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　「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（2020改正 新個人情報保護法）」が
2020年６月12日に公布されました。今改正では、個人情報に関する本人の権利に対して、事業者
の義務を拡充する項目が多数盛り込まれています。これによって、個人情報を取り扱う一般企業
の業務に影響が生じるほか、パーソナルデータを解析し利活用をするアドテク（ターゲティング広
告）、デジタルプラットフォーマーのサービスや業務フローにも影響を及ぼすと考えられています。
　ただし、法改正に対し過剰反応を起こすのではなく、改正に至った経緯や急所を押さえながら、実
務に即した対策を設計していくことが重要です。本連載では、2020改正 新個人情報保護法の背景
とポイントをおさえたうえで、組織のリスクマネジメントとして必要と考えられる諸対応について実
践ベースで解説させていただきます。
　「リスクを評価した上での対応」は、合理的な結果を導きます。JIS Q 15001、ISO/IEC 27001
本文の「4 組織の状況」に立ち返って、利害関係者のニーズ及び期待に即した“グランドデザイン”
を描き、自ら納得のいく「個人情報の取扱い」を再設計していきましょう。 

連載 第1回
組織のマネジメントシステムへの影響と課題解決
執筆／株式会社シーピーデザインコンサルティング　https://www.cpdc.co.jp/

図表１　今後の想定スケジュール（見込み）　令和2年12月25日時点

（出典）個人情報保護委員会資料（ロードマップに筆者加筆） https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/
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新法対応のロードマップ

　新法は既に2020年6月12日に公布されていま
すが、その施行は今のところ2022年春以降とされ
ています。事業者としては、個人情報保護委員会ガ
イドラインが公表されるまでに、おおまかに改正箇
所を確認し、影響の有無を調査し、影響がある場合
には、その部分を仕分けし、場合によってはシステム
の改修を検討することになります。また、政令、委員
会規則、委員会ガイドラインが出揃った後には、法
の改正箇所に合わせて内部規程を改訂し、その内
容を組織内部に周知し、各部門での個別の確認を
行っていくこととなるでしょう。（図表１）
　改正法の施行日は前述の通りですが、次の２項に
ついては先行して施行となっています。（図表２）
① 法定刑の引上げについて

　 ▷  2020年12月12日（公布の日から起算して６
月を経過した日）から

②  オプトアウト方式（法第23条第２項）により個人
データを第三者に提供しようとする際の経過措
置について

　 ▷  公布の日から起算して１年6月を超えない範
囲内の日（政令で定める）

個人情報保護とは何か

　さて、“個人情報保護”という単語から、何を連想
されるでしょうか。多くの方が連想されるのは、「個
人情報の漏えいへの対策／安全管理」なのではな
いでしょうか。2020改正 新個人情報保護法は、個
人情報の安全管理に留まらない「個人情報の取扱

いに対する安心・安全」がテーマ
となりました。
　2019年には「破産者マップ事
案」というものが発生していま
す。破産法により官報に掲載さ
れた破産者情報を収集し、デー
タベース化し、個人的に作成した
インターネットのサイトにおいて
Googleマップの住所の上に目
印をつけたというものでした。
　情報源としたのは、官報です
ので「個人情報の取得」において
違法性は無いものの、破産法の
趣旨を越えたプライバシーの侵
害を起こすような「個人情報の利
用」について物議を醸し、最終的（出典）図表１と同じ  https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

図表２　施行日について
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には個人情報保護委員会からの行政指導を受け、
サイトは閉鎖しました。
　違反内容として挙げられるのは、「官報に掲載さ
れた情報を利用する目的をもって取得した際に、
その個人情報の利用目的を通知・公表していない点

（法第18条違反）」と、「本人の同意を得ないで個人
データを第三者に提供（公開）した点（法第23条違
反）」です。しかしながら、いずれも手続き違反という
ものであって、利用目的そのものに制限をかけられ
るわけではありませんでした。（図表３）
　国際的にも、個人データの利活用が注目される中、

「個人情報の取扱いに対する安心・安全」は必須の
テーマとなっています。同じく2019年に起きた「リ
クナビ事案（就活マッチングサイト「リクナビ」を運営
するリクルートキャリアが、学生の了解をとらずに、
いわゆる「内定辞退率」を算出し、一部の企業に販売
していた事案）」では、職業安定法に違反したと判断
され、厚生労働省から東京労働局を通じて行政指導
を受けました。
　こうしてみると、個人情報の取扱いにおける事業
上の最大のリスクは、「個人情報の漏えい」ではない

のかもしれないと気づかれることでしょう。このた
め、事業者としては、個人情報の取扱いにおける事
業上のリスクを改めて数字に置き換えて評価し直す
必要があると思います。
　これまで我々が行ってきた“個人情報保護”は、

