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個人情報保護法の概要と

個人情報保護法改正

2



3

個人情報

〇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
（他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む。）
（例）データベース化されていない書面・写真・音声等に記録されているもの
〇個人識別符号を含むもの

個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報
（例）委託を受けて、入力、編集、加工等のみを行っているもの

保有個人データ

個人情報取扱事業者が開示、訂正、利用停止等の権限を有する個人デー
タ
（例）自社の事業活動に用いている顧客情報
（例）事業として第三者に提供している個人情報
（例）従業者等の人事管理情報

利用目的の特定（15条）
利用目的による制限（16条）
適正な取得（17条）
取得に際しての利用目的の通知等
（18条）

データ内容の正確性の確保（19条）
安全管理措置（20条）
従業者の監督（21条）
委託先の監督（22条）
第三者提供の制限（23条）
外国にある第三者への提供の制限
（24条）
確認・記録義務（25条・26条）

保有個人データに関する事項の公表
等（27条）
開示（28条）
訂正等（29条）
利用停止等（30条）
理由の説明（31条）
開示等の請求等に応じる手続（32条）
手数料（33条）
事前の請求（34条）
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個人情報

個人情報
データベース等

検索できるように体系的
に構成したもの（法2条）
（例）
・コンピュータ処理情報
・マニュアル処理情報
（個人情報を一定の規
則に従って整理し、目次、
索引等を有するもの）

一般私人

事業の用に供さない者
⇒保護法の義務規定の適用なし

個人情報取扱事業者

保護法の義務規定の対象
（個人情報関連）
・利用目的の特定（15条）
・利用目的による制限（16条）
・適正な取得（17条）
・取得に際しての利用目的の通知等（18条）
（個人データ関連）
・データ内容の正確性の確保（19条）
・安全管理措置（20条）
・従業者の監督（21条）
・委託先の監督（22条）
・第三者提供の制限（23条）
・外国にある第三者への提供の制限（24条）
・確認・記録義務（25条・26条）
（保有個人データ関連）
保有個人データに関する事項の公表等（27条）
開示（28条）
訂正等（29条）
利用停止等（30条）
理由の説明（31条）
開示等の請求等に応じる手続（32条）
手数料（33条）
事前の請求（34条）
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改正個人情報保護法
パーソナルデータ
の利活用の要請

GDPR

ベネッセ事件

• 個人情報の定義の明確
化 （個人識別符号）

• ビックデータの取扱い
（匿名加工情報）

• 利用目的の変更の緩和

• 独立した第三者機関（個人情報保護委員会）
• センシティブ情報の取扱い（要配慮個人情報）
• 小規模事業者への法の適用（5000人以下の個人情報
を持たない事業者も個人情報取扱事業者に）

• 越境データ移転についての権限（外国にある第三者へ
の提供・域外適用）

• 開示等請求権の適用の明確化

• トレーサビリティの確保（提
供時の確認・記録義務）

• 不正な利益を図る目的の
漏えい等の刑事罰

• オプトアウトの厳格化

平成27年改正の背景
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個人情報取扱事業者が守るべきルール

□ 個人情報の利用目的の特定（15条）、目的外利用の禁止（16条）

個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければならない。
また、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。

□ 適正な取得（17条）、取得時の利用目的の通知等（18条）
偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはならない（17条１項）。平成
27年改正法により、要配慮個人情報を取得する場合には事前の同意が必要と

なった（同条２項）。個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知
又は公表しなければならない（18条１項）。また、本人から直接書面で取得する場
合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない（同条２項）。

□ 個人デ一タ内容の正確性の確保（19条）

利用目的の範囲内で、個人デ一夕を正確かつ最新の内容に保つよう努めなけれ
ばならない。平成27年改正法により、必要のなくなった個人データを遅滞なく削除
する努力義務が追加された。

□ 安全管理措置（20条）、従業者・委託先の監督（21条、22条）

個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じなけ
ればならない。安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切
な監督を行わなければならない。また、個人データの取扱いについて委託する場
合には、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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個人情報取扱事業者が守るべきルール

□ 第三者提供の制限（23条）

原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、本人以外の第三者に個人データ
を提供してはならない。
（例外）
①法令に基づく場合等公益目的の例外（１項）
②オプトアウト（２項～４項）
③第三者に該当しない場合（５項）
・個人データの取扱いの委託（１号）
・合併等の事業承継（２号）
・共同利用（３号）

※平成27年改正により、①オプトアウト手続の厳格化、②外国にある第三者への
提供制限（24条）、④確認・記録義務（25条・26条）が設けられることになった。

 利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の保有個人データ関連（27～34条）

保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続、苦情の申出先等について本
人の知り得る状態に置かなければならない。本人からの求めに応じて、保有個人
データを開示しなければならない。保有個人データの内容に誤りのあるときは、本
人からの請求を受けて、利用目的の達成に必要な範囲内で、調査し、訂正等を行
わなければならない。保有個人データを法の義務に違反して取り扱っているときは、
本人からの求めに応じて、利用停止等を行わなければならない。
※平成27年改正により、裁判上の請求ができることが明確化した。
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平成27年改正法の附則

〇平成27年改正法附則12条３項

• 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。

〇平成27年改正法附則12条６項

• 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。

※個人情報保護委員会の『地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会』にお
いて、個人情報保護条例の一元化が議論されていたが、答申を纏めるに至らず終
了した（2020年７月）。
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改正法の概要

出所：個人情報保護委員会作成資料施行期日：一部の規定を除き、公布の日から２年以内の政令で定める日
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施行期日

 原則（附則１条本文）
• 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

 附則９条～１１条（附則１条１号）
• 公布の日に施行

 罰則強化関係（附則１条２号）
• 公布の日から起算して６月を経過した日（2020年12月12日）

 オプトアウトの通知等・届出等の経過措置（附則２条）（附則１条３号）
• 公布の日から１年６月を超えない範囲内で政令で定める日
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改正法の円滑な施行に向けたロードマップ（案）

出所：個人情報保護委員会作成資料



社内規程の立て付け

12



13

個人情報取扱規程特定個人情報取扱規程

心身状態情報取扱規程

個人情報保護指針基本方針

番号法ガイドライン 通則編ガイドライン

『労働者の心身の状態に関する情報
の適正な取扱いのために事業者が
講ずべき措置に関する指針』（厚生
労働省指針）
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心身状態情報取扱規程

 根拠
労働安全衛生法第104条第３項及びじん肺法第 35 条の３第３項に基づき公表する「労働者の心
身の状態に関する情報 の適正な 取扱いのために 事業者が講ずべき措置に関する指針」（平
成３０年９月７日）
 心身の状態の情報

労働安全衛生法に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置（「健康確保措置」）
や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報
□取扱規程で定めるべき事項
①心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
②心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
③心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
④心身の状態の情報の適正管理の方法
⑤心身の状態の情報の開示、訂正等（追加及び削除を含む。）及び使用停止等（消去及び第三
者への提供の停止を含む。）の方法

⑥心身の状態の情報の第三者提供の方法
⑦事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
⑧心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
⑨取扱規程の労働者への周知の方法
 策定過程
• 衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定したものを労働者と共有
• 衛生委員会等 を設置 する義務がない常時 50 人未満の労働者を使用する 事業場（「小規
模事業場」） においては、事業者 は、 必要に応じて労働安全衛生規則第 23 条の２ に定め
る関係労働者の意見を聴く機会を活用する等 により 、 労働者の意見を聴いた 上で 取扱規
程 を 策定し 、労働者 と 共有する。



「個人情報」

15



16

個人情報保護規程における「個人情報」の定義

• 個人情報保護法上は、「個人情報」・「個人データ」・「保有個人データ」の
定義がある。

• これに対して、自社の個人情報保護規程や個人情報取扱規程において、
「個人情報」しか規定を設けていない事業者が多い。個人情報保護規程を
分かりやすくするという工夫の観点からは、一つの考え方。

• この場合、データベース化されていない個人情報（契約書の中に記載され
た個人名など）についても、第三者に提供する場合には、本人の同意が必
要となる。

• また、データベース化されていない個人情報について、開示・訂正・利用
停止・第三者提供の停止についても適用の対象となる。
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匿名化・マスキングした個人情報の取り扱い

