討や報告対象事案の限定を求める意見が多く寄せられた。また、報告の時間的限

定については、否定的意見が多かったほか、漏えい等報告について、報告先の一元化

を求める意見、本人の通知について、義務付ける必要性は高くないとの意見もあった。 

〇 漏えい等報告の義務化に当たっては、こうした意見を踏まえた上で、制度整備を行う

必要があり、軽微な事案についても全て報告を求めることは、報告対象となる事業者

の負担、及び報告を受領する執行機関にとっての有用性の観点から疑問がある。 

〇 以上の点を踏まえ、一定数以上の個人データ漏えい、要配慮個人情報の漏えい等、一

定の類型に該当する場合に限定して、速やかに委員会へ報告することを義務付けるこ

ととする。 

（３）報告の期限、報告先等 

〇 漏えい等の報告については、委員会がその事態を把握し、必要な措置を講ずるという

趣旨に鑑み、速やかに行われる必要がある一方、事業者が事態を把握するのに要する

時間については、個別具体的な事情によるところが大きく、一律に日数を規定するこ

とは困難である。そのため、明確な時間的な制限は設けないものの、報告内容を一定

程度限定した上で「速やか」に報告することを義務付けることとする。 

〇 他方で、原因や再発防止策等の報告を求める必要もあることから、運用上、上記の速

報とは別に、一定の期限までに確報として報告を求めることとする。 

〇 なお、現行の制度では、漏えい等報告の報告先については、一定の場合、委員会以外

に、権限委任官庁及び認定個人情報保護団体に対して提出することを認めている。こ

れについては、中間整理の意見募集では、報告先の一元化を求める意見が寄せられた

こと、今回、法令上の義務とすることに鑑み、委員会又は権限委任官庁への提出に限
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定することとする。 

（４）本人への通知 

〇 個人データの漏えい等が発生した場合に、その旨を本人に通知することで、本人が二

次被害の防止を行ったり、必要な権利を行使するなど、自ら適切な措置を講じること

ができる。そこで、個人情報取扱事業者は、（２）に記載した報告の対象となる場合、

原則として本人に通知しなければならないものとする。 

〇 一方で、個人データの漏えい等が発生した場合であっても、実際、本人に対する通知

が困難な場合がある。具体的には、把握している個人データに、本人に対する連絡先

がそもそも含まれていない場合や、把握している情報が古いために、本人に対する連

絡ができない場合が想定される。本人に対する通知は可能な限り行うべきであるが、

保有している情報に基づいて本人に対する通知ができない場合にまで、本人の現在の

連絡先を特定した上で、本人に対する連絡を求めることは、事業者に過度な負担を課

すこととなる。 

〇 ただし、本人に対する通知が困難な場合であっても、個人情報取扱事業者としては、

個人の権利利益に配慮し、公表を行い問合せに応じるなど代替的な措置を講じること

は可能である。したがって、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を

保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときについては、例外規定を置くこ

ととする。 

 

【参考】 

〇個人情報の保護に関する法律 

（安全管理措置） 

第 20条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防

止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな

い。 

 

〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編） 

4 漏えい等の事案が発生した場合等の対応 

漏えい等（※）の事案が発生した場合等において、二次被害の防止、類似事案の発生防

止等の観点から、個人情報取扱事業者が実施することが望まれる対応については、別

に定める。 

（※）「漏えい等」とは、漏えい、滅失又は毀損のことをいう（3-3-2（安全管理措置）参

照）。 

〇個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について（平成 29 年個人情報

保護委員会告示第１号） 

個人情報保護委員会は、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則

編）」（平成 28 年個人情報保護委員会告示第６号。以下「通則ガイドライン」という。）

を平成 28年 11 月 30 日に公表した。 

通則ガイドラインの「４ 漏えい等の事案が発生した場合等の対応」において、「漏えい

等の事案が発生した場合等において、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点か

ら、個人情報取扱事業者が実施することが望まれる対応については、別に定める」ことと

していたが、当該対応について次のとおり定める。 

本告示において使用する用語は、特に断りのない限り、通則ガイドラインにおいて使用

する用語の例による。 

なお、特定個人情報の漏えい事案等が発覚した場合については、本告示によらず、「事

業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」（平成 27 年

特定個人情報保護委員会告示第２号）による。 

１．対象とする事案 
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本告示は、次の（1）から（3）までのいずれかに該当する事案（以下「漏えい等事案」

という。）を対象とする。 

（1）個人情報取扱事業者が保有する個人データ（特定個人情報に係るものを除く。）の漏

えい、滅失又は毀損 

（2）個人情報取扱事業者が保有する加工方法等情報（個人情報の保護に関する法律施行

規則（平成 28 年 10 月５日個人情報保護委員会規則第３号）第 20 条第１号に規定

する加工方法等情報をいい、特定個人情報に係るものを除く。）の漏えい 

（3）上記（1）又は（2）のおそれ 

２．漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置 

個人情報取扱事業者は、漏えい等事案が発覚した場合は、次の（1）から（6）に掲げる

事項について必要な措置を講ずることが望ましい。 

（1）事業者内部における報告及び被害の拡大防止 

責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚時より

も拡大しないよう必要な措置を講ずる。 

（2）事実関係の調査及び原因の究明 

漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ずる。 

（3）影響範囲の特定 

上記(2)で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。 

（4）再発防止策の検討及び実施 

上記（2）の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び実施に必要な措置を

速やかに講ずる。 

（5）影響を受ける可能性のある本人への連絡等 

漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、

事実関係等について、速やかに本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。 

（6）事実関係及び再発防止策等の公表 

漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、

事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。 

３．個人情報保護委員会等への報告 

個人情報取扱事業者は、漏えい等事案が発覚した場合は、その事実関係及び再発防止策

等について、個人情報保護委員会等に対し、次のとおり速やかに報告するよう努める。 

（1）報告の方法 

原則として、個人情報保護委員会に対して報告する。ただし、法第 47 条第１項に規

定する認定個人情報保護団体の対象事業者である個人情報取扱事業者は、当該認定個

人情報保護団体に報告する。 

上記にかかわらず、法第 44 条第１項に基づき法第 40 条第１項に規定する個人情

報保護委員会の権限（報告徴収及び立入検査）が事業所管大臣に委任されている分野に

おける個人情報取扱事業者の報告先については、別途公表するところによる（※1）。 

 （※1）法第 44 条第１項に基づき法第 40 条第１項に規定する個人情報保護委員会の

権限が事業所管大臣に委任されている分野の詳細についても、別途公表すると

ころによる。 

（2）報告を要しない場合 

次の①又は②のいずれかに該当する場合は、報告を要しない（※2）。 

 （※2）この場合も、事実関係の調査及び原因の究明並びに再発防止策の検討及び実施

をはじめとする上記 2.の各対応を実施することが、同様に望ましい。 

①実質的に個人データ又は加工方法等情報が外部に漏えいしていないと判断される場合 

（※3） 

 （※3）なお、「実質的に個人データ又は加工方法等情報が外部に漏えいしていないと判

断される場合」には、例えば、次のような場合が該当する。 
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・漏えい等事案に係る個人データ又は加工方法等情報について高度な暗号化等の秘匿

化がされている場合 

・漏えい等事案に係る個人データ又は加工方法等情報を第三者に閲覧されないうちに

全てを回収した場合 

・漏えい等事案に係る個人データ又は加工方法等情報によって特定の個人を識別する

ことが漏えい等事案を生じた事業者以外ではできない場合（ただし、漏えい等事案

に係る個人データ又は加工方法等情報のみで、本人に被害が生じるおそれのある情

報が漏えい等した場合を除く。） 

・個人データ又は加工方法等情報の滅失又は毀損にとどまり、第三者が漏えい等事案

に係る個人データ又は加工方法等情報を閲覧することが合理的に予測できない場

合 

②FAX 若しくはメールの誤送信、又は荷物の誤配等のうち軽微なものの場合（※4） 

 （※4）なお、「軽微なもの」には、例えば、次のような場合が該当する。 

・FAX 若しくはメールの誤送信、又は荷物の誤配等のうち、宛名及び送信者名以外に

個人データ又は加工方法等情報が含まれていない場合 

 

 

１． 改正条文 

（１）漏えい等報告（法 22条の２第１項） 

ア 個人情報保護委員会への報告義務（第１項本文） 

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人デー

タの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個

人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

報告の具体的な内容は個人情報保護委員会規則を待つことになるが、制度改正大綱によ

れば、以下のとおり、①対象事案、②報告の期限、③報告先が定められることになる。 

①対象事案 

• 一定数以上の個人データ漏えい、要配慮個人情報の漏えい等、一定の類型に該当する場

合に限定して、速やかに委員会へ報告することを義務付ける。 

②報告の期限 

• 明確な時間的な制限は設けないものの、報告内容を一定程度限定した上で「速やか」に

報告することを義務付ける。（速報） 

• 速報とは別に、一定の期限までに確報として報告を求める。（確報） 

③報告先 

• 漏えい等報告先は個人情報保護委員会又は権限委任官庁への提出に限定する。（現行個

人情報保護法上は、一定の場合、個人情報保護委員会以外に、権限委任官庁及び認定個

人情報保護団体に対して提出することを認めている。） 

 

イ 受託個人情報取扱事業者の報告義務の免除（第１項ただし書） 

当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者から当該個人データの取扱いの全

部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、

当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者に通知したときは、個人情報保護委員

会への報告することを要しない。 

 

（２）本人への通知（法 22条の２第２項） 

個人情報取扱事業者（同項ただし書の規定による通知をした者を除く。）は、本人に対し、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければな

らない（第２項本文）。 
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ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれ

に代わるべき措置をとるときは、本人への通知を要しない（第２項ただし書）。 

 

（３）施行期日 

 本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される（改正法附則１条本文）。 

 