「情報管理」に偏りすぎていたのではないでしょ
うか。2020改正 新個人情報保護法を理解する
にあたっては、ここからの脱却が必要です。JIS Q 
15001、ISO/IEC 27001本文の「4 組織の状況」
を組織に適用させて、利害関係者（リクナビの場合、
利害関係者には、学生も含まれると考えるのが当然
でしょう）のニーズ及び期待に沿った「個人情報の取
扱い」、つまり“グランドデザイン“を引き直してみる
ことが脱却へのスタートだと考えます。（図表４）

個人情報保護法は目指すゴールではない

　本稿は、2020改正 新個人情報保護法の解説文
書ではありますが、各事業者がゴールとすべきとこ
ろは、この新個人情報保護法への対応ではないと考

特別付録

図表３　「破産者マップ」は是か非か
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えています。前述のとおり、ゴールとすべきは、利害
関係者のニーズ及び期待に沿った「個人情報の取
扱い」だと思います。そこで、まずは日本の個人情報
保護法ではまだまだ足りていないと言えるところを
挙げていきます。
　まず、対象としている“個人情報”についてです。
個人情報保護法での「個人情報の定義」を図示しま
す。（図表５）
　この「個人情報の定義」については、これまでも繰

り返し勉強されてきた方が多いのではないでしょう
か。従業者教育のテキストでも、この「個人情報の
定義」から説明される例が多いようです。しかしなが
ら、この１丁目1番地から、日本法は国際スタンダー
ドに沿っているとは言えません。2003年に、この法
律が成立した当時から既に18年もの歳月が経過し
ました。当然ながらＩＴは大きな進化を遂げ、「氏名、
生年月日」が本人を識別する最強のカギというわけ
ではなくなっています。

2020 改正 新個人情報保護法　一気読み解き

図表４　これまで行ってきた個人情報保護マネジメントシステム（PMS）は正しかったのか

図表５　日本流   ！！ 「個人情報の定義」
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　未来のスコア社会を書いたドイツのＳＦ小説（マル
ク ウヴェ・クリング著：クオリティランド）では、「性別・
学歴・成績・職業・収入・資産・犯罪歴・人間関係・社会
的能力・仕事のモチベーション・IQ・EQ・信頼性・運
動能力・生産性・ユーモア・セックスアピール・BMI・
持参金・行動位置・時間に対する正確さ・友人・遺伝
子・家族の歴史・家族の病歴・余命の見込み・柔軟性・
弾力性・革新性・創造性・チームプレイ能力・熱意・趣
味・ネットワーク・健康・批判をうけ入れる能力・旅行
の経験・SNSに対する反応度とスピード・ストレス耐

性・礼儀・自信・テーブルマナー」といっ
た情報をＡＩが追尾、解析し、与えられる
情報もコントロールされていくという
状況が描かれています。
　データ経済社会における「個人情
報」とは何か？ 我々は、もう一度考え直
さなければならない時です。（図表６）
　仮に、「氏名などそれ単独で特定の
個人と紐つく情報」とは照合できない

「Cookie」や「広告ID」は、「個人情報」
には該当しないとしてしまうと、海外と
はどのような差が生じるでしょうか。図
表７に示すとおり、「Cookie」や「広告
ID」が情報資産の原石であると考える

のが、今のデータ経済社会の常識であって、我々は
そこに照準を当てておかなければならないのでは
ないでしょうか。

個人情報保護に絶対値はない

　少し話が脱線しますが、私が先日、自動車免許の
更新講習を受けに行きましたら、講習は「皆さんは
夜間の走行でヘッドライトをハイビームにしていま

図表６　データ経済社会の「個人情報」とは何か

（データベースで管理されている・
管理することを予定しているもの）

図表７　「個人情報」の定義・海外との差

ダイヤの原石も宝石だ。
勝手に持ち出して磨いて
売ろうなんて許さない
届け出ろ！

ダイヤの原石は
宝石ではありません。
そこまで監督できません。

ダイヤの原石も宝石だ。
我が国から一切
持ち出すんじゃない！
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すか、ロービームにしていますか」といういきなりな
質問から始まったという話をしましょう。私は、てっき
り対向車や歩行者に気をつかってロービームにする
ようにという注意かと思って聞き始めたのですが、
話は全く違って「一般公道では、ヘッドライトはハイ
ビームが基本で道路状況によるが、常時ロービーム
でいると厳密には道路交通法違反にあたる」という
話だったのです。2017年３月に施行された改正道
路交通法において、「ハイビームがデフォルト、対向
車とすれ違う時だけロービーム」となっているとい
うことですが、警察庁のHPによれば、「夜間、街灯が
少ない暗い道などを走行する時は、前照灯を上向き