• 個人情報保護委員会は「提供元基準」を取っているので、「個人情報」に
ついて匿名化・マスキングをしても、「匿名加工情報」または「統計情報」に
加工しない限りは、「個人情報」のままである。

• 匿名化・マスキングをしても、利用目的の範囲内での利用が必要である。

• 匿名化・マスキングをしても、本人の同意を得なければ第三者に提供する
ことはできない。
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匿名化情報に関する従来の考え方

（提供元基準）
「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる」か否かは
提供元で判断する。A社（提供元）において容易に照合できる限りは、A社に
よる情報提供は、「個人データ（個人情報）」の提供には該当し、X（本人）の事
前の同意の取得が必要。

（提供先基準）
「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる」か否かは
提供先で判断する。B社（提供先）において容易に照合できない限りは、A社
による情報提供は、「個人データ（個人情報）」の提供には該当せず、X（本
人）の事前の同意の取得は不要。

＊従前は、提供先基準も有力だった。

A社 B社

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）

Xの情報（Cookie・閲
覧履歴・趣味嗜好・氏
名・住所・電話番号）
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「統計情報」について

• 「統計情報」とは、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ
分類ごとに集計して得られる情報のこと。（QA1-7）

• 「統計情報」は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいて
は、「個人に関する情報」に該当するものではないため、「個人情報」にも
該当しないと考えられる。（QA1-14)

• 「統計情報」は「個人情報」に該当しないので、「統計情報」に加工すること
について「利用目的」として通知・公表する必要はない。（QA2-5）

• 「統計情報」化された情報については、個人データとして安全管理措置を
講じる必要はない。

• 「統計情報」化された情報については、本人の同意を得ずに第三者提供で
きる。

• 「統計情報」は、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分
類ごとに集計等して得られる情報であり、特定の個人との対応関係が排
斥されているため、「個人情報」に該当しない。他方、「匿名加工情報」は、
法第36条第１項に基づき、施行規則第19条各号で定める基準に従い加
工したものであり、例えば、ある一人の人物の購買履歴や移動履歴等の
情報など、個人単位の「個人に関する情報」を含むもの。（QA11-2)



個人関連情報の提供制限

Cookieなどのオンライン識別子の取扱い

20



21

Cookie（クッキー）
１ Cookie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。

２ 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。

３ Cookieの種類
（１）存続期間による分類
①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
②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
①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
②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。
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Cookieは「個人情報」に該当するか？

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。
① １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。）

② ２号個人情報
• 個人識別符号が含まれるもの

➡Cookie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。
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GDPRの「個人データ」（personal data）（４条１項）

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

• Cookie情報などのオンライン識別子や位置データなども個人データに該当
するとの考え方も有力。

• もっとも、EU加盟国の監督機関の判断においては、CookieやIPアドレスは
他の要素を参照して直接的にまたは間接的に特定のデータ主体が識別さ
れ得る場合に個人データに該当するのであり、ePrivacy指令を国内法化し
たものを介して個人データと扱われるとするものもある。
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ePrivacy指令

• EUの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。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。

• 同意が有効であるためには、それは通知され、具体的で自由に与えられなければならず、個
人の真の意思を反映するものでなければならない。（GDPRと同様）

• ただし、①コミュニケーションの伝達を行う唯一の目的のために使用される。通信の伝達を目
的とする場合、②ユーザーが明示的に必要とする情報社会サービスの提供者がそのサービ
スを提供するために絶対に必要な場合には、Cookieについての同意が免除。

【同意が明確に免除されるCookie】（29条委員会）
• オンラインフォーム、ショッピングカートなどの記入時にユーザーの入力を追跡するファースト
パーティのクッキーなどのユーザー入力クッキー（セッションID）、セッションの持続時間または
場合によっては数時間に制限される永続Cookie

• ユーザーを識別する認証Cookie
• 認証濫用の検出に使用されるユーザー中心のセキュリティCookie
• セッション中のマルチメディアコンテンツプレーヤーのCookie
• セッションの間、Cookieのロードバランシング
• セッションの期間（またはわずかに長い）の間、言語や設定などのユーザーインターフェイスカ
スタマイズのCookie

• ソーシャルネットワークのログインしたメンバーのための第三者のソーシャルプラグインコンテ
ンツ共有Cookie
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Cookieについての同意の具体例指令

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Cooki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。

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

Cookie
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



26

カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）（2020年１月施行）の「個人情報」

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。

➡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。
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CCPAの「販売（sell，selling, sale sold）」の意義

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。

➡「販売」の意味は広い。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。
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オプトアウト権（第1798.120条）

(a)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を有する。

➡Cookieもオプトアウト権の対象

(b)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。

(c)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。

(d)上記(a)にかかわらず、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。この権利は、「オプトイン権」と呼ぶ。
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オプトアウト権を行使するための措置（第1798.135条）

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。

(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。
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リクルートキャリア社への勧告

• 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（「リクルートキャリア
社」）及びその親会社である株式会社リクルート（「リクルート社」）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。（「12月14日
勧告等」）

• 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もの。
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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。

〇アンケートスキーム
• 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（「リクルートコミュニケーションズ」）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）、②Cookie 情報、③選考プロセスにお
ける辞退・承諾情報を直接取得。

• 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。

• 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 。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不可。

• 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。

管理ID スコア 内定辞退
可能性

C333 0.40 ★★
C444 0.53 ★★★
C555 0.61 ★★★

本改正の契機となった勧告



32

勧告②（アンケートスキーム下の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。

〇アンケートスキーム下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。

「提供元基準」では個人情報（個人データ）の第三者提供に該当する場合（法23条違反）
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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。

〇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。

本人の同意がない第三者提供（法23条違反）
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本人の同意なきデータの第三者提供

出所：個人情報保護委員会資料
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本人の同意なきデータの第三者提供

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

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

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

出所：個人情報保護委員会資料を修正
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DMPについて
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現行法上求められるCookieについての対応

• ファーストタイプクッキーの利用による自社のウェブサイトの分析のためのみであ
れば、現行法下では、Cookieの利用についての同意は必要ないと考えられる。

• ただし、他の情報と容易に照合できて個人情報として利用することが想定される
場合には、個人情報として利用することをCookieポリシーに「個人情報保護方針
／プライバシーポリシー」を参照することを記載したり、Cookieポリシー自体に以下
のような記載をすべき。

• Google Analyticsの利用については次頁

【具体例】
個人情報の取り扱いについて
以下の取得情報は当社が定める「個人情報保護方針（リンク）」および本サイトに定める取り扱いに基づいて扱います。

・取得情報
・お問合せフォームへの入力情報および入力されたお客様のCookie情報
・当社がすでに保有しているお客さまを識別することのできる情報および当該お客様のCookie情報

本サイトでは、上記取得情報を法令により例外とされる場合を除き、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。

・利用目的
・本サイト内動線の最適化
・本サイト内情報の更新と最適化
・本サイトを活用した当社の営業・マーケティング活動
・お問合せへの回答および営業上の連絡
・リターゲティング広告による情報提供
・当社製品等に関する情報提供
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Google Analyticsとは？

Google Analytics（グーグルアナリティクス）は、Googleが無料で提供するWebページ
のアクセス解析サービス。
 使用目的

サイト訪問者の動向を把握することで、訪問者の欲求を知り、サイト内の人気ペー
ジや不人気ページ、問題のあるページを知り、サイトを改善することで訪問者の満
足を高め、訪問者数を伸ばす。商用サイトであれば業務に寄与し、アフィリエイトサ
イトであれば収益を伸ばす。

 アクセス情報

利用者と対象サイトを登録して対象サイト内にタグ埋め込むことで、基本的なアクセ
ス情報として以下のものが入手できる。
• 訪問者数
• 閲覧ページ数
• 滞在時間・訪問回数・訪問頻度
• 訪問者のサイト内移動経路
• 訪問者の検索キーワード
• 訪問者の来訪前経由サイト
• 訪問者の最初に開いたページと最後に開いたページ
• 訪問者の使用PC等の画面解像度、ブラウザの種類、回線の種類、プロバイダ、
アクセスしてきた国・地域

• 広告クリック数と収益
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Google Analyticsの利用について同意が必要か