２． 改正の背景（制度改正大綱） 

（１）報告の義務化 

⚫ 諸外国においては、多くの国で漏えい等報告が義務とされている。一方、我が国では、

制度上は努力義務であるが、漏えい等報告について、多くの企業でしっかり対応されて

いる。 

⚫ 中間整理の意見募集では、漏えい等報告を法令上義務化することには賛否共に多くの

意見が寄せられたが、漏えい等報告が個人情報の本人、個人情報取扱事業者、監督機関

それぞれにとって多くの意義があること、国際的な潮流になっていること等を勘案す

る必要がある。このため、制度改正大綱では、漏えい等報告について、法令上の義務と

して明記することとされた。 

（２）報告対象となる事案 

〇 漏えい等報告について、諸外国の立法例では法令上の義務としているものが多いが、報

告義務の対象となる事案、期限、軽減措置、本人への通知等において、多様な状況にあ

る。 

〇 中間整理の意見募集では、仮に法令上義務化する際は、企業の実行可能性等を踏まえた

検討や報告対象事案の限定を求める意見が多く寄せられた。また、報告の時間的限定に

ついては、否定的意見が多かったほか、漏えい等報告について、報告先の一元化を求め

る意見、本人の通知について、義務付ける必要性は高くないとの意見もあった。 

〇 漏えい等報告の義務化に当たっては、こうした意見を踏まえた上で、制度整備を行う必

要があり、軽微な事案についても全て報告を求めることは、報告対象となる事業者の負

担、及び報告を受領する執行機関にとっての有用性の観点から疑問がある。 

〇 以上の点を踏まえ、制度改正大綱では、一定数以上の個人データ漏えい、要配慮個人情

報の漏えい等、一定の類型に該当する場合に限定して、速やかに委員会へ報告すること

を義務付けることとされた。 

（３）報告の期限、報告先等 

〇 漏えい等の報告については、委員会がその事態を把握し、必要な措置を講ずるという趣

旨に鑑み、速やかに行われる必要がある一方、事業者が事態を把握するのに要する時間

については、個別具体的な事情によるところが大きく、一律に日数を規定することは困

難である。そのため、制度改正大綱では、明確な時間的な制限は設けないものの、報告

内容を一定程度限定した上で「速やか」に報告することを義務付けることとされた。（速

報） 

〇 他方で、原因や再発防止策等の報告を求める必要もあることから、運用上、上記の速報

とは別に、一定の期限までに確報として報告を求めることとされた。（確報） 

〇 なお、現行の制度では、漏えい等報告の報告先については、一定の場合、委員会以外に、

権限委任官庁及び認定個人情報保護団体に対して提出することを認めている。これにつ

いては、中間整理の意見募集では、報告先の一元化を求める意見が寄せられたことから、

制度改正大綱では、法令上の義務とすることに鑑み、委員会又は権限委任官庁への提出

に限定することとされた。 

（４）本人への通知 

〇 個人データの漏えい等が発生した場合に、その旨を本人に通知することで、本人が二次

被害の防止を行ったり、必要な権利を行使するなど、自ら適切な措置を講じることがで



76 

 

きる。そこで、制度改正大綱では、個人情報取扱事業者は、上記２に記載した報告の対

象となる場合、原則として本人に通知しなければならないものとされた。 

〇 一方で、個人データの漏えい等が発生した場合であっても、実際、本人に対する通知が

困難な場合がある。具体的には、把握している個人データに、本人に対する連絡先がそ

もそも含まれていない場合や、把握している情報が古いために、本人に対する連絡がで

きない場合が想定される。本人に対する通知は可能な限り行うべきであるが、保有して

いる情報に基づいて本人に対する通知ができない場合にまで、本人の現在の連絡先を特

定した上で、本人に対する連絡を求めることは、事業者に過度な負担を課すこととなる。 

〇 ただし、本人に対する通知が困難な場合であっても、個人情報取扱事業者としては、個

人の権利利益に配慮し、公表を行い問合せに応じるなど代替的な措置を講じることは可

能である。そこで、制度改正大綱では、本人への通知が困難な場合であって、本人の権

利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときについては、例外規定を

置くこととされた。 

  



77 

 

〇漏えい報告に係る主要な国の制度① 
 

日本 
米国 

カリフォルニア州 ニューヨーク州 

制度の有無 あり あり あり 

制度の根拠 ・個人データの漏えい等の事案が発生した

場合等の対応について（平成 29年個人情

報保護委員会告示第１号（以下「告示」）） 

• データ侵害通知法（カリフォルニア州

民法） 

Section 1798.82 

• データセキュリティ侵害通知法（一般事業

法第 899AA条） 

漏えい報告に係る義

務の位置付け 
努力義務（告示２（５）及び３） 義務（1798.82. (a)） 義務（第 2項） 

漏えい報告の対象と

なる事案 

・個人情報取扱事業者が保有する個人デー

タ等の漏えい、滅失またはき損及びその

恐れ（告示１） 

・暗号化されていない個人データの流出

あるいは、暗号化されているが暗号と共

に流出した場合（1798.82. (a)） 

• 暗号化されていない個人データの流出ある

いは、暗号化されているが暗号と共に流出

した場合（第 1項(a) ） 

漏えい報告を行うべ

き相手方 

• 影響を受ける可能性のある個人情報の本

人（告示２（５）） 

• 個人情報保護委員会（告示３） 

• 本人（カリフォルニア州在住者のみ） 

⇒ こ の ほ か 、 公 表 義 務 が 存 在

（1798.82.(b)） 

• 500名以上に通知を行う場合、司法長官

へ通知書提出が必要（1798.82. (f)） 

• 本人（NY州在住者のみ）（第 2項） 

• 州司法長官、州務局及び警察（第 8項(a)） 

• 5000 名を超える場合には消費者報告機関

への通知も必要（第 8項(b)） 

漏えい報告を行うべ

き期限 

• 対本人：「速やかに本人へ連絡し、又は本

人が容易に知り得る状態に置く」ことが

「望ましい」（告示２（５）） 

• 対個人情報保護委員会：「速やかに報告す

るよう努める」（告示３） 

• 漏えいの発見後、速やかに通知すべき

（1798.82. (a)） 

• 漏洩の発見後速やかに通知すべき事を規定

（第 2項、第 3項） 

漏えい報告に係る軽

減措置の概要 

• 実質的に個人データ等が外部に漏えいし

ていないと判断される場合（高度な暗号

化が施されている等） 

• FAX の誤送信等のうち軽微なものについ

ては、個人情報保護委員会への報告を要

しない（告示（２）） 

• 漏えい報告の対象となる情報を、氏名

と個人番号等（社会保障番号等）の組み

合わせ等に限定（1798.82. (h)） 

• 暗号化が施され、暗号鍵が同時に漏洩

していない場合は通知義務から除外さ

れる。（第 1項(a)） 

• 暗号化が施され、暗号鍵が同時に漏洩して

いない場合は通知義務から除外される。 

義務の懈怠に係る罰

則 なし 

・顧客は、民事訴訟で損害賠償請求を提起

することができる（1798.84(b)） 

• 州司法長官は州民を代表して違反者に対し

て裁判所に損害賠償請求を提起できる（第

6項） 

漏えい報告の実績値 • 平成 29年度：3,338件 

• 平成 30年度（上半期）：2,191件 

・2015年：178件 • 2017 年：1,583件 

（※１） 米国では、包括的な個人情報保護法は連邦レベルでは存在せず、分野ごとに個別法で措置されている。 

（出所）「個人情報保護を巡る国内外の動向（漏えい報告の在り方）」（第 86回個人情報保護委員会（平成 31 年１月 28日）） 
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〇漏えい報告に係る主要な国の制度② 
 

EU 中国 

制度の有無 ・GDPR第 33条、第 34条 あり 

制度の根拠 ・個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応につ

いて（平成 29年個人情報保護委員会告示第１号（以下「告

示」）） 

・サイバーセキュリティ法（※２）第 42条 

漏えい報告に係る義

務の位置付け 
義務（第 33条、第 34条） 義務（第 42条） 

漏えい報告の対象と

なる事案 

• 個人データ侵害が発生した場合 

（第 33条第１項、第 34条第１項） 

・個人情報の漏洩、破損、紛失が発生した又は発生する恐れ（第 42条） 

漏えい報告を行うべ

き相手方 

• 個人データ侵害によって権利及び自由に対する高いリスク

が発生する可能性があるデータ主体（第 34条第１項） 

• EU各国の監督機関（第 33条第１項） 

• 使用者 

• 監督機関（第 8条） 

⇒法令上用語の明確な定義はされていない。 

漏えい報告を行うべ

き期限 

• 対データ主体：高いリスクを伴う個人データ侵害を認識し

た場合速やかに（第 34条第１項） 

• 対当局：可能な場合には、個人データ侵害を認識した時か

ら 72時間以内。72時間を過ぎた場合はその理由を添付（第

33条第１項） 

• 個人情報の漏洩、破損、紛失が発生した又は発生する恐れのある場合

は、直ちに救済措置を講じ、規定に従い遅滞なく使用者への告知およ

び監督機関への報告が義務付けられている（第 42条） 

漏えい報告に係る軽

減措置の概要 

• 対データ主体：個人の権利及び自由に対する高度なリスク

を発生させる恐れがない侵害 

• 対 EU各国の監督機関：個人の権利及び自由に対するリスク

を発生させる恐れがない侵害については、報告は不要（第

33条第１項、第 34条第１項） 

なし 

義務の懈怠に係る罰

則 

• 報告を怠った場合には第 83 条に基づき何らかの制裁が適

用される可能性がある 

（個人データ侵害通知に関するガイドライン序文） 

• 関係所管機関が是正命令を行い、情状に基づき警告、違法所得の没収

又は相当額以上 10 倍以下の制裁金を単科あるいは併科できる（第 64

条） 

漏えい報告の実績値 • 英国：6,000 以上 

• ドイツ：1,000 未満 

※GDPR施行後、昨年 9月時点まで。ただし、英国は旧データ

保護法に基づくレポートも含まれ、ドイツは報告のあった

5州のみの結果。 

－ 

（調査した限り不明） 

（※２） 中国では、包括的な個人情報保護法は存在しないが、サイバーセキュリティ法においてサイバーセキュリティに関連する個人情報保護の規定を設けている。 

（出所）「個人情報保護を巡る国内外の動向（漏えい報告の在り方）」（第 86回個人情報保護委員会（平成 31 年１月 28日）） 
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Ｑ８７．オプトアウト制度が強化されるとのことですが、どのような内容となりますか。 

 

【改正条文】 

（第三者提供の制限） 

第 23条（略） 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。以

下この項において同じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人デ

ータの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につ

いて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又

は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、

前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、

第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第 17 条第１項の規定に違反し

て取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供

されたもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）である場合は、

この限りでない。 

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあ

っては、その代表者又は管理人。以下この条、第 26条第１項第１号及び第 27条第

１項第１号において同じ。）の氏名 

一二 第三者への提供を利用目的とすること。 

二三 第三者に提供される個人データの項目 

四 第三者に提供される個人データの取得の方法 

三五 第三者への提供の方法 

四六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止

すること。 

五七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規

則で定める事項 

３ 個人情報取扱事業者は、前項第１号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規

定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第３号から第５号まで、第

７号又は第８号前項第２号、第３号又は第５号に掲げる事項を変更しようとするとき

はあらかじめ、その旨変更する場合は、変更する内容について、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態