（ハイビーム）にすることで歩行者などを遠くから
発見することができ、早期の事故回避措置が可能と
なります」ということでした。さて、皆さんは自動車
の免許を取得した時、あるいは日常で車を運転する
前などに、ヘッドライトはハイビームが基本という話
を聞いておられましたでしょうか。おそらく、そのよ
うな人の方が少ないかと思いますが、対向車や歩行
者が多いエリアはロービームに切り替え、いなけれ
ばハイビームというのが道路交通法で規定されて
いるのです。（図表８）
　ところが、ほとんどの警察でこの違反行為の取り
締まりは行っていないということです。自動車免許

の更新講習で、この話が出たのは「ここのところ、夜
間の横断歩道上での歩行者の飛び出し事故が多
発しているため」ということでした。都会と地方では
交通環境が異なりますし、ヘッドランプの能力も車
によって違います。都心では、夜間でも明るく、ハイ
ビームは対向車の走行の邪魔になりますから、講習
会では夜間の走行に対する注意は促すものの、警
察は積極的には取り締まらないということです。
　この例でお分かりのように、行政上の法律は社会
全体の方向を考えて蛇口の開け閉めが行われてい
ます。それなのに、“個人情報保護”と言われるとしゃ
にむに個人情報保護法の順守を叫ぶ人がいます。
本来、“個人情報保護”は、ITの進化によるリスクの
変化、社会で受容される範囲の変化を捉えて、事業
者自らも蛇口の開け閉めを行わなければならない
のですが、一定の基準に頼りたくて自ら考えること
を放棄しているようでもあります。
　「個人情報保護法」は、社会的なバランスを考えて
建てられた防波堤に過ぎず、しゃにむにその順守だけ
を行っていたのでは、防波堤を飛び越えてくる特異な
事案には対処できないということを知らなければなり
ません。道路交通法を守っていても人身事故が発生
するケースもあります。ここは、防波堤を飛び越えた
場合に待っている「民法の不法行為責任」を理解し、そ

道路交通法第52条（車両等の灯火）
第1項　車両等は、夜間（日没時から日出時までの時間）道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯
火をつけなければならない。
第2項　車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の
車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を
操作しなければならない。

＊ ハイビーム＝走行用前照灯、ロービーム＝すれ違い用前照灯
＊ 歩行者や対向車がいないときにロービームのままにしていた場合＝違反
＊ 反則金＝普通車6,000円、中大型車7,000円

図表８　道路交通法第52条（車両等の灯火）
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れも視野に入れた設計が必要と考えます。（図表９）
　民事裁判においては、被害者に対する損害賠償
は「故意・過失となる注意義務違反があったか」「不
法行為によって生じたプライバシー権の侵害の程
度」によって判定されます。例えば、個人情報保護
法において、「法令に基づく場合に本人の同意を得
ることなく個人データを第三者に提供すること」は
認められており、警察への個人データの提供（刑事

訴訟法第197条の規定に基づく報告の求めに応じ
る場合）がこれに含まれています。しかし、その場合
であっても警察の捜査に関係の無い範囲まで個人
データを警察に渡したとなると、民法の不法行為責
任が成立する可能性があるのです。（図表10）
　繰り返し申し上げますが、“個人情報保護”は、IT
の進化によるリスクの変化、社会で受容される範囲
の変化を捉えて事業者が主体的に設計していかな

図表９　個人情報保護法と民法不法行為責任の関係

判示事項 １　 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名、住所等の情報は法的保護の対象
となるか。

 ２　 大学がその主催する講演会に参加を申し込んだ学生の氏名、住所等の情報を警察に
開示した行為が不法行為を構成するとされた事例。

裁判要旨 １　 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍
番号、氏名、住所及び電話番号に係る情報は、参加申込者のプライバシーに係る情報
として法的保護の対象となる。

 ２　 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍
番号、氏名、住所及び電話番号に係る情報を参加申込者に無断で警察に開示した行為
は、大学が開示についてあらかじめ参加申込者の承諾を求めることが困難であった特
別の事情がうかがわれないという事実関係の下では、参加申込者のプライバシーを
侵害するものとして不法行為を構成する。

                     （２につき反対意見がある）

参照法条 民法709条、民法710条

図表10　早稲田大学江沢民講演会事件：平成15年9月12日最高裁 事件番号 平成14(受)1656
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ければ、リスクへの対策を講じることはできません。
また、我々がコロナ禍に学んだように“ゼロリスク”
は存在せず、絶えず見直しが必要であるということ
も忘れてはなりません。