• 2019年11月14日、ドイツ連邦のデータ保護監督機関（BfDI）やドイツ各州の複数の監
督機関（ノルトライン=ヴェストファーレン州等）が、Google Analyticsを使用しているサイ
トにおいては、閲覧者の明示の同意（オプトイン）を取得しなければ、ユーザーに
Cookie利用について自由に同意する権利を与えないCookieバナーはGDPR上違法で
あるとの文書を公表した。

• ドイツの監督当局がGoogle Analyticsを提供するGoogleは自社の目的のために個人
データ（閲覧者の閲覧履歴等）を処理するものなので管理者であり、この場合、Google 
Analyticsを利用しているサイトはオプトインの同意を取得しなければならないとしてい
る。

• 日本の個人情報保護法では、個人データの取扱いの委託については「第三者」提供と
はみなされず（同法23条５項１号）、本人の同意は不要であるが、委託の範囲を超えた
利用をする場合には、本人の同意が必要となる。

• Google Analyticsにおいて、Cookieのような本人の識別できない利用を超えて個人情報
としての取扱いをしており、さらに委託の範囲を超えた利用をしているのであれば、個
人データの第三者提供（法23条１項）として本人の同意が必要となると考えられる。

• もっとも、事業者によるGoogle Analyticsの利用については事業者による本人の同意が
取られていないのが現状。
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改正条文（新設）

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

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

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

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

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

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

「個人関連情報」
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいず
れにも該当しないものをいう。
⇒郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客番号、Cookie情報、IPアドレス、契約
者・端末固有IDなどの識別子情報および位置情報、閲覧履歴、購買履歴と言ったイン
ターネットの利用にかかるログ情報などの個人に関する情報で特定の個人が識別でき
ないものが該当すると考えられる。

「個人関連情報データベース等」
「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該当すると考えられる。

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

①同意取得義務（法26条の２第１項１号）
• 「個人関連情報取扱事業者」から「個人関連情報」の提供を受ける「第三
者」は、「個人関連情報」（「個人関連情報データベース等」を構成するもの
に限る。）を個人データとして取得することが想定されるときは、法23条１
項各号に該当する場合を除いて、「個人関連情報取扱事業者」から「個人
関連情報」の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得するこ
とを認める本人の同意を取得する必要がある（法26条の２第１項１号）。

②確認にあたっての偽りの禁止（法26条の２第３項の準用する法26条２項）
• 上記①の「第三者」は、「個人関連情報取扱事業者」が本人の同意を取得
したことの確認を行う場合、当該「個人関連情報取扱事業者」に対して、当
該確認に係る事項を偽ってはならない。
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改正法の規律（個人関連情報取扱事業者の義務）

①確認義務（法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）。
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個人データとなることが想定される場面

参議院内閣委員会（2020年６月４日：政府参考人答弁）

○政府参考人（其田真理君） 御指摘の個人データとなることが想定される場面として
は、まず、提供先が個人データとして取得することを提供元の事業者が想定している
場合が考えられます。例えば、事前に個人関連情報を受領した後に、他の情報と照合
して個人データにするといった旨を告げられている場合でございます。

次に、取引状況等の客観的に事情に照らして、個人データとして取得することが一
般人の認識を基準として想定できる場合が考えられます。例えば、プラットフォーマー
などに対し個人関連情報を提供する際、提供先のプラットフォーマーが当該個人関連
情報を氏名等でひも付けて利用することを想定しつつ、そのために用いる固有ＩＤ等を
併せて提供する場合などが考えられます。

具体的な事例でありますとか判断の仕方については、ガイドラインなどにおいてなる
べく分かりやすく明確化してまいりたいと思います。
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個人関連情報の提供を受ける第三者における同意の取得方法

衆議院内閣委員会（2020年５月22日：政府参考人答弁）

○其田政府参考人 お答え申し上げます。
今御紹介をいただきました同意についてでございますが、同意の取得方法とか留意事項についてはガイドラ
インなどで詳細に定めていきたいというふうに思っておりますけれども、例えば、単に個人関連情報を第三者に
提供しますよと言っただけでは不足ではないかというふうに思っておりまして、例えば、提供先がどこかというこ
と、あるいは提供先で個人データになりますよということをはっきり本人に示した上での同意が必要ではないか
と考えています。
今後、これも消費者や企業現場の意見も伺いながら、ガイドラインの策定、周知、広報に努めまして、本人の
関与がしっかりと担保されるようにしてまいりたいと思います。

参議院内閣委員会（2020年６月４日：政府参考人答弁）

○政府参考人（其田真理君） 同意の取得方法としてはいろいろな方法が考えられると思いますけれども、例え
ば、本人から同意をする旨を示した書面、電子メールを受領する方法、確認欄へのチェックなどが考えられます。
例えば、ウエブサイトで同意を取得する場合に、今御指摘いただいたように、単に記載されているということで
は足りないというふうに考えておりまして、そのサイト上のボタンをクリックするなどのアクションが必要ではない
かというふうに思っております。
いずれにいたしましても、具体的な様々な事例について、ガイドラインなどでお示しをしていきたいと思ってい
ます。

○政府参考人（其田真理君） その同意の取り方についての議論は種々ございまして、やはりリクナビのときも
そうでございましたが、まず説明が全然なっていないと、個人が全然理解できないような同意、目的の指定の仕
方は駄目でしょうというようなこと、あるいは、おっしゃるように、何でもかんでも全部同意しないとある一つの
サービスを受けられないといった問題、様々な問題がありますけれども、こういった、これは法律にがちっと書く
ことはなかなか難しいわけでありますけれども、どういう場合に、どういったケースは、これはよろしくないですね、
こういった形がグッドプラクティスですねというようなことは、個人情報保護委員会でもフォロー、検討して、お示
しできるものをお示ししていきたいと思います。
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個人関連情報の提供元の確認方法

参議院内閣委員会（2020年６月４日：政府参考人答弁）

○政府参考人（其田真理君） 提供元が確認する方法については、委員会規則で定
めることとしておりますけれども、個人関連情報の提供先から報告を受ける、申告を受
ける方法を想定しております。この場合、提供元は提供先のその申告内容を一般的な
注意力を持って確認すれば足りるというふうに考えておりまして、特段の事情のない
限り、真正性や正確性まで独自に調査をすることは求めないというふうに考えてござ
います。



「利用目的」について
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個人情報保護法上の規律

（利用目的の特定）
第15条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特
定しなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を
超えて行ってはならない。

（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・３（略）

（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 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、要配慮個人情報を取得してはなら
ない。
一～六（略）

（取得に際しての利用目的の通知等）
第18条 個人情報取扱事業者は、個人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 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一～三（略）
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
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利用目的の取得について個人情報保護委員会は厳しい態度①

令和元年 ９ 月 17 日

個人情報の保護に関する法律に基づく指導について

個人情報保護委員会は、令和元年９月 12 日付けで、JapanTaxi株式会社（以下「本
件会社」という。）に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第 57 号）第
41条の規定に基づき、次のとおり指導を行いましたので、お知らせします。
１．本件会社は、タクシー車内に設置したタブレット端末付属のカメラを用いてタクシー
利用者の顔画像を撮影して広告配信に利用しているが、その旨をタクシー利用者
に対して十分に告知していなかった。当委員会は、本件会社に対し、タクシー利用
者に対する分かりやすい説 明の徹底等について、平成30年11月30日付けで指導
を行ったが、今般、平成31年４月に至るまで改善策が実施されていなかったことが
判明し た。

２．当委員会は、タクシー利用者の権利利益に対する影響の程度や、事業者における
顧客目線の重要性という観点に加え、当委員会の指導への対応に時間を要した組
織体制上の問題点も考慮し、今回、再度の指導を実施することとした。

３．顔画像を撮影していることのタクシー利用者に対する説明については、本件会社
において、平成31年４月以降、乗車時にタブレット端末の画面上で告知を表示する
対応がなされているところ、その他の改善策についても方針に関する報告は受けて
おり、引き続きフォローしてゆく。当委員会としては、事業者において適法性の検討
が十分になされた上で、新たなデジタル技術を活用した事業やサービスが円滑に
実現されるよう取り組んでまいります。



50

利用目的の取得について個人情報保護委員会は厳しい態度②

〇個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について（令和２年７月29 日）
• 個人情報保護委員会は、本日、多数の破産者等の個人情報をウェブサイトに違法に掲載して
いる２事業者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）第42 条第２ 項
に基づき、当該ウェブサイトを直ちに停止等するよう命令を行いました。なお、当該２事業者の
所在をいずれも知ることができなかったため、公示送達の手法により行いました。詳細は、別
紙を参照願います。