に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。 

 

（開示） 

第 28 条 

１～４（略） 

５ 第１項から第３項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第 25条第

１項及び第 26条第３項の記録（その存否が明らかになることにより公益その他の利益

が害されるものとして政令で定めるものを除く。第 32条第２項において「第三者提供

記録」という。）について準用する。 

【制度改正大綱で示された改正の方向性】 

⚫ オプトアウトの対象となる個人データの限定 

名簿の流通により本人の関与が困難となっている現状を踏まえ、オプトアウト届出

事業者によって個人情報が不適切に取得されることがないよう、個人の権利利益を

保護する観点から、オプトアウト規定に基づいて本人同意なく第三者提供できる個
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人データの範囲をより限定していく。 

⚫ 届出対象事項の追加 

適正な執行の確保等といった観点から、事業者の名称や住所といった基本的事項を

届出事項として追加するとともに、変更があった場合の届出を求め、委員会がオプト

アウト届出事業者の所在を把握できるようにする。 

⚫ 第三者提供時の確認記録義務の開示義務化 

第三者への提供時・第三者からの受領時の記録も、開示請求の対象とすることとす

る。 

⚫ 執行の強化 

指導等を行った事業者の業務実態や未届事業者の把握を継続的に行うなど、執行に

よる名簿屋対策の徹底を進め、個人情報保護法に適合しない形で名簿等が取り扱わ

れている場合には必要な措置をとっていく。 

 

【制度改正大綱の内容】 

第１節 個人データに関する個人の権利の在り方 

６．オプトアウト規制の強化 

（１）執行の強化 

〇 いわゆるオプトアウト規定については、平成 27年改正法により改正前の手続に加え、

委員会への届出義務が創設された。制度としては一定程度有効に機能しているものと

評価される。 

○ 名簿屋対策については、古くから問題とされていた中、従来、名簿屋対策に責任を持

つ主務官庁が必ずしも明確でなかったところ、平成 27 年改正法により、届出義務が

課されるオプトアウト規定が導入されるとともに、委員会が一元的に対応することが

可能となった。こうした中、相談ダイヤルやタウンミーティングの中で対策の徹底を

求める意見が多い。また、中間整理の意見募集でも、名簿屋対策についてより厳格な

執行を求める意見が多く寄せられた。 

〇 これまで委員会が行った実態調査 4 では、確認・記録義務の履行が不十分な業者や未

だ届出のない事業者が存在することが分かった。また、本人がオプトアウトの要否を

判断する手がかりとなる、オプトアウト手続に関する委員会への届出の内容と実際の

業況が異なる業者が存在することも判明している。さらに、本人が、第三者提供後の

用途を考慮しオプトアウト手続をとる上で必要十分な具体性のある内容が提供され

ているかどうかという点で、懸念がある。 

〇 このような実態を踏まえ、委員会においては、届出を行っている全事業者に対し、届

出書の記載内容の確認を求め、必要に応じて再届出を行わせている。今後も指導等を

行った事業者の業務実態や未届事業者の把握を継続的に行うなど、執行による名簿屋

対策の徹底を進め、個人情報保護法に適合しない形で名簿等が取り扱われている場合

には必要な措置をとっていく。 

 

（３） オプトアウトの対象となる個人データの限定 

〇 さらに、委員会が行った実態調査において明らかとなった課題は、適正に取得してい

ないと思われる個人データをオプトアウト規定により流通させる等、個人の権利利益

保護の観点から問題のある取扱いである。 

〇 具体的には、名簿屋の個人情報の取得については、判明している限りにおいて、第三

者から提供を受けて取得するケースが大半を占める。名簿屋に持ち込まれる名簿の中

には、本人が提供した覚えのない形で流通しているような名簿が含まれている実態が

あり、提供者が違法に持ち出したり、不正の手段で取得している名簿も含まれている

とみられる。名簿を取得する名簿屋においても、提供者が不正の手段で取得している

ことを知り、又は容易に知り得るケースがあるものとみられる。 
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〇 また、いわゆる名簿屋同士で名簿が取引されることもある。平成 29 年度に委員会が

実施した個人情報の第三者提供事業等に係る実態調査では、オプトアウト届出を行っ

ている事業者約 30 者を対象としてヒアリング等を行ったところ、半数近い事業者が

同業者間で個人情報の取引を行っていることが判明した。 

〇 さらに、名簿屋を含むオプトアウト届出事業者は、個人データの第三者提供の際、又

は第三者提供を受ける際に確認・記録義務を負うところ（法第 25 条、第 26 条）、そ

の義務を履行していない事業者もあった。 

〇 このように、名簿の流通により本人の関与が困難となっている現状を踏まえ、オプト

アウト届出事業者によって個人情報が不適切に取得されることがないよう、個人の権

利利益を保護する観点から、オプトアウト規定に基づいて本人同意なく第三者提供で

きる個人データの範囲をより限定していくこととする。 

 

（３）届出対象事項の追加 

〇 オプトアウト規定に基づく第三者提供は、個人情報の利活用の観点から必要性がある

一方で、本人の同意なく個人データが第三者提供され、個人の権利利益の観点から問

題のある取扱いがされるおそれがあることから、委員会としてもその実態を把握した

上で、適切に権限を行使する必要がある。しかし、オプトアウト届出に関しては、現

行法上、事業者の住所等の基本的な事項が法定の届出事項となっていないことから、

届出後、一定期間経過後に住所変更等により連絡がつかなくなる場合がある。平成 31

年４月に委員会が実施したオプトアウト届出事業者の実態調査において、同年３月 31

日時点の全 158者に調査票を郵送したところ、所在不明により６者の事業者とは連絡

がとれなかった。 

〇 適正な執行の確保等といった観点から、事業者の名称や住所といった基本的事項を届

出事項として追加するとともに、変更があった場合の届出を求め、委員会がオプトア

ウト届出事業者の所在を把握できるようにする。 

 

（４）第三者提供時の確認記録義務の開示義務化 

〇 平成 27 年改正法においては、第三者提供に係る確認記録が義務付けられることとな

った。この確認義務は、①不正の手段によって取得された個人情報が転々流通するこ

とを防止し、また、②記録の作成・保存の義務により、個人情報の流通に係るトレー

サビリティの確保を図るものである。しかしながら、この「個人情報の流通に係るト

レーサビリティ」は、あくまでも監督機関から見たトレーサビリティの確保であって、

本人からみたトレーサビリティは担保されなかった。 

〇 個人情報の流通に係るトレーサビリティについては、本人にとって利用停止権や請求

権を行使する上で、必要不可欠な要素である。実際、委員会が設置している相談ダイ

ヤルには、個人情報の取得元の開示を求めることはできないかという相談や、取得元

の開示を求める制度を作るべきであるという意見が多く寄せられている。 

〇 したがって、第三者への提供時・第三者からの受領時の記録も、開示請求の対象とす

ることとする。 

 

１ オプトアウトの対象となる個人データの限定（法 23条２項） 

 現行法では、要配慮個人データに該当する個人データがオプトアウトの対象外とされて

いる。 

 改正法では要配慮個人データに該当する個人データに加えて、以下の個人データがオプ

トアウトの対象外とされる（法 23条２項ただし書）。 

• 不正な手段で取得（同法 17条）した個人情報を含む個人データ 

• オプトアウト手続で取得した個人データ 

個人情報保護委員会が行った実態調査において明らかとなった課題は、適正に取得して
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いないと思われる個人データをオプトアウト規定により流通させる等、個人の権利利益保

護の観点から問題のある取扱いである。 

具体的には、名簿屋の個人情報の取得については、判明している限りにおいて、第三者か

ら提供を受けて取得するケースが大半を占める。名簿屋に持ち込まれる名簿の中には、本人

が提供した覚えのない形で流通しているような名簿が含まれている実態があり、提供者が

違法に持ち出したり、不正の手段で取得している名簿も含まれているとみられる。名簿を取

得する名簿屋においても、提供者が不正の手段で取得していることを知り、又は容易に知り

得るケースがあるものとみられる。 

また、いわゆる名簿屋同士で名簿が取引されることもある。平成 29年度に委員会が実施

した個人情報の第三者提供事業等に係る実態調査では、オプトアウト届出を行っている事

業者約 30者を対象としてヒアリング等を行ったところ、半数近い事業者が同業者間で個人

情報の取引を行っていることが判明した。 

さらに、名簿屋を含むオプトアウト届出事業者は、個人データの第三者提供の際、又は第

三者提供を受ける際に確認・記録義務を負うところ（法第 25条、第 26条）、その義務を履

行していない事業者もあった。 

このように、名簿の流通により本人の関与が困難となっている現状を踏まえ、制度改正大

綱では、オプトアウト届出事業者によって個人情報が不適切に取得されることがないよう、

個人の権利利益を保護する観点から、オプトアウト規定に基づいて本人同意なく第三者提

供できる個人データの範囲をより限定していくこととされた。 

 

２ 本人への通知等事項・届出対象事項の追加 

改正法では、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、

個人情報保護委員会に届け出るべき事由が以下のとおりとなる（法 23条２項各号）。下線を

引いているものが改正により追加されるものである。 

① 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、

その代表者又は管理人。以下この条、第 26 条第１項第１号及び第 27 条第１項第１号

において同じ。）の氏名 

② 第三者への提供を利用目的とすること。 

③ 第三者に提供される個人データの項目 

④ 第三者に提供される個人データの取得の方法 

⑤ 第三者への提供の方法 

⑥ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止するこ

と。 

⑦ 本人の求めを受け付ける方法 

⑧ その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で

定める事項 

 

オプトアウト届出に関しては、現行法上、事業者の住所等の基本的な事項が法定の届出事

項となっていないことから、届出後、一定期間経過後に住所変更等により連絡がつかなくな

る場合がある。個人情報保護委員会によれば、平成 31年４月に委員会が実施したオプトア

ウト届出事業者の実態調査において、同年３月 31日時点の全 158者に調査票を郵送したと

ころ、所在不明により６者の事業者とは連絡がとれなかったとのことである。 

そこで、制度改正大綱では、適正な執行の確保等といった観点から、事業者の名称や住所

といった基本的事項を届出事項として追加するとともに、変更があった場合の届出を求め、

委員会がオプトアウト届出事業者の所在を把握できるようにすることとされた。 

 