個人情報保護はリスクを捉えて

　さて、我々がコロナ禍で学んだことですが、「感染
症対策を優先するか経済活動を優先するか」という
以前に、生命の維持に係る選択として「避難所にお
ける感染症対策」が話題となったこともありました。
地震・暴風・津波から逃げ避難所に行った際に、避
難所が“３密”となってしまうことが問題視され、「車
中泊」というアイデアが出されました。しかしながら、

「車中泊」は、エコノミー症候群や車の浸水、車が暴
風で飛ばされてしまうという過去の最悪なケースと
の葛藤となるのです。
　ここで、リスクマネジメントとして冷静な判断が必
要です。多くの方が口に出していた違和感は、「感染
する確率は、それほど高いのか」「感染した場合の致
死率は、それほど高いのか」というものでした。リス
ク対策は冷静に数字を出して行っていかなければ、
人々は納得して従ってくれたりはしません。

　リスクマネジメントの天敵は、“ムリ・ムダ・ムラの
強要”です。これをやってしまうと、人々はやったふり
をする、やらない言い訳を考えるという行動に走り
ます。（図表11）
　組織内で個人情報保護を推進する際に、“ムリ・ム
ダ・ムラの強要”を行ったりしていないでしょうか。リ
スクの発生確率に見合っていないような対策を強
いたり、リスクが顕在化したとしても、その影響度合
いに見合っていない対策を強いたりしていると、組
織で働く人達はやったふりをしたり、やらない言い訳
を考えたりします。そして最悪なのは、「この程度の
情報は個人情報には該当しないことにしよう」と勝
手な判断をしていくのです。
　まずは、自組織において「個人情報の取扱いに対
する利害関係者」を洗い出しましょう。そして、利害
関係者からの期待・ニーズを机上に並べてみましょ
う。取引先から契約条件とされているようなものは
当たり前に並べていかなければなりません。その上
で、利害関係者からの期待・ニーズを裏切る事象を
洗い出し、そしてその発生確率と顕在化した場合の
影響度合いから順位付けをします。
　バランス感覚を忘れずに、組織で働く人達の腹に
落ちるように示していくことが大切です。

図表11　リスクマネジメントの敵はムリ・ムダ・ムラ
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個人情報保護に対する自組織のグランドデザイン

　世界は、データ社会に期待を寄せています。日本
もIT政策を最重要課題に位置付け、政府は2018年
12月19日の高度情報通信ネットワーク社会推進本
部・官民データ活用推進戦略会議で「デジタル時代
の新たなIT政策の方向性について〜デジタル時代
に対応した“新たな社会システム”への移行に向け
て〜」を発表しています。
　データ社会において、「国際的に広く連携し、個人
情報と重要産業情報を含め・・・相互に信頼性が確保
されたデータフリーフローを促進する国際的な枠
組みを立ち上げる」と宣言しています。そのために、
以下のテーマの実現が挙げられています。

•   データの越境移転に伴う多様なリスクに対応で
きるルールの整備

•   海外事業者に対する法執行の強化をはじめとし
た課徴金などペナルティの在り方を含めた個人
情報保護法の運用と制度の見直し

　狙うところは、「日本を信頼してもらって海外から
データを移転できるようにしてもらう」ということで
しょう。日本の個人情報保護法は、これまで「データ
の管理」が主眼でしたが、これからは変わってくる

と考えます。既に「個人情報保護」は、国を挙げての
「データ社会での利権争い」に向かい始めたと捉え
るべきでしょう。日本が掲げるのは“データ・フリー・
フロー・ウィズ・トラスト”です。（図表12）
　政府が、データ経済における個人情報保護とし
て、これまでの「データの管理」という枠を越えて

“データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト”を実現す
るための個人情報保護に舵を切ったのですから、事
業者としても「なぜ個人情報保護なのか」を改めて
見直す必要があるでしょう。
　自動車メーカーの社員が自動車を使って暴走行
為をしていたらどうでしょう。それは交通法規の話
だけではないと思います。「道路に出ると暴走車が
走ってくるぞ。道路は危ないぞ。車は危ないぞ」と自
らが、自動車の販売を阻害するような行為を自動車
メーカーの社員がするでしょうか。自動車メーカーの
社員であれば、安心・安全な道路交通に寄与するこ
とが会社のプラスになると分かっているでしょう。同
様に、自組織において、“データ・フリー・フロー・ウィ
ズ・トラスト”に寄与することが組織のプラスになる
ということを今一度呼び覚ますことが求められます。
　個人情報保護に対する自組織のグランドデザイ
ンを考えることは、これまでの「データの管理」から
一歩先に進んで、利害関係者からの期待・ニーズに
対する回答となるのではないでしょうか。（図表13）

図表12　変わる個人情報保護法の位置づけ
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図表13　個人情報保護活動の意義