• また、このようなウェブサイトの中には、マイニングツール等のプログラムが設置されており、パ
ソコンの処理能力が意図せずに使用され、動作が遅くなるなどの事象が生じる可能性もござい
ますので、いずれのサイトも閲覧されませんようお願いします。

（別紙）
１ 命令の原因となる事実
当該２事業者は、破産手続開始決定の公告として官報に掲載された破産者等の個人情報を取
得するにあたり、利用目的の通知・公表を行わず（同法第18 条）、当該個人情報をデータベー
ス化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載していたも
のである（同法第23 条第１項）。

２ 命令事項等
当委員会は、当該２事業者に対し、ウェブサイトを直ちに停止した上、前記利用目的の通知・公
表を行うとともに、その個人データを第三者に提供することの同意を得るまでは、同ウェブサイ
トを再開してはならない旨の勧告を行ったが、対応期限の日までに措置が講じられなかったた
め、その勧告に係る措置をとるべきことを命令した。
本命令の対応期限（本年８月27 日）までに具体的な対応がなされない場合は、同法第84 条の
罰則適用を求めて刑事告発することを予定している。
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利用目的の取得について個人情報保護委員会は厳しい態度③

〇個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について（令和元年12月４ 日）
１ リクルート社及びリクルートキャリア社に対する勧告
⑴ 勧告の原因となる事実
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。

⑵ 主な勧告事項
個人データを取り扱う際に、適正に個人の権利利益を保護するよう、組織体制を見直し、経営陣をはじ
めとして全社的に意識改革を行い、以下の事項を含め、必要な措置をとること
〇 （略）
〇 個人情報を取得する際は、商品等の内容をできる限り特定し、当該利用目的の通知又は公表を適
切に行うこと
○ （略）
２ 本サービスを利用していた企業に対する指導
本サービス利用企業に対する調査の結果、本サービスに関する利用目的の通知又は公表等が不適切
であったことや個人データを外部に提供する際の法的検討ないし当該法的整理に従った対応等が不適
切であった。
このため別紙に掲載する企業に対し、以下の事項について適切に対応するよう指導を行った。
⑴ 利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
⑵⑶ （略）
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利用目的の特定

〇通則編ガイドライン3-1-1（利用目的の特定（法第 15 条第 1 項関係））

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り具
体的に特定しなければならないが、利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に
抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が個人情報取扱事業者において、
最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのか
が、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望
ましい（※）。 なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合
には、利用目的の特定に当たっては、その旨が明確に分かるよう特定しなければな
らない（3-4-1（第三者提供の制限の原則）参照）。

【具体的に利用目的を特定している事例】
事例） 事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・メールアドレス等を取得す
るに当たり、「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・
サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」等の利用目的を明示
して いる場合

【具体的に利用目的を特定していない事例】
事例 1）「事業活動に用いるため」
事例 2）「マーケティング活動に用いるため」
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利用目的の特定（今後予定されているガイドラインの改正）

自身の情報が取り扱われているかを本人が予測できる程度に利用目的を具体的なも
のとする。
【本人から得た情報から、行動、関心等の情報を分析する場合の利用目的の例】
 閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析することによって、本人の趣向等に応じた広
告を配信するケース
○ 取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣向に応じた新商品・サー
ビスに関する広告のために利用いたします。

× 広告配信のために利用いたします。

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

× 取得した情報を採否の検討・決定のために利用いたします。

 行動履歴等の情報を分析の上、結果をスコア化した上で、当該スコア（自体を提供
することを本人に通知等することなく）を第三者へ提供するケース
○ 取得した行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した上で、当該スコアを第
三者へ提供いたします。

× 取得した情報を第三者へ提供いたします。
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利用目的の特定（公表されている情報を取得する場合）

• 登記簿等により公開されているものでも個人情報であることに変わりはなく、それを取得する場合には利用目的の特定が必要です。
（QA2-4）

• 名簿業者から個人の名簿を購入すること自体は禁止されていませんが、その購入に際しては、適正取得（法第 17 条第１項）や第三者提
供を受ける際の確認・記録義務（法第 26 条）が適用される点に留意する必要があります。また、個人情報保護委員会のホームページ上
で、当該名簿業者がオプトアウトの届出をしていることを確認する必要があると解されます。（QA3-2)

• 個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合、それらの情報を①単に閲覧するにすぎない場合には「個人情報を取
得」したとは解されませんが、②当該情報をデータベース化する場合は、「個人情報を取得」したと解し得るものと考えられます。（Q3-4)

〇個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について（令和２年７月29 日 個人情報保護委員会）
• 個人情報保護委員会は、本日、多数の破産者等の個人情報をウェブサイトに違法に掲載している２事業者に対し、個人情報の保護に関
する法律（平成15 年法律第57 号）第42 条第２ 項に基づき、当該ウェブサイトを直ちに停止等するよう命令を行いました。なお、当該２事
業者の所在をいずれも知ることができなかったため、公示送達の手法により行いました。詳細は、別紙を参照願います。

• また、このようなウェブサイトの中には、マイニングツール等のプログラムが設置されており、パソコンの処理能力が意図せずに使用され、
動作が遅くなるなどの事象が生じる可能性もございますので、いずれのサイトも閲覧されませんようお願いします。

（別紙）
１ 命令の原因となる事実
当該２事業者は、破産手続開始決定の公告として官報に掲載された破産者等の個人情報を取得するにあたり、利用目的の通知・公表を
行わず（同法第18 条）、当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載し
ていたものである（同法第23 条第１項）。

２ 命令事項等
当委員会は、当該２事業者に対し、ウェブサイトを直ちに停止した上、前記利用目的の通知・公表を行うとともに、その個人データを第三
者に提供することの同意を得るまでは、同ウェブサイトを再開してはならない旨の勧告を行ったが、対応期限の日までに措置が講じられな
かったため、その勧告に係る措置をとるべきことを命令した。
本命令の対応期限（本年８月27 日）までに具体的な対応がなされない場合は、同法第84 条の罰則適用を求めて刑事告発することを予定
している。

➡官報や登記簿、新聞等で公開・公表されている個人情報をデータベース化する場合には、利用目的の通知・公表（法18条１項）が必要とな
る。また、その情報を第三者に提供する場合には本人の同意が必要となる（法23条１項）。個人データの取扱いの委託に基づき提供する
という整理ができる場合には、本人の同意は不要か？（法23条５項１号）

➡このような整理がなされていない公表情報（※公表することにより個人データの第三者提供に該当）を取得して利用する事業者においては、
不適正取得（法17条１項）となり得るので留意が必要。個人情報保護委員会のホームページ上でオプトアウトの届出をしているか確認必
要。
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利用目的の変更の認められる場合・認められない場合

【変更として認められる例】（QA2-8)
• 「当社が提供する新商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的について、「既存
の関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合

• 「当社が提供する既存の商品・サービスに関する情報のお知らせ」という利用目的について、
「新規に提供を行う関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合（例えば、
フィットネスクラブの運営事業者が、会員向けにレッスンやプログラムの開催情報をメール配信
する目的で個人情報を保有していたところ、同じ情報を用いて新たに始めた栄養指導サービス
の案内を配信する場合もこれに含まれ得ると考えられます。）

• 「当社が取り扱う既存の商品・サービスの提供」という利用目的について、「新規に提供を行う
関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合（例えば、防犯目的で警備員が
駆け付けるサービスの提供のため個人情報を保有していた事業者が、新たに始めた「高齢者
見守りサービス」について、既存の顧客に当該サービスを案内するためのダイレクトメールを配
信する場合もこれに含まれ得ると考えられます。）

• 「当社が取り扱う商品・サービスの提供」という利用目的について、「当社の提携先が提供する
関連商品・サービスに関する情報のお知らせ」を追加する場合（例えば、住宅用太陽光発電シ
ステムを販売した事業者が、対象の顧客に対して、提携先である電力会社の自然エネルギー
買取サービスを紹介する場合もこれに含まれ得ると考えられます。）