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

提供に係る記録」（法 25 条１項）および「個人データの第三者提供を受ける際の確認の記

録」（法 26条３項）を必ず作成する必要がある。 

 個人情報保護委員会の『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提

供時の確認・記録義務編）』においては、「2-2 解釈により確認・記録義務が適用されない第

三者提供」のいずれの類型も、実質的に本人同意があることが前提であり、オプトアウトに

よる第三者提供（法 23条２項）には、基本的には、次の考え方は当てはまらないこととさ

れている。 

 改正法では、「個人データの第三者提供に係る記録」（法 25条１項）および「個人データ

の第三者提供を受ける際の確認の記録」（法 26 条３項）（第三者提供記録）が、「その存否が

明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの」を除

いて開示義務の対象とされる。（改正法 28条５項） 

平成 27年改正法においては、第三者提供に係る確認記録が義務付けられることとなった。

この確認義務は、①不正の手段によって取得された個人情報が転々流通することを防止し、

また、②記録の作成・保存の義務により、個人情報の流通に係るトレーサビリティの確保を

図るものである。しかしながら、この「個人情報の流通に係るトレーサビリティ」は、あく

までも監督機関から見たトレーサビリティの確保であって、本人からみたトレーサビリテ

ィは担保されなかった。 

個人情報の流通に係るトレーサビリティについては、本人にとって利用停止権や請求権

を行使する上で、必要不可欠な要素である。実際、委員会が設置している相談ダイヤルには、

個人情報の取得元の開示を求めることはできないかという相談や、取得元の開示を求める

制度を作るべきであるという意見が多く寄せられている。 

 そこで、制度改正大綱では、第三者への提供時・第三者からの受領時の記録も、開示請求

の対象とすることとするとされた。 

４．施行期日・経過規定 

 本規定は、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して２年を超えない範囲内で政令で

定める日に施行される。 

改正法の公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日以降、

法律の施行日（公布の日から２年を超えない範囲内で政令で定める日）前において、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、以下の事項に相当する事項について、本人に通知

するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合、当該通知及び届出

は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなされる。（附則２条） 

• 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名・名称、住所、法人の場合はその代表

者の氏名（法 23 条２項１号） 

• 第三者に提供される個人データの取得の方法（法 23条２項４号） 

• その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で

定める事項（法 23条２項８号） 

• 個人データの管理について責任を有する者の住所及び法人の代表者の氏名に関する事

項（法 23条５項３号）について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通

知は、同号の規定により行われたものとみなされる（附則３条）。 

 

５．執行の強化 

オプトアウト規定については、平成 27年改正法により改正前の手続に加え、委員会への

届出義務が創設された。制度としては一定程度有効に機能しているものと評価される。 

 しかしながら、これまで委員会が行った実態調査では、確認・記録義務の履行が不十分な

業者や未だ届出のない事業者が存在することが分かった。また、本人がオプトアウトの要否

を判断する手がかりとなる、オプトアウト手続に関する委員会への届出の内容と実際の業

況が異なる業者が存在することも判明している。さらに、本人が、第三者提供後の用途を考
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慮しオプトアウト手続をとる上で必要十分な具体性のある内容が提供されているかどうか

という点で、懸念がある。 

 制度改正大綱では、このような実態を踏まえ、委員会においては、届出を行っている全事

業者に対し、届出書の記載内容の確認を求め、必要に応じて再届出を行わせている。今後も

指導等を行った事業者の業務実態や未届事業者の把握を継続的に行うなど、執行による名

簿屋対策の徹底を進め、個人情報保護法に適合しない形で名簿等が取り扱われている場合

には必要な措置をとっていくこととされている。 
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Ｑ９８．域外適用に関してはどのような改正がなされますか。 

 

〇第 75条（適用範囲）・改正前後 

【改正後】 

第 75条 この法律は、個人情報取扱事業者等（※）が、国内にある者に対する物品又は

役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得

されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若

しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。 

（※）「個人情報取扱事業者等」とは、個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、

仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者をいう（法 40条１項）。 

【改正前】 

第 75 条 第 15 条、第 16 条、第 18 条（第２項を除く。）、第 19 条から第 25 条まで、第

27 条から第 36条まで、第 41 条、第 42 条第１項、第 43 条及び次条の規定は、国内に

ある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得し

た個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成

した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。 

 

（報告及び立入検査） 

第 40条第１項（変更） 

個人情報保護委員会は、前三節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、個人情

報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱

事業者（以下「個人情報取扱事業者等」という。）その他の関係者に対し、個人情報、個

人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報（以下「個人情報等」という。）の取扱いに

関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者

等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し

質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

（勧告及び命令） 

第 42条４項（追加） 

４ 個人情報保護委員会は、前２項の規定による命令をした場合において、その命令を受

けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することがで

きる。 

 

（送達すべき書類）（新設） 

第 58条の２ 第 40条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第 42条第１

項の規定による勧告若しくは同条第２項若しくは第３項の規定による命令、第 56条の

規定による報告の徴収、第 57条の規定による命令又は前条第１項の規定による取消し

は、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。 

２ 第 42 条第２項若しくは第３項若しくは第 57 条の規定による命令又は前条第１項の

規定による取消しに係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 15 条第１項又は第 30

の通知は、同法第 15 条第１項及び第２項又は第 30 条の書類を送達して行う。この場

合において、同法第 15 条第３項（同法第 31 条において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定は、適用しない。 

 

（送達に関する民事訴訟法の準用）（新設） 

第 58条の３ 前条の規定による送達については、民事訴訟法第 99条、第 101条、第 103

条、第 105 条、第 106 条、第 108 条及び第 109 条の規定を準用する。この場合におい
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て、同法第 99条第１項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同

法第 108条中「裁判長」とあり、及び同法第 109条中「裁判所」とあるのは「個人情報

保護委員会」と読み替えるものとする。 

〇準用される送達に関する民事訴訟法の規定 

（送達実施機関） 

第 99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は個人情報保護委員会の職員

執行官によってする。 

 

（交付送達の原則） 

第 101 条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき

書類を交付してする。 

 

（送達場所） 

第 103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所（以下この節

において「住所等」という。）においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、

本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 

２ 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障が

あるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づ

き就業する他人の住所等（以下「就業場所」という。）においてすることができる。

送達を受けるべき者（次条第１項に規定する者を除く。）が就業場所において送達を

受ける旨の申述をしたときも、同様とする。 

 

（出会送達） 

第 105 条 前２条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有

することが明らかでないもの（前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。）

に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所

等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受け

ることを拒まないときも、同様とする。 

 

（補充送達及び差置送達） 

第 106 条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わな

いときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわ

きまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本

郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。 

２ 就業場所（第 104 条第１項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場

合を含む。）において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第 103条第２

項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領

について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、

これらの者に書類を交付することができる。 

３ 送達を受けるべき者又は第１項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正

当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置

くことができる。 

 

（外国における送達） 

第 108 条 外国においてすべき送達は、個人情報保護委員会裁判長がその国の管轄官

庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 

 

（送達報告書） 
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第 109 条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを個

人情報保護委員会裁判所に提出しなければならない。 

 

（公示送達）（新設） 

第 58条の４ 個人情報保護委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができ

る。 

一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 

二 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法

第 108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができな

いと認めるべき場合 

三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第 108 条の規定により外国の管轄官

庁に嘱託を発した後６月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 

２ 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を個人

情報保護委員会の掲示場に掲示することにより行う。 

３ 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から２週間を経過することによって、

その効力を生ずる。 

４ 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、６週間と

する。 

 

（電子情報処理組織の使用）（新設） 

第 58 条の５ 個人情報保護委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成 14 年法律第 151号）第３条第９号に規定する処分通知等であって第 58

条の２の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第

７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行

ったときは、第 58 条の３において読み替えて準用する民事訴訟法第 109条の規定によ

る送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情

報処理組織を使用して個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。）に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

（国際約束の誠実な履行等）（新設） 

第 78条の２ この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の

誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守し

なければならない。 

【改正の方向性】 

・ ＧＤＰＲのような代理人の設置義務は求められていない。 

・ 日本国内にある者に係る個人情報、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報を

取り扱う外国の事業者を、罰則によって担保された報告徴収及び命令の対象とする。 

・ 事業者が命令に従わなかった場合には、その旨を個人情報保護委員会が公表できるこ

ととする。 

・ 個人情報保護委員会による外国の事業者に対する立入検査を可能とする。 

・ 外国主権との関係から、他国の同意がない限り、他国領域内における公権力の行使は

できないため、必要に応じて、外国当局との執行協力を行っていく。 

・ 内外の事業者に対して実効的に権限を行使し、かつ、適正手続を担保するため、領事

送達・公示送達等の送達に関する手続を具体化している。 

 

【制度改正大綱の内容】 

第６節 法の域外適用の在り方及び国際的制度調和への取組と越境移転の在り方 

２．域外適用の範囲の拡大 
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〇 いわゆる域外適用については、平成 27 年改正法によって、法の適用関係が明確化さ

れた。この結果、外国において個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工

情報を取り扱う個人情報取扱事業者に法が適用されるのは、①国内にある者に対する

物品又は役務の提供に関連して、②その者を本人とする個人情報を取得した場合とさ

れている（法第 75条）。 

〇 ただし、現行法の規定により、報告徴収及び立入検査並びに命令に関する規定は外国

の事業者に適用されないため、委員会が、域外適用の対象となる外国の事業者に行使

できる権限は、指導及び助言並びに勧告のような強制力を伴わない権限にとどまって

おり、報告徴収及び立入検査並びに命令を行うことはできないこととなっている。 

〇 これまでのところ、外国の事業者の不適切な取扱いについては、日本の拠点を通じた

指導等により是正されてきている。しかしながら、仮に、外国の事業者に本法の義務

規定に違反する行為があると認められ、指導・助言又は勧告を行っても改善されない

等、より強力な措置をとる必要がある場合には、委員会が、個人情報保護法に相当す

る外国の法令を執行する外国の当局に対して、相互主義の考え方の下、その外国の法

律に基づく執行の協力を求めて（法第 78 条）、実効性を確保することとなっている。 

〇 ただし、中間整理の意見募集では、域外適用の拡大について反対する意見も寄せられ

る一方、外国事業者に対する執行を強化すべきとの意見も多く寄せられた。 

〇 また、外国事業者について、平成 29年度は、漏えい等報告 10件、指導助言４件、平

成 30 年度は、漏えい等報告 20 件、指導助言 15 件の対応実績があり、対応件数は増

加している。このような状況について、国内事業者と外国事業者との公平性の観点か

ら問題であるとの指摘もある。 

〇 こうした状況を踏まえ、日本国内にある者に係る個人情報又は匿名加工情報を取り扱

う外国の事業者を、罰則によって担保された報告徴収及び命令の対象とする。また、

事業者が命令に従わなかった場合には、その旨を委員会が公表できることとする。さ

らに、委員会による外国の事業者に対する立入検査を可能とする。もっとも、外国主

権との関係から、他国の同意がない限り、他国領域内における公権力の行使はできな

いため、必要に応じて、外国当局との執行協力を行っていく。 

〇 併せて、内外の事業者に対して実効的に権限を行使し、かつ、適正手続を担保するた

め、領事送達・公示送達等の送達に関する手続を具体化する。 
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１．法文上の規律 