個人情報保護が今、なぜ必要なのか？

グランドデザインを踏まえて新個人情報保護法を
読む

　次章からは、新個人情報保護法を分解して、実務
への反映を解説していきます。例えば「個人情報の
取得」においては、適法・公正な手段により、かつ情
報主体に通知または同意を得て収集されています
でしょうか。表面だけを見れば、当たり前のことのよ
うに見えますが、「取得」とは何を言うのか、「適正な
取得」とは何を言うのか、そこまで掘り下げていくと
今まで気づいていなかった点が浮かんできます。
　個人情報保護委員会がこれまで示してきた「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）」では、「個人情報の取得」に対する解説と
して以下のように書いています。

•   個人情報を含む情報がインターネット等により公
にされている場合であって、単にこれを閲覧する
にすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を
取得しているとは解されない。

　つまり、「個人情報の取得」とは、事業者が記録媒
体に情報を書き入れるところを起点としています。
しかし、IT社会において「転記」などは行わずとも、
データが利活用できるというのは誰もが分かってい

るところでしょう。“グランド
デザインを踏まえて新個人
情報保護法を読む”とは、つ
まり新個人情報保護法の解
説ではなく、新個人情報保
護法を題材として、事業者
が利害関係者からの期待や
ニーズに合わせて「個人情
報の取扱い」のルールを設
計していくということを意味
します。（図表14）

図表14 プライバシーに関して国際規格となっている
もののうち最も基本的なフレームワークであって、プ
ライバシー・バイ・デザインといった施策や、プライバ
シー影響評価といった管理手法につながっている JIS X 
9250:2017（ISO/IEC 29100:2011）

情報技術−セキュリティ技術−プライバシーフレーム
ワーク（プライバシー保護の枠組み及び原則）における
プライバシー原則

1. 同意及び選択（Consent and choice）
2.  目的の正当性及び明確化（Purpose legitimacy and 

specification）
3. 収集制限（Collection limitation）
4. データの最小化（Data minimization）
5.  利用，保持，及び開示の制限（Use, retention and 

disclosure limitation）
6. 正確性及び品質（Accuracy and quality）
7.  公開性，透明性，及び通知（Openness, transparency 

and notice）
8.  個人参加及びアクセス（Individual participation 

and access）
9. 責任（Accountability）
10. 情報セキュリティ（Information security）
11. プライバシーコンプライアンス（Privacy compliance）

【プライバシー影響評価のためのガイドラインは、JIS X 
9251：2021（ISO/IEC 29134：2017）】
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　それでは、今月からは個人情報の取扱いの各シー
ンを追って「新個人情報保護法」で改正された点や、
課題がありながらも改正されなかった点を見ていき
たいと思います。新個人情報保護法の改正箇所に
ついては個人情報保護委員会の資料をご覧くださ
い。（図表１５）

【1】個人情報を取得するシーン、個人情報として構
成するシーン

個人情報の取得（法第17条・第18条関係）
　「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」と個人情報
保護法に定められています。「人を脅したり、だまし
たり、盗むということで個人情報を取得してはなら
ない」というのは当たり前すぎて、かえって本質を見
失っているということは無いでしょうか。
　では、ここでいう「取得」において、「取得元」をど
こだと想定しているのでしょうか。また「取得（保管）

連載 第2回

個人情報の取得・利用シーンでの見直し
執筆／株式会社シーピーデザインコンサルティング　https://www.cpdc.co.jp/

図表15　新個人情報保護法の内容（概要）

（出典）https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/
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先」はどこだと想定しているのでしょうか。「取得元」
が“本人”だけであって、「取得（保管）先」は事業者の

“キャビネット”だと言うのであれば単純な話です。
本人をだまして、別の事業者になりすまし、偽の申込
用紙を使って氏名や住所を書かせるといったイメー
ジでしょうか。しかし、そのようなイメージは20年前
に描かれたイメージのままになっていませんか。
　今の時代となっては、「取得元」は本人である必
要はなく、本人すらも発信したことや痕跡を残した
ことに気づいていないデータを収集して、より深い
情報を組み立てることができます。またデジタルプ
ラットフォーマーを始めとして、優越的な地位を利用
してデータを取得することも行われています。一般
の事業者でも、その多くは、従業者の雇用にあたって

「包括的同意書」を作り、雇用管理・健康管理・法的
手続きなどあらゆるシーンでの個人情報の取扱い
についての同意を一人一人から１回にまとめてとっ
ています。「包括的同意書」に示された利用目的や第
三者への提供の範囲は、おおざっぱなものが多く、
また従業者一人一人は、「同意する」「同意しない」と
いった選択が許されるものでは無い状態です。
　これは、おかしなことだと気づいていない人も大