【変更として認められない場合】（QA2-9)
• 当初の利用目的に「第三者提供」が含まれていない場合において、新たに、法第 23条第２項
の規定による個人データの第三者提供を行う場合

• 当初の利用目的を「会員カード等の盗難・不正利用発覚時の連絡のため」としてメールアドレス
等を取得していた場合において、新たに「当社が提供する商品・サービスに関する情報のお知
らせ」を行う場合
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利用目的の明示の方法（法18条２項：本人から直接取得する場合）

〇通則編ガイドライン3-2-4

直接書面等による取得（法第 18 条第 2 項関係）
【利用目的の明示に該当する事例】
事例 1）利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付する場合 なお、契
約約款又は利用条件等の書面（電磁的記録を含む。）中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面
約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面に
も記載し、かつ、社会通念上、本人が認識できる場所及び文字の大きさで記載する等、本人が実際に利用
目的を確認できるよう留意することが望ましい。

事例 2）ネットワーク上において、利用目的を、本人がアクセスした自社のホームページ上に明示し、又は本人
の端末装置上に表示する場合なお、ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタ
ン等を クリックする前等にその利用目的（利用目的の内容が示された画面に 1 回程度の操作でページ遷
移するよう設定したリンクやボタンを含む。）が本人の目に留まるようその配置に留意することが望ましい。

（※）「本人に対し、その利用目的を明示」とは、本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性
質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法による必要がある。

➡プライバシーポリシーのウェブリンクを付けるだけでも個人情報保護法上は許される（リクナビ問題）

Ａ３－13 申込書等の書面（ホームページ上の入力画面を含む。）に本人が記入し、直接その本人から個人情
報を取得する場合は、原則として利用目的の明示が必要です（法第 18条第２項）。ただし、取得の状況から
みて利用目的が明らかな場合は、例外的に利用目的の明示は不要です（同条第４項第４号）。

具体的には、次のような事例が考えられます。
【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】
○申込書の記載により取得したメールアドレス情報等を申込内容の確認、履行の結果通知等の目的で利用
する場合（ただし、新たなサービスの案内、提携先への提供等に利用することは自明の利用目的に該当しな
い場合があるので注意を要します。）

○懸賞付きアンケートによって取得した連絡先を、懸賞商品の抽選や懸賞商品に関する連絡・発送等のみに
利用する場合
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利用目的の変更の方法

• 変更箇所について新旧対照表で公表をしている事業者はほぼ見当たらない。
• 「プライバシーポリシーの更新」として他の改訂も含めて公表しているケースがほとんど。この
場合も、変更箇所が分からない場合がほとんど。

➡下記の個人情報保護委員会のQ&Aのとおり、利用目的の変更箇所を明らかにすることが望ま
しい。

Ｑ２－７ 利用目的の変更通知は、「××から◯◯に変わった」というように変更前の利用目的と
の対比によって示す必要がありますか。

Ａ２－７ 変更後の利用目的を通知することで足ります。ただし、本人にとっての分かりやすさの観
点等からは、「もともと××であったものを今後○○に変更します」など、当初特定した利用目
的のどの点がどのように変わったのかを示すことが望ましいと考えられます。

• プライバシーマーク採用事業者においては、利用目的の変更について、通知・公表（法18条３
項）だけでは足りず、本人の同意が必要。（プライバシーマーク採用の際には留意必要）
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通則編ガイドラインの改正内容

３－２－４ 直接書面等による取得（法第１８条第２項関係）

個人情報取扱事業者は、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込
み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、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。
なお、口頭により個人情報を取得する場合にまで、名刺などは、一般の慣行として、自身の個人情報を、本人
の自発的な意思で、任意の簡便な形式により相手に提供するものであり、申込書、アンケート調査票、懸賞応
募はがき等のように、個人情報取扱事業者が一定の書式や様式を準備した上で、本人が当該事業者の求め
に沿う形で個人情報を提供する場合とは異なることから、本項の義務を課するものではないが、その場合は法
第18条第１項に基づいて、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通
知するか、又は公表しなければならない（ただし、３－２－５（利用目的の通知等をしなくてよい場合）参照）。口
頭により個人情報を取得する場合についても同様である。

３－２－５ 利用目的の通知等をしなくてよい場合（法第１８条第４項関係）
⑷ 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（法第18条第４項第４号関係）
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は、法第18条第１項から第３項までの適用を
受けず、当該利用目的の通知等は不要である。

事例２）一般の慣行として名刺を交換する場合、書面により、直接本人から、氏名・所属・肩書・連絡先等の個
人情報を取得することとなるが、その利用目的が今後の連絡や、所属する会社の広告宣伝のための冊子や電
子メールを送付するという利用目的であるような場合（ただし、ダイレクトメール等の目的に名刺を用いることは
自明の利用目的に該当しない場合があるので注意を要する。）
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名刺の利用目的の通知等・明示（法１８条１項・２項）

３－２－４ 直接書面等による取得（法第１８条第２項関係）
個人情報取扱事業者は、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人
から個人情報を取得する場合には、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。
なお、口頭により個人情報を取得する場合にまで、名刺などは、一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意の簡便な
形式により相手に提供するものであり、申込書、アンケート調査票、懸賞応募はがき等のように、個人情報取扱事業者が一定の書式や様式を準備
した上で、本人が当該事業者の求めに沿う形で個人情報を提供する場合とは異なることから、本項の義務を課するものではないが、その場合は法
第18条第１項に基づいて、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表しなければならな
い（ただし、３－２－５（利用目的の通知等をしなくてよい場合）参照）。口頭により個人情報を取得する場合についても同様である。

１．「一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意の簡便な形式により相手方に提供するもの」
⇒法１８条１項により利用目的の通知または公表が必要

• 「一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意の簡便な形式により相手方に提供するもの」とは、「名刺など」を説明して
いる文言。「名刺など」の形式により提供される個人情報については、その情報の項目の如何に関わらず、法第１８条第１項の規定が適用される。
（PC１１番）

• 「簡便な形式」であることも、「名刺など」への該当性を検討するに当たり必要な要件。一般の慣行として、自己紹介の一つとして用いられる名刺
に準ずるものについては利用目的の明示が不要であることを明確化するためのもの。（PC９番）

• 「名刺など」には、例えば、手書きの連絡先メモ、電子メールの署名欄、電子名刺等が該当する。（PC１６番・１７番）
• 「パンフレットやパワーポイント」についても、名刺と同様に、「一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意の簡便な形
式により相手に提供する」ために用いられる場合は、法第18条第１項が適用される。（PC１２番）

• 名刺情報の利用目的については、法第18条第４項第４号の適用の可能性がある場合も含め、本人に通知・公表することが、個人の権利利益の
保護の観点から望ましい。（PC１９番）

２．「個人情報取扱事業者が一定の書式や様式を準備した上で、本人が当該事業者の求めに沿う形で個人情報を提供する場合」
⇒法１８条２項により利用目的の明示が必要

• 求人企業に対し本人が提出する履歴書や職務経歴書については、一般に、求人企業が本人に提出を求めるものであり、簡便な形式にも該当し
ないことから、法第18条第２項が適用される。（PC１４番）

• イベントへの参加者登録用紙への記入にかえて名刺を提出する場合については、事業者の求めに沿って自身の個人情報を提供しており、本人
の自発的な意思で、提供しているとはいえないことから、法第18条第２項の規定が適用される。（PC１７番）

３．「口頭により個人情報を取得する場合」
⇒法１８条１項により利用目的の通知または公表が必要

• 「口頭により個人情報を取得する場合」については、名刺などにより個人情報を取得する場合と同様に、法第18条第１項が適用されることを明
確化するための記載。（PC７番）

４．個人情報データベース等を構成しない名刺の取得
• 個人情報取扱事業者が、口頭で個人情報を取得する場合や、受け取った名刺などを個人情報データベース等を構成しないまま保管し利用する
場合であったとしても、原則、利用目的を公表等する必要がある。（PC２０番）
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名刺の利用目的の通知等・明示が必要ない場合（法１８条４項４号）

３－２－５ 利用目的の通知等をしなくてよい場合（法第１８条第４項関係）
⑷ 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（法第18条第４項第４号関係）
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は、法第18条第１項から第３項までの適用を受けず、当該利用目的の通知等は
不要である。
事例２）一般の慣行として名刺を交換する場合、書面により、直接本人から、氏名・所属・肩書・連絡先等の個人情報を取得することとなるが、その
利用目的が今後の連絡や、所属する会社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送付するという利用目的であるような場合（ただし、ダイレクト
メール等の目的に名刺を用いることは自明の利用目的に該当しない場合があるので注意を要する。）