（１）域外適用（法 75条）（改正） 

 個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者等」が、国内にある者に対する物品又は役務の

提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されること

となる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工

情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する（法 75条）。 

 「個人情報取扱事業者等」とは、個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、仮名加

工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者をいう（法 40条１項）。 

 本規定は、平成 27 年改正で設けられたが、今回の改正により、外国にある「個人関連情

報取扱事業者」および「仮名加工情報取扱事業者」に関する規律についても域外適用される

ことになる。 

（２）報告及び立入検査（法 40条１項）（改正） 

 個人情報保護委員会は、前三節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、「個人情

報取扱事業者等」その他の関係者に対し、個人情報、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名

加工情報（以下「個人情報等」という。）の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出

を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な

場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。 

 改正法により、（外国にある者も含め）「個人関連情報取扱事業者」および「仮名加工情報

取扱事業者」による「個人関連情報」および「仮名加工情報」の取扱いも報告・立入検査の

対象となる。 

 また、「その他関係者」に対して報告・資料の提出を求め、「その他の関係者の事務所」も

立入検査の対象となる。 

 「その他の関係者」には個人情報取扱事業者である外国事業者の役職員が含まれ、「その

他の関係者の事務所」には個人情報取扱事業者である外国事業者の国外の本支店が含まれ

るものと考えられる。制度改正大綱では、個人情報保護委員会による外国の事業者に対す

る立入検査を可能とするとされているところである。 

（３）命令違反の公表（法 42条４項）（新設） 

 個人情報保護委員会は、法 42 条２項または３項の規定による命令をした場合において、

その命令を受けた個人情報取扱事業者等（個人情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者、

仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者）がその命令に違反したときは、その

旨を公表することができる。 

（４） 送達等の規定の整備（法 58条の２から法 58条の５まで） 

 内外の個人情報取扱事業者等に対して実効的に権限を行使し、かつ、適正手続を担保する

ため、領事送達・公示送達等の送達に関する手続が規定された。 

• 第 58条の２（送達すべき書類） 

• 第 58条の３（送達に関する民事訴訟法の準用） 

• 第 58条の４（公示送達） 

• 第 58条の５（電子情報処理組織の使用） 

 

（５）国際約束の誠実な履行等（法 78条の２）（新設） 

個人情報保護法の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な

履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければな

らない。 

 制度改正大綱では、外国主権との関係から、他国の同意がない限り、他国領域内における

公権力の行使はできないため、必要に応じて、外国当局との執行協力を行っていくとされて

いることに鑑みて置かれた規定であると考えられる。 
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（６）施行期日 

 上記（１）から（５）までの改正は、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して２年

を超えない範囲内で政令で定める日に施行される（改正法附則１条本文）。 

 

２．代理人の設置義務 

 改正法では、GDPR のように、域外適用の場合、外国事業者に日本国内に代理人を置くよ

うな義務は設けられていない。 
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Ｑ９10．越境データ移転（外国にある第三者への個人データの提供の制限）に関しては

どのような改正がなされますか。 

 

【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。 

【改正の方向性】 

・ 中国のサイバーセキュリティ法のように、国内サーバ保存の義務付けはなされない。 

・ 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。 

・ 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 が

求められることになる。具体的には、個人情報保護法 24 条の「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」の要件を満たす場合には、人情報保 

護法 24 条ではなく、同法 23 条が適用され、「個人データの海外の取扱いの委託先」

や「海外の個人データの共同利用先」には、個人情報保護法 23 条５項１号（個人デ

ータの取扱いの委託）・３号（個人データの共同利用）に基づき、「第三者」には該当

しないものとして、本人の同意なく提供が可能となるが、 当該「個人データの海外の

取扱いの委託 先」や「海外の個人データの共同利用先」に関する情報提供を求める改

正であると考えられる。 

・ 過重な負担とならないように、提供する情報の内容や提供の方法等について具体的に

検討される 。 

 

【制度改正大綱の内容】 

第６節 法の域外適用の在り方及び国際的制度調和への取組と越境移転の在り方 
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３．外国にある第三者への個人データの提供制限の強化 

〇 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む中、個人データの越境移

転に伴うリスクも変化しつつある。これまで、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はその一例と考えられる。 

〇 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。 

〇 また、Ｇ２０茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合（令和元年６月８日及び９日）

において、「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト（ＤＦＦＴ）」（信頼性のある

自由なデータ流通）のコンセプトがＧ２０全体で合意され、信頼につながる各国の法

的枠組みは相互に接続可能なものであるべきことが確認された。このような国際的潮

流の中にあって、「プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保し

ながら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に

行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進」9 を実現するためには、国家間では

相互に信頼性を確保した自由なデータ流通を促進する必要があることに加え、上記の

ような、個人データのフリー・フローを支える信頼を、事業者と本人の間においても

確保することが重要である。 
  （脚注 9）成長戦略フォローアップ（令和元年６月 21日閣議決定） 

〇 平成 27年改正法で導入された法第 24条は、個人情報取扱事業者が外国に個人データ

を移転できる場合を一定の場合に制限するものであり、その規制の対象は個人データ

の移転元である国内事業者であることから、当該規制によって、移転先における状況

の多様性に起因するリスクに対応するためには、移転先の事業者やその事業者がおか

れている外国の状況について必要最低限の留意を求めることとする。 

〇 具体的には、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。また、移転先事

業者において継続的な適正取扱いを担保するための体制が整備されていることを条

件に、本人の同意を得ることなく個人データを移転する場合にあっては、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とす

る。 

〇 なお、移転先国の個人情報の保護に関する制度等についての本人に対する情報提供

は、当該個人情報の取扱いについて本人の予見可能性を高めることが趣旨であること

から、その範囲で必要最低限のものとし、網羅的なものである必要はない。今後、事

業者の負担や実務に十分配意した上で、過重な負担とならないように、提供する情報

の内容や提供の方法等について具体的に検討することとする。 
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１ 現行法の規律 

（１）外国にある第三者への提供が認められる場合 

平成 29 年（2017 年）５月 30 日施行の個人情報保護法の改正により、外国にある第三者

への個人データの第三者提供の規律が設けられた（同法 24条）。 

個人情報取扱事業者が、個人データを外国にある第三者に提供する場合には、個人情報保

護法 23条（第三者提供の制限）は適用されず、個人情報保護法 24条（外国にある第三者へ

の提供の制限）の規定が適用される。 

個人情報保護法 24条においては、個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人デー

タを提供するには、個人情報保護法 23条１項各号に該当する場合を除き、あらかじめ外国

にある第三者への提供を認める旨の本人の同意がなければならないこととされている。 

 

【外国にある第三者への提供が認められる場合】 

①あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意がある場合 

②個人情報保護法 23 条１項各号に該当する場合 

(i)法令に基づく場合 

(ii)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

(iii)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(iv)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

 すなわち、外国にある第三者への個人データの提供の場合には、個人情報保護法 23条に

おいて認められる以下の第三者提供の方法は原則として認められない。 

 

【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】 

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 

② オプトアウトの方法を利用する場合（個人情報保護保護法 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（同法 23条５項） 

(i)個人データの処理の委託 

(ii)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 

(iii)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 

 

 ただし、（ア）「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」にある第三者への提供に該当する場合または（イ）

個人データの処理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への提供に該当する場合のいずれかに該当する場合には、

個人情報保護法 24 条ではなく、同法 23 条の規律が適用され、①あらかじめ本人の同意が

ある場合（「外国にある第三者への提供を求める旨の本人の同意」ではない単なる「本人の

同意」）、②同法 23条１項各号に該当する場合、③オプトアウトの方法を利用する場合（同

法 23条２項～４項）、④同法 23条５項各号に該当する場合にも個人データの第三者提供が

認められる。 
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〇外国にある第三者への個人データの提供 

  

 

  

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 

 

Yes 

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への

提供か 

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⇒ＥＵ加盟国が指定 

①あらかじめ外国にある第三者

への提供について本人の同意が

あるか又は②保護法 23 条１項

各号に該当するか 

保護法 23条適用 

Yes 

第三者提供可能 

No 

Yes 

保護法 23条適用 

No 

第三者提供不可 

（※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。 

（※２）個人データの処理

の委託や共同利用について

本人の同意不要 

（※２）個人データの処理

の委託や共同利用について

本人の同意不要 

No 
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【個人情報保護法 23 条の規律の適用が認められる場合】 

(ア) 「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」にある第三者への提供に該当する場合 

(イ) 個人データの処理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への提供に該当する場合 

 

（２）あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意がある場合 

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

報取扱事業者は外国にある第三者に対して個人データを提供することができる。 

 個人情報保護法 23 条１項の「本人の同意」がある場合でも、「外国にある第三者への提供

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

できない。 

「外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」を取得する際には、事業の性質及

び個人データの処理状況に応じ、当該本人が当該同意に係る判断を行うために必要と考え

られる適切かつ合理的な方法によらなければならない。この方法には、提供先の国又は地域

名（例：米国、EU 加盟国）を個別に示す方法、「実質的に本人からみて提供先の国名等を

特定できる方法」、「国名等を特定する代わりに外国にある第三者に提供する場面を具体的

に特定する方法」などが含まれ得る。（『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ

イン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆

Ａ』（以下「個人情報保護法ガイドラインＱ＆Ａ」という。）９－２） 

「実質的に本人からみて提供先の国名等を特定できる方法」とは、本人がサービスを受け

る際に実質的に本人自身が個人データの提供先が所在する国等を決めている場合を指しま

す。例えば、本人が日本の旅行会社に外国旅行を申し込んだ場合に、当該旅行会社が当該国

の宿泊先に当該本人の情報を提供することは、当該国の記載がなくても、実質的に本人から

みて提供先の国名を特定できるものと考えられる。（個人情報保護法ガイドラインＱ＆Ａ９

－３） 

 

（３）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 

「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」（上記１（イ））としては

以下のとおり定められている（個人情報保護法施行規則 11条の２）。 

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処理について、適切かつ合理的な方法により、法第四章第一節の