勢いますが、例えば事業者が労基署に提出する「３６
協定届」の厚生労働省の様式では、これに同意した
旨を署名できるのは「協定の当事者である労働組合

（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）
の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・
氏名」となっているのです。従業者の一人一人から
署名をさせる行為は、優越的な地位の乱用にあたる
可能性があるとして、事業者に対して対等な地位の
者の同意を要求しています。（図表１６）
　ＧＤＰＲでは、そもそも個人データの処理にあたっ
て“比較衡量”ということを重んじています。個人
データを取り扱うことに対する、データ主体（本人）
の利益と管理者（事業者）の利益を比較して、その均
衡を保てていることが最も重要だと考えられている
のです。これに対して、日本は“本人の同意”に頼り
過ぎている感があります。個人情報の利用目的や
第三者への提供の範囲を並べ、中には大量な文章
を掲げて本人は読んでいないであろうと思いなが
らも、それでも“本人の同意”を根拠に使おうという
例があまりに多いと言わざるをえません。ＧＤＰＲで
は、“比較衡量”が成立しているならば本人の同意は
不要であり、一方の本人の同意は錦の御旗とはなり

図表16　厚生労働省の36協定届 様式
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ません。“本人の同意”を個人データの処理に対す
る根拠とする場合には、“本人の同意”に対して条件
をつけています。（下図の「GDPRにおける“本人の
同意”に対する条件」及び「日本法が緩いと言える箇
所」を参照）

要配慮個人情報の取得（法第17条第２項関係）
　「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」と個人情報保護法に

定められています。「要配慮個人情報の取得（法第
17条第２項関係）」について理解しないといけない
のは、「何が要配慮個人情報に該当するのか」と「ど
のようにして、あらかじめの本人の同意を得るのか」
の２点でしょう。
　法第2条第3項には、「要配慮個人情報」は以下

（次頁）のように定義されていて、「政令」「個人情
報保護委員会規則」「ガイドライン（通則編）」を重
ねることで具体的なものが示されるという仕掛け
になっています。

Ｑ３−４ 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、①当該情報を単に画
面上で閲覧する場合、②当該情報を転記の上、検
索可能な状態にしている場合、③当該情報が含
まれるファイルをダウンロードしてデータベース
化する場合は、それぞれ「個人情報を取得」してい
ると解されますか。

Ａ３−４ 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の
ように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。一方、②や③の
ようなケースは、「個人情報を取得」したと解し得
るものと考えられます。

【ＧＤＰＲにおける“本人の同意”に対する条件】
✓　「データ主体」の自由な意思による同意である。
　　＝ 契約の履行に不要な場合、同意は契約履行の条件にできない。
　　＝  管理者：雇用主、データ主体：従業員の場合には、要注意。「管理者」が行う「処理」の範囲が特定された

ものに対する同意であること。
✓　「処理の目的と内容」について十分な説明を受けた上での同意である。
　　＝ 同意を求める内容が、それ以外の内容と明確に区別できること。
✓　 同意したことが明確である。
　　＝ 同意をしたことを証明できること。（同意取得方法、取得日時、情報提供内容の記録）
✓　「同意」に対する行為がある。（最初からチェックボックスにレ点が入っている状態ではなく、オプトイン型
        である）
✓　同意はいつでも撤回できる。
　　＝ 撤回の手続きは同意の手続きと同等の負荷であること。
✓　16歳未満は保護責任者の承認がある。

日本法が緩いと言える箇所 ： 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）より
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本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経
歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対
する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ
ないようにその取扱いに特に配慮を要するも
のとして政令で定める記述等が含まれる個人
情報をいう。

　しかし、「不当な差別や偏見その他の不利益が生
じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの」
というのを、固定的に、これだと決めつけられるので
しょうか。2015年4月に一橋大学法科大学院生が
転落死したとされる事件があります。これは、ゲイの
学生から告白された男性が、その学生が同性愛者で
あることを暴露したこと（アウティング）がきっかけと
なったとして裁判に至っています。この裁判で、裁判
長は「アウティングが人格権ないしプライバシー権
等を著しく侵害する許されない行為であるのは明ら
か」と言及しています。（ただし一橋大学の安全配慮
義務違反は問えないと、遺族側の請求を棄却）
　この事件は、日本におけるLGBT問題を語る上
で、その転機の一つとなったと言われていますが、
GDPRでは“特別カテゴリーの個人データ”に含ま
れている「性生活・性的指向に関する情報」は、日本
法には含まれていません。「何が要配慮個人情報に
該当するのか」については、時代についていけてい
ない日本法によらず、事業者としては配慮すべきと
ころと言えるでしょう。
　また、要配慮個人情報を取得する場合に、「どのよ
うにして、あらかじめの本人の同意を得るのか」につ
いても具体的な設計が必要です。多くの事業者に
おいては、要配慮個人情報を取得する事案は、従業
者の健康診断であったり、障害者採用等に関するも
のぐらいであったりということで、本人の同意を得る
ことがたやすかったり、あるいは、個人情報保護法
が本人同意の適用を除外するものとして挙げてい