１．法１８条４項４号と法１８条１項・法２３条との関係
• 法第18条第４項第４号に該当する場合、法第18条第１項は適用されない。（PC２６番）
• 法第18条第４項第４号は、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に、個人情報の取得に際しての当該利用目的の通知
等をしなくてよいとする規定であり、それ以外の利用については、別途利用目的の通知等が必要となる。また、個人データの第三者提供につい
ては、法第23条の規定に基づき、原則本人同意が必要となる。（PC２７番）

２．名刺の利用目的の通知等が不要な場合（名刺の利用目的：「今後の連絡」・「所属する会社の広告宣伝のための冊子や電子メールの送付」）
• 一般に、個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手方は名刺を渡した者が所属する個人情報取扱
事業者から連絡がくることについて、一定の予測可能性があるといえます。そのため、相手方に連絡をした者が相手方から直接名刺を取得した
者と同一の個人情報取扱事業者の別の部門に所属する者であっても、「利用目的が明らかであると認められる場合」に該当する。（PC２１番）

• 個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名刺を渡した者が所属する個人情報取扱事業者
から広告宣伝のための冊子や電子メールが送付されてくることについて、一定の予測可能性がある。この場合に、従業者が取得した名刺の連
絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、「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」
に該当するといえる。（PC２２番）

• 一般の慣行として名刺交換する場合であっても、その利用目的が今後の連絡や、所属する会社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送付
するというもの以外である場合は、法第18条第４項第４号に該当しない場合がある。（PC２６番）

• 名刺交換により取得した個人情報それ自体のみならず、それらの個人情報とそのほかの情報（例：ウェブサイトの閲覧履歴等）を組み合わせて
その個人に最適化されたメールを配信する場合は、「所属する会社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送付する」には該当せず、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ず法第18条第４項第４号に該当しない場合がある。「そのほかの情報」については、事業者が
これを個人情報として取得する場合は、別途利用目的の特定や通知・公表等の義務が課される。（PC２３番）

• 同じ企業グループ（例：ビール会社と飲料メーカー会社）でも、名刺交換した従業者が所属する会社とは別の会社の広告宣伝のための冊子や電
子メールを送付する場合は、法第18条第４項第４号には該当しない。（PC２４番）

• 名刺情報の利用目的については、法第18条第４項第４号の適用の可能性がある場合も含め、本人に通知・公表することが、個人の権利利益の
保護の観点から望ましい。（PC１９番）
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個人情報保護法ガイドラインQ&Aの追加

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の更新』
１-３ 個人情報の取得（法第 17 条・第 18 条関係）
（利用目的の通知又は公表）

Ｑ３－12－２ 名刺交換により取得した連絡先に対して、自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることはできますか。

Ａ３－12－２ 個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名刺を渡した者が所
属する個人情報取扱事業者から広告宣伝のための冊子や電子メールが送られてくることについて、一定の予測可能性があると
考えられます。
この場合に、従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、「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」に該当すると解されます。業務時間外や、事業場外で名刺交換した場
合であっても、個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺交換を行った場合は、同様に「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」に該当すると解されます。
現行の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、保有個人データを法第 16 条の規定に違反して取り扱っている場合又
は法第 17 条の規定に違反して取得した場合でなければ、当該保有個人データの利用の停止又は消去の請求に応じる義務はあ
りませんが、顧客から寄せられた冊子や電子メールの送付の停止等の要求を苦情として扱った上で、適切かつ迅速に処理する
よう努めなければならず（法第 35 条第１項）、令和２年改正法（未施行）において利用の停止又は消去の請求の要件が緩和され
たことにより将来的には対応が必要になる場合があることも踏まえ、適切に利用停止又は消去の請求に応じることが望ましいと
考えられます。
なお、個人情報取扱事業者が行う広告宣伝のための電子メールに関しては、個人情報保護法だけでなく、特定電子メールの送
信の適正化等に関する法律（平成 14 年法律第 26 号）における受信拒否の通知を受けた場合の対応や、当該事業者が通信販
売等をする場合には特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）における規制など、他の法令の規定も遵守する必要が
あります。

（令和２年９月追加）

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2009_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
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本人の同意が必要な場合
〇個人情報保護法上、本人の（事前の）同意が必要な場合

 個人情報取扱事業者が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
扱う場合（同法16条１項）
※同法16条３項各号の例外あり。

 個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を取得する場合（同法17条２項）
※同法17条２項各号の例外あり。

 個人情報取扱事業者が、個人データを第三者に提供する場合（同法23条１項）
※同法23条１項各号の例外、２項のオプトアウト、５項各号の第三者に該当しない場合の例
外あり。

 個人情報取扱事業者が、個人データを第三者に提供する場合は「外国にある第三者への提
供を認める旨の本人の同意」が必要（同法24条）
※同法23条１項各号の例外等あり。

※JISQ15001 :2017（プライバシーマークの規格）において同意が追加的に必要な場合

本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合は、以下の事項を、あらかじめ、書面
によって本人に明示し、書面により同意を取得する必要がある。
a) 組織の名称又は氏名
b) 個人情報保護管理者（若しくはその代理人）の氏名又は職名，所属及び連絡先
c) 利用目的
d) 個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項
－第三者に提供する目的
－提供する個人情報の項目
－提供の手段又は方法
－当該情報の提供を受ける者又は提供を受ける者の組織の種類，及び属性
－個人情報の取扱いに関する契約がある場合はその旨
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ガイドラインが求める「本人の同意」

通則編ガイドライン2-12 「本人の同意」

• 「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取
扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう（当該本人
であることを確認できていることが前提となる。）。

• また、「本人の同意を得（る）」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報
取扱事業者が認識することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、
本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によ
らなければならない。

• なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、未成
年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人が判断できる能力を有していないな
どの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。

【本人の同意を得ている事例】
事例 1）本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例 2）本人からの同意する旨の書面（電磁的記録を含む。）の受領
事例 3）本人からの同意する旨のメールの受信
事例 4）本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例 5）本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例 6）本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッ

チ等による入力
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「本人の同意」に関するQ&A

１．オプトアウト的な「同意」はダメ

• 本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によ
らなければなりません。したがって、一定期間回答がなかったことのみをもって、一
律に本人の同意を得たものとすることはできません。（QＡ１－56 ）

２．黙示の同意

• 同意は、本人による承諾の意思表示をいいますので、「明示の同意」以外に「黙示
の同意」が認められるか否かについては、個別の事案ごとに、具体的に判断するこ
ととなります。（QA１－５７）

３．子供の同意に関する法定代理人の同意

• 法定代理人等から同意を得る必要がある子どもの具体的な年齢は、対象となる個
人情報の項目や事業の性質等によって、個別具体的に判断されるべきですが、一
般的には 12 歳から 15 歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人等から
同意を得る必要があると考えられます。（QA１－５８）

４．包括的同意

• 必ずしも第三者提供のたびに同意を得なければならないわけではありません。例
えば、個人情報の取得時に、その時点で予測される個人データの第三者提供につ
いて、包括的に同意を得ておくことも可能です。



66

個人情報保護法 情報銀行（指針ver.2.0） GDPR

同意取得が必
要な場合

➢ 利用目的の達成の範囲を超え
て個人情報を取扱う場合

➢ 要配慮個人情報を取得する場
合

➢ 個人データを第三者提供する
場合

個人情報保護法上必要
な場合に加えて以下の
場合（プライバシーマー
クの取得前提）

➢ 利用目的の取得

取扱い（processing）一般

※個人データの取得、利用、第
三者提供を含む。

同意取得の例
外

同意取得の例外として以下の場合
（同法16条３項各号、23条１項各
号）
① 法令に基づく場合

② 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。

③ 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

④ 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。

※個人データの取扱いの委託は、
法23条５項１号で、「第三者」と見ら

れないため本人の同意不要。

同左 適法な取扱いの根拠として「同
意」のほか以下が認められる。
（６条１項）

① 契約の履行のため必要な
場合

② 法的義務を遵守のため必
要な場合

③ データ主体等の重大な利益
を保護する場合

④ 公共の利益のため取扱い
が必要な場合

⑤ 管理者の「正当な利益のた
め」取扱いが必要な場合

例）ダイレクトメールの送付
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個人情報保護法 情報銀行（指針ver.2.0） GDPR