規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること（個人情報保護法施行規則 11条１

号） 

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

を受けていること（個人情報保護法施行規則 11条２号） 

  

 上記②の「個人情報の処理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 の越境プ

ライバシールール（CBPR）システムの認証を得ていることが該当する。 
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 上記①の「適切かつ合理的な方法」および「法第四章第一節の規定の趣旨に沿った措置」

については、個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（外国にある第三者への提供編）」３－２において定められている。 

 「適切かつ合理的な方法」とは、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処理を委託する場合 

提供元および提供先間の契約、確認書、覚書等 

(事例 2）同一の企業グループ内で個人データを移転する場合 

提供元および提供先に共通して適用される内規、プライバシーポリシー等 

 「法第四章第一節の規定の趣旨に沿った措置」は、具体的には、国際的な整合性を勘案す

ると下記表のとおりである。これは、国際的な整合性の判断は、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アジア太平洋経済協力（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に準拠している。 

外国にある第三者は、「法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置」として以下の事項に

ついて、「適切かつ合理的な方法」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。

もっとも、契約等にすべ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、措置の実施が確保され

ていれば足りる。 

 
法第４条第１節の規定の趣旨に沿

った措置 

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 

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 

第 15条 利用目的の特定 委託契約において、外国にあ

る事業者による利用目的を特

定する。 

就業規則等において利用目的を

特定する。 

第 16条 利用目的による制限 委託契約において、委託の内

容として、外国にある事業者

による利用目的の範囲内での

事務処理を規定する。 

従業員情報を就業規則において

特定された利用目的の範囲内で

利用する。なお、利用目的の範囲

を超える場合には、当該従業員の

同意を得る必要があるが、その場

合、日本にある個人情報取扱事業

者が同意を取得することも認め

られるものと解される。 

第 17条 適正な取得 外国にある事業者が委託契約

に基づいて適切に個人データ

を取得していることが自明で

あれば、不正の手段による取

得ではない。 

外国にある親会社が内規等に基

づいて適切に個人データを取得

していることが自明であれば、不

正の手段による取得ではない。 

第 18条 取得に際しての利用

目的の通知等 

日本にある個人情報取扱事業

者から顧客に対して利用目的

の通知等をする。 

日本にある個人情報取扱事業者

が従業員に対して利用目的の通

知等をする。 

第 19条 データ内容の正確性

の確保等 

委託契約によりデータ内容の

正確性の確保等について規定

するか、または、データ内容の

正確性の確保等に係る責任を

個人データの提供元たる個人

情報取扱事業者が負うことに

なる。 

日本にある個人情報取扱事業者

を通じて従業員情報の正確性を

確保する。 

第 20条 安全管理措置 委託契約により外国にある事 内規等により外国にある親会社
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業者が安全管理措置を講ずる

旨を規定する。GL（通則編）

「（別添）講ずべき安全管理措

置の内容」を参照。 

が安全管理措置を講ずる旨を規

定する。 

第 21条 従業者の監督 委託契約により外国にある事

業者の従業者の監督に係る措

置を規定する。 

内規等により外国にある親会社

の従業者の監督に係る措置を規

定する。 

第 22条 委託先の監督 委託契約により外国にある事

業者の再委託先の監督に係る

措置を規定する。 

①適切な委託先の選定 

②委託契約の締結 

③委託先における個人データ

処理状況の把握 

内規等により外国にある親会社

の再委託先の監督に係る措置を

規定する。 

第 23条 第三者提供の制限 委託契約により外国にある事

業者からの個人データの第三

者提供を禁止する。 

内規等により外国にある事業者

からの個人データの第三者提供

を禁止する。 

第 24条 外国にある第三者へ

の提供の制限 

委託契約により外国にある事

業者からの個人データの第三

者提供を禁止する。 

外国の事業者から更に外国に

ある第三者に個人データの処

理を再委託する場合には、法

22 条の委託先の監督義務のほ

か、法第 4 章第 1 節の規定の

趣旨に沿った措置の実施を確

保する。 

内規等により外国にある親会社

からの個人データの第三者提供

を禁止する。 

外国にある親会社から更に他の

国にある子会社等に個人データ

を移転する場合にも、内規等によ

り法第 4 章第 1 節の規定の趣旨

に沿った措置の実施を確保する。 

第 27 条～

第 33 条、

第 35条 

保有個人データに関

する事項の公表等、開

示、訂正等、利用停止

等、理由の説明、開示

等の請求等に応じる

手続、手数料、苦情の

処理 

提供する個人データが外国に

ある事業者にとって「保有個

人データ」に該当する場合に

は、委託契約により、委託元が

保有個人データに関する事項

の公表等、開示、訂正等、利用

停止等、理由の説明、開示等の

請求等に応じる手続、手数料、

苦情の処理に係る義務を履行

することについて明確にす

る。 

なお、提供する個人データが

外国にある事業者にとって

「保有個人データ」に該当し

ない場合には、結果として「措

置」としての対応は不要であ

る。 

内規等により、日本にある個人情

報取扱事業者が保有個人データ

に関する事項の公表等、開示、訂

正等、利用停止等、理由の説明、

開示等の請求等に応じる手続、手

数料、苦情の処理に係る義務を履

行することについて明確にする。 
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３ 改正法の規律 

（１）外国にある第三者への提供を認める旨の同意の実質化（法 24条２項）（新設） 

個人情報取扱事業者は、法 24条１項の規定により本人から外国にある第三者への提供を

認める旨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。 

制度改正大綱では、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とされている。 

 

（２）第三者による相当措置の実施を確保するための必要な措置（法 24 条３項）（新設） 

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こ

とになる。 

上記１（３）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」

を講じている場合に関して、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、①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ことを求めるととも

に、②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

ないこととするものである。 

 

（３）施行期日・経過措置 

 本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される。（改正法附則１条本文）。 

 本規定については、以下の経過措置が設けられている。 

〇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。（改正法 24条２項） 

➡個人情報取扱事業者が施行日前に法 24条１項の規定により本人の同意を得る場合に適

用する。（附則４条１項） 

〇個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（法 24条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。（改正法 24条３項） 

➡個人情報取扱事業者が施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に

提供した場合について適用する。（附則４条２項） 

 

４．データ・ローカリゼーションについて 

中国サイバーセキュリティ法などでは、国内サーバ保存の義務付けがなされている。 

しかしながら、制度改正大綱は、国内サーバ保存義務付けなどのデータ・ローカリゼーシ

ョンについて、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として否定的である。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
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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。 

また、成長戦略フォローアップ（令和元年６月 21日閣議決定）においては、国際的に自

由なデータ流通の促進」を実現するためには、国家間では相互に信頼性を確保した自由なデ

ータ流通を促進する必要があることに加え、上記のような、個人データのフリー・フローを

支える信頼を、事業者と本人の間においても確保することが重要であるとされている。 

そこで、改正法では、国内サーバ義務付けなどのデータ・ローカリゼーションは設けられ

なかった。 
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Ｑ1011．「保有個人データ」に関しては①短期保存データの保有個人データ化、②開示請

求のデジタル化、③利用停止請求権等の要件の緩和がなされるそうですが、どのよ

うな改正が具体的になされますか。 

 

 

【改正条文】 

第２条第７項 

この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、

追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有

する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害さ

れるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去すること

となるもの以外のものをいう。 

 

（開示） 

第 28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの

電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開

示を請求することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で

定める方法同項の規定により当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の

費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の

交付による方法）により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。

ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部

を開示しないことができる。 

 一～三（略） 

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若し

くは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しない

とき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人

に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

４・５（略） 

 

（利用停止等） 

第 30 条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが

第 16条若しくは 16条の２の規定に違反して取り扱われているとき、又は第 17条の規

定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消

去（以下この条において「利用停止等」という。）を請求することができる。 

２～４（略） 

５ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個

人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人

データに係る第 22条の２第１項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識

別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるお

それがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を

請求することができる。 

６ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度

で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなけ

ればならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に

多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが



101 

 

困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を

とるときは、この限りでない。 

７（略） 

【改正の方向性】 

⚫ 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 

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 

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 

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。 
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第１． 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（法２条７項） 

 
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） 

 

１ 現行個人情報保護法 

 現行法上、開示等の対象となる保有個人データについては、１年以内の政令で定める期間

以内に消去することとなるものが除外されており（個人情報保護法２条７項）、政令で定め

る期間については、同法施行令５条の規定により「６月」とされている。 

すなわち、現行法上、６月以内に消去することとなる個人データは、「保有個人データ」

の定義から除かれており、個人情報取扱事業者は、開示や利用停止等の請求に応ずる義務が

ない。 

立法当時このように定められた背景は、短期間で消去される個人データについては、デー

タベースに蓄積されて取り扱われる時間が限られており、個人の権利利益を侵害する危険

性が低く、また、本人の請求を受けて開示等が行われるまでに消去される可能性も高いこと

から、個人情報取扱事業者に請求に対応するコストを負担させることの不利益が、本人に開

示等を請求する権利を認めることの利益を上回るものと考えられたためである。 

 

２ 情報化社会の進展による状況の変化 

 しかしながら、情報化社会の進展により、短期間で消去される個人データであっても、そ

の間に漏えい等が発生し、瞬時に拡散する危険が現実のものとなっている。このように、短

期間で消去される個人データについても、個人の権利利益を侵害する危険性が低いとは限

らない。 

また、既に消去されていれば、請求に応じる必要もないことから、個人情報取扱事業者に

請求に対応するコストを負担させることの不利益が、本人に開示等を請求する権利を認め

ることの利益を上回るとはいえないものと考えられる。 

なお、現在でも、プライバシーマークにおいて審査基準の根拠とされている「ＪＩＳ Ｑ 

15001 個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」においては、６か月以内に消去す

る個人情報も含め、開示等の求めに原則応じることとされており、事業者において自主的に

個人情報保護法の水準を超えた対応が行われている。 
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JIS Q 15001 における関係規定の概要 

（付属書 A：A.3.4.4.1、付属書 B：B.3.4.4.1 ） 

・保有個人データには該当しない場合でも、本人からの開示等（※）の求めに応じること

ができる権限を有する個人情報については、保有個人データと同様に取り扱う。 

・上記本人からの開示等の求めに応じることができる権限を有する個人情報には、政令

で定める期間（６カ月）以内に消去する個人データが含まれる。 

※利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三 

者への提供の停止の請求など 

 

３ 改正法 

改正法では、「保有個人データ」の定義から、「一年以内の政令で定める期間以内に消去す

ることとなるもの以外のもの」との部分が削除されることにより、６月以内に削除するもの

も「保有個人データ」に該当することとされた。 

本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12 日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される（改正法附則１条本文）。 