るものに該当するということで、“同意の取り方”を
検討するに至っていないのではないでしょうか。

【要配慮個人情報の取得にあたって本人の同
意を要しないもの】
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って当該事務
の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5.  その他、個人情報取扱事業者の義務などの
適用除外とされている者及び個人情報保護
委員会規則で定めた者によって公開された
要配慮個人情報、又は政令で定められた要
配慮個人情報であるとき

　「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
む。）その他の個人情報保護委員会規則で定める
心身の機能の障害があること（政令第2条第1号関
係）」は、要配慮個人情報に該当しますが、では、本人
が事理弁識能力を欠く場合にどのようにして本人の
同意を得ますか。その場合の代理同意の取り方につ
いては、ガイドライン（通則編）には記載はありませ
ん。事業者が本人の同意を得る際に、過失なく行っ
たと判断される方法がどのレベルなのか事業者は
研究しなければならないということです。
　また、上述の【要配慮個人情報の取得にあたって
本人の同意を要しないもの】の５項にある「政令で定
められた要配慮個人情報」の取得において、本人の
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同意が不要となる点は大いに疑問です。
　政令第7条は、以下の通りです。

政令第7条
法第17条第2項第6号の政令で定める場合は、
次に掲げる場合とする。
本人を目視し、又は撮影することにより、その外
形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合、
法第23条第5項各号に掲げる場合において、
個人データである要配慮個人情報の提供を受
けるとき。
•   本人を目視し、又は撮影することにより、そ

の外形上明らかな要配慮個人情報を取得す
る場合（法第17条第2項第6号、政令第7条
第1号関係）

•   本人の意思にかかわらず、本人の外形上の
特徴により、要配慮個人情報に含まれる事項

（例：身体障害等）が明らかであるとき
は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、当該
要配慮個人情報を取得することができる。

　事例は、次のようになっています。

•   身体の不自由な方が店舗に来店し、対応した
店員がその旨をお客様対応録等に記録した
場合（目視による取得）

•   身体の不自由な方の様子が店舗に設置され
た防犯カメラに映りこんだ場合（撮影による
取得）

　しかし、「身体の不自由な方が店舗に来店し、対応
した店員がその旨をお客様対応録等に記録した」と
いう場合で、記録したものが「要配慮個人情報」に該
当するとは、どういった場合を言うのでしょうか。「要
配慮個人情報」とは、「本人に対する不当な差別、偏
見その他の不利益が生じないようにその取扱いに
特に配慮を要するものとして政令で定める記述等
が含まれる個人情報をいう」と個人情報保護法で定
義されている通り、あくまで「一定の記述を含む個
人情報」です。つまり、特定の個人を識別することが
できる要素が入っているわけですから、単に「身体の
不自由な方が来店」というだけの情報ではないとい
うことです。
　そうであるにも関わらず、目視により要配慮個人
情報を取得し記録する場合に本人同意を不要（利
用目的の通知・公表、第三者提供時の本人同意は必
要）とするのは、常識に反しており、特定の個人を識
別することができる要素は記録に残さないように
するか、本人に記録の必要性を確認すべきところで
しょう。原則にもどって、「要配慮個人情報は取得し
ない」ということを前提とすべきだと考えます。（下
図の「日本法が緩いと言える箇所」を参照）

Ｑ３−８ 本人の話し方や振る舞いから要配慮個人
情報を取得した場合も、外形上明らかな要配慮
個人情報を取得する場合に該当しますか。

Ａ３−８ 本人の素振りから外形上、障害や疾患が
明らかであれば、要配慮個人情報の取得の例外
に該当する場合があるものと考えられます。な
お、障害や疾患の内容にもよりますが、いずれの
場合においても、障害や疾患の事情が推知され
るにすぎない場合は、そもそも要配慮個人情報
に該当しません。

日本法が緩いと言える箇所 ： 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）より
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個人関連情報の第三者提供の制限等（法第26条の
２関係）
　2020改正 新個人情報保護法では、「新しい形で
の取得」が登場してきます。それが「個人関連情報を
個人データとして取得する」と書かれている第26条
の２の箇所です。ここでは、個人情報の「取得元」は
本人である必要はなく、本人すらも発信したことや
痕跡を残したことに気づいていないデータを収集し
て、より深い情報を組み立てることができるという
今の時代を反映した規制が加わりました。
　例えば、ある会社（Ｂ社）の会員である人が、Ａ社
の店舗で商品を購入した際に、Ｂ社の会員カードを
使ったとしましょう。この場合に、この人はＡ社には自
分の個人情報を教えていないので、Ａ社がＢ社に対
して自分の個人情報を流すことなどできないと考え
るかもしれません。しかし、Ａ社は、この人がＡ社での
購買で使用したＢ社の会員カードに書かれていたＢ
社での会員番号とA社での購買の履歴を合わせて、
Ｂ社に流すことはできます。この場合に、Ａ社は本人