同意の要件 本人の個人情報が、個人情
報取扱事業者によって示さ
れた取扱方法で取り扱われ
ることを承諾する旨の当該本
人の意思表示

➢ 個別的な同意取得のほ
か、包括的な同意取得
も認められている。

➢ 明示的な同意取得のほ
か黙示的な同意取得も
認められる場合あり。

➢ インフォームドコンセント
（あらかじめ本人に情報
提供）は求められていな
い。

➢ オプトアウト的な同意取
得は認められない。

➢ あらかじめ、書面によっ
て本人に各種情報を明
示し、書面により同意を
取得する必要。（プライ
バシーマーク取得前提）

➢ 使いやすいユーザーイ
ンターフェイスを用いて、
情報銀行から提案され
た第三者提供の可否を
個別に判断する、又は、
情報銀行から事前に示
された第三者提供の条
件を個別に／包括的に
選択する方法により行う。

➢ 事前に個人（利用者）に
以下の事項の明示必要

・提供先第三者、利用目
的、契約約款に関する
重要事項の変更などを
個人にわかりやすく開
示できる体制が整備

・個人のコントローラビリ
ティを確保するための
機能の提供の有無

・提供先第三者や利用目
的に応じたリスク（注意
点）

① 自由に与えられていること
➢ 力の不均衡がないこと前提

➢ 同意が契約履行に必要の
ない条件でないかどうか考
慮

➢ 同意事項の細分化必要
➢ 同意撤回に不利益がなし
② 特定されていること
➢ 同意取得の細分性必要

➢ 同意を取得する情報を他の
情報と明確に分離必要

③ あらかじめ情報提供を受け
ていること（インフォームドコ
ンセント）

④ 明確な意思表示であること

➢ 書面やチェックボックスなど
の明確な積極的な行為
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個人情報保護法 情報銀行（指針ver.2.0） GDPR

個人データの
再提供の制限・
禁止

なし 再提供は原則禁止

以下の条件の下、制限的に認め
られる。

①提供先第三者は、再提供先へ
の提供について、再提供先の業
種や事業分類（または個社名）と、
その利用目的、提供する個人情
報の項目、再提供先に対する個
人情報の開示等の請求等の窓口
を提供元（情報銀行）に報告する
こと

②個人と提供先第三者との間に
契約が締結され、再提供先への
第三者提供について個人情報保
護法23条1項に基づき、提供先第
三者が個人から同意取得

③再提供先からの更なる第三者
提供は認められないこと

なし

未成年者等の
制限行為能力
者の個人情報

未成年者、成年被後見人、被
保佐人及び被補助人が判断
できる能力を有していないな
どの場合は、親権者や法定代
理人等から同意を得る必要。
（12～15歳以下の子供からは

親権者からの同意が一般的
に必要）

同左

※個人情報の第三者提供に関し
本人の同意取得

※情報銀行との契約は法定代理
人が本人に代わって行う。

➢ 子どもが16歳以下の場合
は親権者の同意が必要

➢ ターゲットに未成年者が
含まれる場合は未成年者
にも理解できる情報提供
が必要

同意の撤回 権利として認められていない。 本人との契約で同意の撤回が認
められる。

権利として認められている。
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共同利用

（第三者提供の制限）
第二十三条 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。
一～四（略）
２～４（略）
５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項
の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一・二（略）
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提
供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの
項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個
人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あら
かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

６ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的
又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変
更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本
人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
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共同利用の開示項目
〇通則編ガイドライン３-４-３（３）

①共同利用をする旨
②共同して利用される個人データの項目
事例 1）氏名、住所、電話番号、年齢
事例 2）氏名、商品購入履歴
③共同して利用する者の範囲
「共同利用の趣旨」は、本人から見て、当該個人データを提供する事業者と一体のものとして取り扱われることに合理
性がある範囲で、当該個人データを共同して利用することである。

したがって、共同利用者の範囲については、本人がどの事業者まで将来利用されるか判断できる程度に明確にする必
要がある。
なお、当該範囲が明確である限りにおいては、必ずしも事業者の名称等を個別に全て列挙する必要はないが、本人が
どの事業者まで利用されるか判断できるようにしなければならない。
④利用する者の利用目的
共同して利用する個人データについて、その利用目的を全て、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置い
ていなければならない。

なお、利用目的が個人データの項目によって異なる場合には、当該個人データの項目ごとに利用目的を区別して記載
することが望ましい。
⑤当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

「個人データの管理について責任を有する者」とは、開示等の請求及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、
個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を
有する者をいう。

※各共同利用者を「責任を有する者」とし、それぞれが開示等の請求等や苦情を受け付けることとすることはできるが、
各共同利用者を「責任を有する者」としていることを明確にしなければならない。（QA5-32)

【共同利用に該当する事例】
事例 1）グループ企業で総合的なサービスを提供するために取得時の利用目的の範囲内で情報を共同利用する場合
事例 2）親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合
事例 3）使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で取得時の利用目的の範囲内で従業者の個人
データを共同利用する場合
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既に取得している個人データの共同利用

１．原則
• 通則編ガイドラインの３－４－３（３）（「共同利用（法第23条第5項第3号関
係）」）
既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利
用する場合には、当該共同利用は、社会通念上、共同して利用する者の
範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常予期し得ると客観的に
認められる範囲内である必要がある。その上で、当該個人データの内容や
性質等に応じて共同利用の是非を判断し、既に取得している事業者が法
第 15 条第 1 項の規定により特定した利用目的の範囲で共同して利用し
なければならない。

２．例外（実質的に新たな共同利用の立ち上げに該当する場合）
• 実質的に「共同利用する者の範囲」の変更にあたり得るような新たな共同
利用の立ち上げは認められないと考えられる。
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既に事業者が取得している個人データの共同利用
Ｑ５－32－３ 過去に取得した個人データを特定の事業者との間で共同利用することは可能で
すか。
A５－32－３ 一般に、個人データを共同して利用する場合には、①共同利用をする旨、②共同

して利用される個人データの項目、③共同して利用する者の範囲、④利用する者の利用目的及
び⑤当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、個人データの共
同利用を開始する前に、本人に対して通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く必要があ
ります（ガイドライン（通則編）３－４－３（３）参照）。これに加えて、既に事業者が取得している個
人データについて共同利用を検討する際には、当該個人データの内容や性質等に応じて共同利
用の是非を判断した上で、当該個人データを取得する際に当該事業者が法第 15 条第１項の規
定により特定した利用目的の範囲内であることを確認する必要があります。
（平成 30 年 12 月追加）

（第三者に該当しない場合）
Ｑ５－32－４ 既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する

場合について、「社会通念上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本
人が通常予期しうると客観的に認められる範囲内」に含まれる場合とは、どのような場合ですか。
A（平成 30 年 12 月追加）
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共同利用に関する改正

（第三者提供の制限）
第23条（略）

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

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

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

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

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

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



個人データの漏えい
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個人データ漏えい対応告示①（努力義務）

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）
１．対象とする事案
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。
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個人データ漏えい対応告示②（努力義務）

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）。
（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。
・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



78

改正の背景

• 個人データの漏えい等報告は、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。諸外国においては、
ＥＵのＧＤＰＲをはじめとして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。もっとも、漏えい等報告は法令上の
義務ではない（努力義務）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。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。そこで、改正法では漏えい等報告が義務化された。
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改正法

（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。
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改正内容（今後委員会規則で定められる内容含む）

１ 報告義務
（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
• ①要配慮個人情報の漏えい、②不正アクセスによる漏えい、③財産的被害が生じるおそれのあるデータの

漏えい等が対象となる。これらは件数に関係なく報告の対象となる。
• 一定の数以上の大規模な漏えいが報告対象となる。
（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、原因や再発防止策等の報告を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。
２ 受託個人情報取扱事業者の報告義務の免除（改正22条の２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。

３ 本人への通知（改正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。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。
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改正の詳細な方向性①（個人情報保護委員会：令和２年10月30日）