 

第２．保有個人データの開示請求のデジタル化（法 28条） 

１ 現行法  

現行法では、本人への開示方法は、書面の交付による方法（開示の請求を行った者が同意

した方法があるときは、当該方法）とされている（法 28条２項、同法施行令９条）。 

 

２ 改正の背景 

(1) 開示請求のデジタル化の必要性 

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

しつつ、「開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法」とされている（同

法施行令９条）。 

開示請求の対象となる保有個人データについては、情報技術の進展により、膨大な情報を

含む場合があるところ、当該保有個人データを印字した書面を交付された本人にとっては、

検索も困難であり、その内容を十分に認識することができないおそれがある。 

特に、当該保有個人データが音声や動画である場合は、その内容を書面上に再現すること

自体が困難である。このように、書面による開示では、当該保有個人データの取扱状況を十

分に明らかにすることができず、これを前提に訂正等並びに利用停止等及び第三者提供の

停止の請求を行うことが困難なケースがある。また、開示された個人データを本人が利用す

る場面で、電磁的形式である方が利便性が高い場合も少なくない。 

(2) ＧＤＰＲのデータポータビリティの権利 

ＥＵのＧＤＰＲにおいても、事業者は、本人の求めに応じて、保有する個人データを提供

する義務が課せられているが、特定の条件を満たす場合には、本人が他の用途で利用しやす

い電子的形式で、本人又は本人が望む他の事業者に、個人情報を提供する義務が課されてお

り「データポータビリティの権利」と称されている（ＧＤＰＲ第 20条）。なお、本人が望む

他の事業者に直接個人情報を提供させることができるのは、技術的に実行可能な場合に限

定されている。 

(3) デジタル手続法の成立 

 2019 年通常国会で「民間手続における情報通信技術の活用の促進等を謳った情報通信技

術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律」（いわゆる「デジタル手続法」）が成立したこと等を踏まえ、個人情報保護法におけ

る開示の際の電磁的形式による提供についても、利用者の利便を考慮しつつ、明確化をすべ
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きであると考えられる。 

 

３ 改正法 

（１）開示請求の方法（法 28条１項）（改正） 

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録

の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求するこ

とができることとされた（下線部分は改正法による追加部分）。 

 

（２）開示方法（法 28条２項） 

 現行法では、保有個人データの開示は書面の交付による方法が原則である（法 28条２項、

同法施行令９条）が、改正法では、当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の

費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付

による方法）により遅滞なく、当該保有個人データを開示することとされた。 

 

（３）施行期日 

本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12 日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される（改正法附則１条本文）。 

 

第３ 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 

１ 利用停止等を巡る状況 

個人情報保護法上、利用停止等（利用の停止又は消去）についての個人の権利行使には一

定の制約が課されている。 

「利用停止・消去の請求」に応じる義務を課されているのは、①個人情報を目的外利用し

たとき（同法 16条違反）や、②不正の手段により取得した場合（同法 17条違反）に限られ

ている（同法 30条１項）。 

「第三者提供の停止の請求」に応じる義務が課されるのは、「法の規定に違反して第三者

提供されている場合」（同法 23条１項、24条１項違反）に限られている（同法 30条３項）。 

この点については、個人情報保護委員会への相談ダイヤルに寄せられる意見や、タウンミ

ーティングにおける議論でも、消費者からは、自分の個人情報を事業者が利用停止又は消去

等を行わないことへの強い不満が見られるところである。 

 

２ ＪＩＳ Ｑ １５００１個人情報保護マネジメントシステム－要求事項 

日本において比較的多くの事業者が活用している民間の取組であるプライバシーマーク

において審査基準の根拠とされている「ＪＩＳ Ｑ １５００１個人情報保護マネジメント

システム－要求事項」においては、本人の保有個人データの利用停止、消去又は第三者提供

の停止の請求を受けた場合は、原則として応じる義務があることとされており、自主的に個

人情報保護法の水準を超えた対応が行われている。 

〇個人情報保護法 30 条 

（利用停止等） 

第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが

第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得

されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下この条に

おいて「利用停止等」という。）を請求することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当

該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人デー

タの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場

合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
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は、この限りでない。 

３ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十

三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保

有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。 

４ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を

停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であっ

て、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。 

５ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若し

くは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定を

したとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部に

ついて第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定

をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

 

〇ＪＩＳ Ｑ １５００１個人情報保護マネジメントシステム－要求事項 

A.3.4.4.7 保有個人データの利用又は提供の拒否権 

組織が，本人から当該本人が識別される保有個人データの利用の停止，消去又は第三者

への提供の停止（以下，この項において“利用停止等”という。）の請求を受けた場合は，

これに応じなければならない。また，措置を講じた後は，遅滞なくその旨を本人に通知し

なければならない。ただし，A.3.4.4.5 のただし書き a)～c) のいずれかに該当する場合

は，利用停止等を行う必要はないが，そのときは，本人に遅滞なくその旨を通知するとと

もに，理由を説明しなければならない。 

〇A.3.4.4.5 のただし書き a)～c) 

a) 本人又は第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

b) 当該組織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 

c) 法令に違反する場合 

 

３ ＧＤＰＲにおける消去権（忘れられる権利）・プロファイリングに係る権利 

ＥＵのＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）については、旧来の「ＥＵデータ保護指令」

の下では規定のなかった、消去権（忘れられる権利）、プロファイリングに係る規定が新た

に設けられており、概要は次のとおりである。 

消去権（忘れられる権利）については、本人は、一定の場合に、事業者に対して、当該本

人に関する個人データを不当に遅滞なく消去させる権利が認められている（ＧＤＰＲ17条）。

もっとも、表現の自由及び情報伝達の自由の権利の行使に取扱いが必要な場合等、適用の例

外も規定されている。 

【事業者が消去の義務を負う場合の例】（ＧＤＰＲ17条１項） 

⚫ 個人データの収集や取扱いの目的に関して、当該個人データが必要なくなった場合 

⚫ 本人が個人データの取扱いについての同意を撤回し、かつ、当該取扱いに関して他の

法的根拠がない場合 

⚫ 本人が、第 21 条第１項に基づいて個人データの取扱いに対して異議を申し立て、か

つ、取扱いに関して優先する他の法的根拠がない場合、又は、ダイレクトマーケティ

ングを目的とした取扱いに対して異議を申し立てる場合 

⚫ 個人データが不法に取り扱われた場合 

⚫ 個人データが EU 法又は EU 加盟国の国内法の義務の遵守のために消去されなければ

ならない場合 

【適用されない場合の例】（ＧＤＰＲ17条３項） 
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⚫ 表現の自由及び情報の自由の権利の行使に取扱いが必要な場合 

⚫ 事業者が従う EU 法又は EU 加盟国の国内法の義務の遵守のために取扱いが必要な場

合、又は公共の利益等のために取扱いが必要な場合 

⚫ 公共の利益の目的、科学的若しくは歴史的研究目的又は統計目的の達成のために取

扱いが必要な場合 

 

また、プロファイリングについては、大きく分けて、異議を申し立てる権利（ＧＤＰＲ21

条）と、自動的な意思決定に服さない権利（ＧＤＰＲ22条）が規定されている。 

異議を申し立てる権利は、「公共の利益又は公的権限の行使のために行われる業務の遂行」

又は「正当な利益の追求」を法的根拠とする、プロファイリングそのものを含む個人データ

の取扱いに対して、異議を申し立てる権利（ＧＤＰＲ第 21条第１項）であり、この権利を

行使された事業者は、本人の利益を超越する、個人データの取扱いに係る正当化根拠等を示

せない限り、プロファイリングそのものを含む個人データの取扱いを止めなければならな

いとされている。 

なお、「正当な利益の追求」によらず、「本人同意」を法的根拠としたとしても、同意を撤

回されれば削除権の対象となる（ＧＤＰＲ第 17条第１項(b)）。なお、ダイレクトマーケテ

ィングを目的とする個人データの取扱いに関しては、事業者の事情（取扱いに係る正当な根

拠の有無）にかかわらず、この権利の行使の対象となる（ＧＤＰＲ第 21条第２項）。 

また、自動的な意思決定に服さない権利（ＧＤＰＲ第 22条）については、プロファイリ

ングを含むもっぱら（solely）自動的な個人データの取扱いに基づく意思決定に服さない権

利とされ、プロファイリングそのものではなく、意思決定に服さない権利が規定されている。

なお、本人との契約の締結又は履行に必要な場合等は対象外であり、また、人が介在すれば

この権利の対象とはならないとされている。 

 

４ 中間整理における意見 

 「個人情報保護法いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整理」20（以下「中間整理」

という。）の意見募集では、多岐にわたる意見が寄せられた。利用停止や消去の義務化を求

める意見や、利用停止等に関して個人の権利の範囲を広げる方向について検討することは

十分に可能でないかとの意見があった。一方で、経済界からは、「現行制度の下での自主的

対応で十分である」、「ＥＵのＧＤＰＲも参考にしつつ、保護と利活用のバランスを考慮した

範囲にするなど慎重に検討すべき」、「請求権行使の例外規定を設ける必要がある」、「利用停

止と消去・削除については切り分けて検討すべき」、「諸外国の実態を踏まえるべき」等様々

な意見のほか、利用停止等に関して個人の権利の範囲を広げる方向性や、個人が自らの個人

情報にコントロールを有することについて、支持する意見もあった。 

 

５ 改正条文 

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

本人は、個人情報取扱事業者に対し、①当該本人が識別される保有個人データを当該個人

情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、②当該本人が識別される保有個人デー

タに係る第 22 条の２第１項本文に規定する事態（個人データの漏えい等）が生じた場合、

③その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な

利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への

提供の停止を請求することができる。 

（２）利用停止等・第三者提供の停止・代替措置（法 30条６項）（新設） 

 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由が

あることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞な

                             
20 https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20190425/ 
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く、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。 

ただし、個人情報取扱事業者は、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の

停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うこと

が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をと

るときは、利用停止等又は第三者提供の停止に応じなくてもよい。 

 

〇利用停止・消去の請求ができる場合（下線部分の場合が改正で追加） 

① 個人情報を目的外利用した場合（法 16条違反）（法 30条１項） 

② 不正の手段により取得した場合（法 17条違反）（法 30条１項） 

③ 当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要が

なくなった場合（法 30条５項） 

④ 当該本人が識別される保有個人データに係る法 22 条の２第１項本文に規定する事態

（個人データの漏えい等）が生じた場合（法 30条５項） 

⑤ その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正

当な利益が害されるおそれがある場合（法 30条５項） 

 

※③から⑤の場合は、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難

な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは利用停止・消去に応じなくてよい。 

 

 

〇第三者提供の停止の請求ができる場合（下線部分の場合が改正で追加） 

① 「法の規定に違反して第三者提供されている場合」（法 23 条１項、24 条１項違反）

（法 30条３項） 

② 当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要が

なくなった場合（法 30条５項） 

③ 当該本人が識別される保有個人データに係る法 22 条の２第１項本文に規定する事態

（個人データの漏えい等）が生じた場合（法 30条５項） 

④ その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正

当な利益が害されるおそれがある場合（法 30条５項） 

 

※②から④の場合は、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難

な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは利用停止・消去に応じなくてよい。 

 

（３）施行期日 

本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12 日）から起算して２年を超えない範囲内で

政令で定める日に施行される（改正法附則１条本文）。 

 

６．事業者への実務上の影響 

 改正法により、事業者が特に影響を受けるのは、保有個人データの開示請求のデジタル化

であろう。個人が預金取引履歴の開示など求めてきた場合、電磁的方法で提供できるように

しなければならない。 

 また、事業者の顧客情報について「利用する必要がなくなった」ことを理由として利用停

止・消去の請求がなされた場合、事業の運営上必要なことを金融機関の側で立証できるよう

に整理しておかなければならなくなる。 
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Ｑ1112．ペナルティと課徴金についてはどのように強化されますか。 

 

第１．ペナルティの在り方（制度改正大綱第３章第５節「ペナルティの在り方」、第８節「継

続的な検討課題（課徴金制度）」）（27頁、34頁） 

 

【改正条文】 

第 83 条 第 42条第２項又は第３項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為

をした者は、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。（新設） 

※現行法 

第 84 条 第 42条第２項又は第３項の規定による命令に違反した者は、６月以下の懲役又

は 30万円以下の罰金に処する。（削除） 

 

第 84 条 個人情報取扱事業者（その者が法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものを含む。第 87 条第１項において同じ。）である場合にあっては、その役

員、代表者又は管理人）若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関し

て取り扱った個人情報データベース等（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

 

第 85条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円 50

万円以下の罰金に処する。 

一 第 40条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告を

し、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しく

は虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

二 第 56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 

第 87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる第 83 条から第 85 条まで違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、に対して当該各号に定め

る罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 一 第 83条及び第 84条 １億円以下の罰金刑 

二 第 85条 同条の罰金刑 

【改正の方向性】 

・ 現行の法定刑について、法人処罰規定に係る重科（１億円以下の罰金）の導入を含

め、必要に応じた見直しを行う。 

・ 課徴金制度は検討課題とされ、導入はなされない。 

 

【制度改正大綱の内容】 

第５節 ペナルティの在り方 

〇 個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に科される罰則について最大でも１年以下

の懲役又は 50 万円以下の罰金とされていることから、違反行為に対する実効性が不

十分であるとして、ペナルティの強化が必要との議論がある。 

〇 平成 27 年改正法の施行後の国際的状況を見ると、ペナルティの強化が大きな潮流と

なっているのは否定できない。しかし、国際比較の観点では、各国ごとに国全体の法

体系やペナルティに対する考え方に違いがあり、我が国の実態、法体系に照らして望

ましい在り方を検討してきた。 

〇 現状においては、個人情報の取扱いに係る違反行為について、委員会が捕捉した案件

に関しては、指導等により違法状態が是正されているのが実態である。これは、企業



109 

 

にとって、消費者からの信頼を失うことのコストが大きいことなどが背景として考え

られる。実際、ヒアリングにおいても、経済界からは、事業者は個人情報保護法を遵

守しており、ペナルティの引上げに慎重であるべきとの意見が多くあった。 

〇 しかし、委員会が漏えい等報告を受けた事案や報告徴収・立入検査を行った事案の数

は増加傾向にある。勧告・命令や罰則については、中間整理公表時点での適用事例は

存在しなかったが、本年８月、委員会は初めての勧告を行った。これは、安全管理措

置を適切に講じず、個人データを第三者に提供する際に必要な同意を得ていなかった

事案に対して、その重大性に鑑み、適正に個人の権利利益を保護するよう、組織体制

の見直しや意識改革をはじめ、必要な措置を講じることを勧告したものである。こう

した重大な違反事例事案の発生を踏まえて、個人の権利利益の保護の必要性はより高

まっている。 

〇 個人情報保護法は、罰則を違反行為に対する最終的な実効性確保の手段とし、法人に

対してもいわゆる両罰規定を設けているところ（法第 87条）、罰金刑の効果は、刑罰

を科せられる者の資力によって大きく異なる。個人情報取扱事業者の中には、十分な

資力を持つ者も含まれるところ、法人に対して、現行法のように行為者と同額の罰金

を科したとしても、罰則として十分な抑止効果は期待できない。 

〇 このため、現行の法定刑について、法人処罰規定に係る重科の導入を含め、必要に応

じた見直しを行うこととする。 

 

第８節 継続的な検討課題 

（課徴金制度） 

〇 課徴金制度の導入については、ペナルティ強化の一環としてこれを求める意見がある

一方で、中間整理の意見募集等では、経済界等から反対の意見が寄せられた。 

〇 課徴金制度は、違反行為を行った事業者に経済的不利益を課すことにより、違反行為

を事前に抑止することを目的とする制度である。現行法は、最終的な実効性確保の手

段として刑事罰のみを予定しているところ、課徴金制度は、刑事罰の限界を補完し、

規制の実効性確保に資するものである。 

〇 特に域外適用を受ける外国事業者の違反行為に対しては、国内事業者と同様に法執行

を行う必要があるところ、課徴金制度は、外国事業者に対する有効な法執行手段とな

り得る。 

〇 また、諸外国の個人情報保護法制において、違反行為に対して、高額の制裁金を課す

ことによって規制の実効性を確保している例がある。 

〇 他方、国内他法令における課徴金制度は、不当利得を基準として課徴金を算定してい

る例が多く、我が国の法体系特有の制約があることから、法制的な課題もある。 

〇 課徴金制度の導入については、我が国の法体系、執行の実績と効果、国内外事業者の

実態、国際的な動向を踏まえつつ、引き続き検討を行っていくものとする。 

 

【解説】 

１．ペナルティの強化 

（１）措置命令違反の罰則の強化 

 個人情報保護委員会の措置命令（法 42条２項・３項）違反をした者に対する罰則は、現

行法では「６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金」（現行 84条）とされているが、「１年以

下の懲役又は 100万円以下の罰金」（改正 83条）と強化される。 

（２）報告・立入検査の忌避に対する罰則の強化（法 85条） 

①法 40 条１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、

若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答

弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、または、②法 56条の規定に

よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、現行法では「30 万円以下の罰金」とされ
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ているが、改正法では「50万円以下の罰金」に強化される。 

（３）法人重科 

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、①措置命令違反（法 83条）、②個人情報データベース等不正流用（法 84条）

をした場合、現行法では、各条の罰金刑が科せられるが、改正法では１億円以下の罰金が科

せられることになる。 

（４）施行期日・経過措置 

本規定の改正は、公布の日（令和２年６月 12 日）から６月を経過した日（令和２年 12月

12 日）に施行される（改正法附則１条２号）。 

 この法律（附則第１条第２号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による（改正法附則８条）。 

 

２．改正の趣旨 

 国際比較の観点では、ＧＤＰＲなどの諸外国のプライバシー法制においては巨額の制裁

金規制が設けられているが、各国ごとに国全体の法体系やペナルティに対する考え方に違

いがあり、個人情報保護委員会は、我が国の実態、法体系に照らして望ましい在り方を検討

してきた。 

現状においては、個人情報の取扱いに係る違反行為について、委員会が捕捉した案件に関

しては、指導等により違法状態が是正されているのが実態である。 

しかしながら、個人情報保護委員会が漏えい等報告を受けた事案や報告徴収・立入検査を

行った事案の数は増加傾向にある。勧告・命令や罰則については、中間整理公表時点での適

用事例は存在しなかったが、本年８月、委員会は初めての勧告を行った（リクナビ問題）。 

個人情報保護法は、罰則を違反行為に対する最終的な実効性確保の手段とし、法人に対し

てもいわゆる両罰規定を設けているところ（法第 87条）、罰金刑の効果は、刑罰を科せられ

る者の資力によって大きく異なる。個人情報取扱事業者の中には、十分な資力を持つ者も含

まれるところ、法人に対して、現行法のように行為者と同額の罰金を科したとしても、罰則

として十分な抑止効果は期待できない。 

そこで、制度改正大綱では、現行の法定刑について、法人処罰規定に係る重科の導入を含

め、必要に応じた見直しを行うこととされている。 

 

３．課徴金制度の導入について（見送り） 

課徴金制度の導入については、ペナルティ強化の一環としてこれを求める意見がある一

方で、中間整理の意見募集等では、経済界等から反対の意見が寄せられた。 

課徴金制度は、違反行為を行った事業者に経済的不利益を課すことにより、違反行為を事

前に抑止することを目的とする制度である。現行法は、最終的な実効性確保の手段として刑

事罰のみを予定しているところ、課徴金制度は、刑事罰の限界を補完し、規制の実効性確保

に資するものである。 

特に域外適用を受ける外国事業者の違反行為に対しては、国内事業者と同様に法執行を

行う必要があるところ、課徴金制度は、外国事業者に対する有効な法執行手段となり得る。 

 また、諸外国の個人情報保護法制において、違反行為に対して、高額の制裁金を課すこと

によって規制の実効性を確保している例がある（GDPRの制裁金参照）。 

 他方、国内他法令における課徴金制度は、不当利得を基準として課徴金を算定している例

が多く、我が国の法体系特有の制約があることから、法制的な課題もある。 

そこで、制度改正大綱では、課徴金制度の導入については、我が国の法体系、執行の実績

と効果、国内外事業者の実態、国際的な動向を踏まえつつ、引き続き検討を行っていくもの

とされた。 

 

〇GDPRの義務違反に対する制裁金 
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制裁金の上限額の基準 義務違反の類型 

事業体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（GDPR83

条４項） 

• 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) 

• データ保護オフィサー（DPO）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) 

• 認証機関の義務違反（42条、43条） 

• 監視団体の義務違反（41条４項） 

事業体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（GDPR83

条５項、６項） 

• 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) 

• 特別な種類の個人データの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) 

• 個人データの越境データ移転の条件に従わなかった場合(44-49条) 

• 第９章に基づく加盟国の国内法の義務の不遵守 

• 監督機関の命令（58条）に従わなかった場合 

 

 