１．漏えい等報告・本人通知の対象事態
（１）１件の漏えいでも対象（個人の権利利益に対する影響大）
①個人データの性質
➡要配慮個人情報

②個人データの内容

➡財産的被害が発生するおそれがある場合（例：クレジットカード番号やインター
ネットバキングのID・パスワード等）

③漏えい等の態様
➡故意によるもの（例：不正アクセスや従業員による持ち出し等）

（２）大規模な漏えい等
➡1,000人を基準とする
∵1,000人を超える事案では、安全管理措置に大きな問題がある傾向

（３）漏えい等の「おそれ」がある場合

• 漏えい等の「おそれ」がある事態についても、漏えい等報告・本人通知の対象とす
る。

２．漏えい等報告・本人通知の対象外

• 高度な暗号化等の秘匿化がされた個人データについては、漏えい等報告・本人通
知の対象外となる場合を認める。
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改正の詳細な方向性②（個人情報保護委員会：令和２年10月30日）

２．漏えい等報告のタイミング
（１）速報
• 規則においては、明確な時間的制限を設けることなく、「速やかに」と定め
た上で、その目安をガイドラインで示す。

• 報告内容については、現行の告示で報告内容とされている事項をもとに
検討を行った上で、速報の段階においては、その時点で把握している事項
を報告対象とする。

（２）確報
• 一定の時間的制限（これまでの報告実績も踏まえ、例えば30日）をる。
• 漏えい等の類型も考慮し、不正の目的をもって行われた行為による漏え
い等については、他の事案よりも時間的猶予を認め、 例えば60日とする。
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改正の詳細な方向性③（個人情報保護委員会：令和２年10月30日）

３．本人通知の時間的制限・通知事項
• 本人側でも必要な措置を講じられるよう、速やかに行うことは確保しつつ
も、事案によっては委員会への報告と同じタイミングで行うことまで求める
必要はない。

• 通知事項について、本人が事態を適切に理解するために必要な事項を規
則で定めた上で、通知方法と併せて、本人にとってわかりやすい形となる
ようガイドライン等で例示すべき。

４．委託先から委託元への通知方法
• 委託元への通知は速やかに行う必要があり、通知事項に関しては、委員
会に速報として報告する場合と同じ事項を通知することが求められる。

• 委託先が委託元に速やかに通知を行うことで、委託先の委員会への報告
義務自体は免除する。

• 委託先は、実態把握を行うとともに、漏えい等報告にも協力する必要があ
る旨、ガイドライン等で明確化する。
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実務上の影響

【一般事業会社への影響】

• 一般事業会社は、個人データの漏えいがあった場合でも、現状努力義務であるた
め、軽微な漏えいの場合は個人情報保護委員会に報告しないケースも多くみられ
る。

• 今後は不正アクセスによる漏えいやクレジットカード情報など財産的価値のある情
報の漏えいは１件の漏えいでも報告対象となるので、サイバーセキュリティ対策は
万全にしておかなければならない。

【金融機関への影響】

• 金融機関は現行法下においても、個人顧客の個人データの漏えいがあった場合に、
「金融分野の個人情報の保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての
実務指針」や業法（銀行法施行規則13条の６の5等）に基づき漏えい等報告をしな
ければならないが、いかなる場合に報告をすればよいかは必ずしも明確ではない。

• この点、改正法の施行により、漏えい報告等の対象が、改正法と同様に要配慮個
人情報の漏えい等、不正アクセスによる漏えい、財産的被害が生じるおそれのあ
るデータの漏えい等や、一定の数以上の大規模な漏えいの報告に限定されるので
あれば、金融機関としても予測がつきやすくなる。

• 報告の期限については、金融機関は不祥事件報告等において、速報や確報による
対応は慣れているので、対応上大きな問題はないだろう。



保有個人データに関する改正

（個人の権利の強化）
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保有個人データ

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

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

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

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

けた個人情報取扱事業者は、原則として、本人が指示した方法により開示するよ
う義務付けられる。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合その
他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法
による開示を認めることとし、その旨を本人に対し通知することが義務付けられる。

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

• 個人の権利利益の侵害がある場合を念頭に、保有個人データの利用停止・消去
の請求、第三者提供の停止の請求に係る要件が緩和され、個人の権利の範囲を
広げられる。ただし、事業者の負担軽減等の観点から、利用停止・消去又は第三
者提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため
必要なこれに代わる措置を取る場合は、請求に応じないことを例外的に許容する。

 施行期日
• 本規定の改正は、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）。
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保有個人データに関する改正条文①

【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）
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保有個人データに関する改正条文②

（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）



90

６月以内に消去することとなる個人データの保有個人データ化（改正２条７項）

• 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（個人情報保護法２条７項、同法施行令５条）が、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る。

• 多くの事業会社においては、短期保有個人データを保有個人データの対象外とし
ていないので、本改正が実務に及ぼす影響は軽微であると考えられる。
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保有個人データの開示請求のデジタル化（改正28条）

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

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

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

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

２ 改正法
①開示請求の方法（改正28条１項）
• 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による

方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができることとされた。
②開示方法（改正28条２項）
• 現行法では、保有個人データの開示は書面の交付による方法が原則である（法28条２項、同法施行令９

条）が、改正法では、当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の
当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）により遅滞なく、当該保有個
人データを開示することとされた。

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

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

（１）現行法
• 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）。また、「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、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）ＧＤＰＲにおける消去権（忘れられる権利）
• ＥＵのＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）については、本人が一定の場合に、事業者に対して、
自己に関する個人データを不当に遅滞なく消去させる消去権（忘れられる権利）が設けられた。

• 我が国では、最高裁第三小法廷決定平成29年１月31日は、忘れられる権利に言及すること
なく、事実を公表されない法的利益と検索結果を提供する理由等の事情を比較考量して削除
を認めなかった。
【本件事件のポイント】

• 過去に児童買春で逮捕歴のある男性が、インターネット検索サイトであるグーグルの検索結
果から、検索結果に表示される自分の逮捕歴に関する情報の削除を求めた仮処分命令申立
事件において、最高裁は、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と検索結果を
提供する理由等の諸般の事情を比較衡量し、検索結果の削除を認めない決定を下した。
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利用停止等・第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和（改正内容）

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

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

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

②利用停止等・第三者提供の停止・代替措置（改正30条６項）（新設）

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

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

（２）実務上の影響

• 改正法により、事業会社の顧客情報について「利用する必要がなくなった」ことを理由として
利用停止・消去の請求がなされた場合、事業の運営上必要なことを事業会社の側で立証でき
るように整理しておかなければならなくなる。具体的には、個人情報に関わる文書の保存年
限などを定めなければならない。
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保有個人データに関する事項の公表（法２７条）

（保有個人データに関する事項の公表等）
第27条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなけ
ればならない。

一 当該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
代表者の氏名

二 全ての保有個人データの利用目的（第18条第４項第１号から第３号までに該当す
る場合を除く。）

三 次項の規定による求め又は次条第１項（同条５項において準用する場合を含む。）、
第29条第１項若しくは第30条第１項、若しくは第３項若しくは第５項の規定による請
求に応じる手続（第33条第２項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数
料の額を含む。）

四 前３号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な
事項として政令で定めるもの

２・３（略）
〇個人情報の保護に関する法律施行令（※現行）
（保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項）
第８条法第27条第１項第４号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
二当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合に
あっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
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保有個人データの開示項目（法２７条１項各号・令８条各号）

① 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称（※2020年改正で「住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名」が追加される。）

② 全ての保有個人データの利用目的（第18条第４項第１号から第３号までに
該当する場合を除く。）

③ 次項の規定による求め又は次条第１項（同条第５項において準用する場合
を含む。）、第29条第１項若しくは第30条第１項、第３項若しくは第５項の規
定による請求に応じる手続（第33条第２項の規定により手数料の額を定め
たときは、その手数料の額を含む。）

④ 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の
申出先

⑤ 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である
場合にあっては、当該認定個人情報保護

⑥ 団体の名称及び苦情の解決の申出先
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保有個人データの開示項目の充実（第151回委員会）

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

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

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

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

• 行動履歴等の情報を分析の上、結果をスコア化した上で、当該スコア（自体を提供することを本人に通知等することなく）を第三者
へ提供するケース
○取得した行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。
×取得した情報を第三者へ提供いたします。