同意の無い個人データの第三者提供となるでしょう
か。（図表１７）
　個人情報保護法においては、提供先のＢ社におい
て個人情報として取り扱う場合であっても、提供元
のＡ社において個人データに該当しないのであれ
ば、法第23条の「第三者提供の制限」はかかりませ
ん。しかし、そうなるとＢ社のデータベースは本人が
気づかないうちに膨大なものになっていき、本人の
意図しないところで自己情報のコントロールを失う
可能性が高まってしまいます。そこで、この事例であ
れば、Ｂ社は会員カードを付与する時点で、この人に
対してＢ社の会員カードを他の会社で使用した場合
の購買履歴もＢ社に集まってくることをカード発行
の条件として伝えておくということになるでしょう。
　図表１７の例は、「会員カード」を媒介として説明
すれば分かりやすく伝わったかと思いますが、実際
には目に見える「会員カード」のようなものだけでは
なく、スマホのデバイスＩＤや広告ＩＤ、POPinfoID、
beacon、クッキー、インターネットの閲覧履歴、位置

図表17　個人情報保護委員会資料　個人関連情報の第三者提供規制
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情報などが使用されますので、本人に対する透明性
の確保を促す意味で大きな一歩になると思います。
　ここで改めて、「個人関連情報」と「個人情報」との
関係を確認しておきましょう。（図表１８）
　図表１８の通り、これまで各事業者がその取扱い
に一定の制限をかけてきた「個人情報」の外側に、

「個人に関する情報」であっても「個人情報」に該当
しないものが存在することが明確に示されたとい
うことになります。この「個人関連情報」は事業者が
意図せずに取得することもあるため、取得すること
の全てを規制するのではなく、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（個人情
報データベースを構成する個人情報）とする場合に
限って規制がかかります。（次頁図表１９）
　ところで、この「個人関連情報の第三者提供」に
ついては、提供元と提供先のどちらに積極性がある
と思いますか。法の規制は“提供元”にかかっており、

「個人関連情報を提供する際に、提供先において本
人の同意が得られていること」を確認するとなってい
ますが、“提供元”がクッキー等の情報を積極的に提
供したいと考えているわけではなく、“提供先”にお

いて積極的に収集したいと考えている場合が大半で
しょう。そのため、この規制追加によって、提供先の
立場となる事業者はあらかじめ本人の同意がとれて
いるという形を作ろうとしています。同意の取得方法
としては、「本人から同意する旨を示した書面や電子
メールを受領する方法」や「確認欄へのチェックを求
める方法」が考えられると個人情報保護委員会の資
料にはありますが、前述の「会員カード」の話であれ
ば既に会員規約の中に含まれていることでしょう。し
かし、そもそも、本人と接点をもっていない事業者の
場合には、「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とすること」について本人から
同意を得るのは困難かと思います。
　そこで、考えられることとしては、プラットフォー
マーのような立場である事業者であれば、本人が自
社サイトにアクセスしてくるタイミングで「同意」を
とってしまうというものです。しかし、プラットフォー
マーの立場を利用した同意取得は優越的な地位の
乱用とも受け止められてしまうため、本人が希望す
ればいつでも停止できるような仕掛けにしておかな
ければならないでしょう。また、もう１つ考えられる

図表18　個人関連情報の定義
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のは、「個人関連情報を受領した後に、他の情報と照
合して個人データとすることは行わない」というポリ
シーを掲げるという対応です。日本においては、「個
人情報に該当するか否か」について、あくまで「特定
の個人に紐つくかどうか」にこだわっています。「顔
写真」のように、社会通念上「特定の個人を識別でき
る」と判断されるかどうか、一般人の判断力又は理
解力をもって生存する具体的な人物と情報との間
に同一性を認めるに至ることができるかどうかとい
うのが個人情報保護委員会の常套句となっていま
す。また、「特定の個人に紐つくかどうか」について、
社会通念を持ち出さなくても直ちにジャッジできる
ものが「個人識別符号」であって、これは個人情報
保護委員会ガイドライン（通則編）でポジティブリス
トとして個別列記されるのですが、例えばクッキー
や携帯電話番号について今改正でも手を付けられ
ませんでした。そこを逆手にとって、beacon、位置
情報、広告IDといった「個人関連情報」のみでデー
タベースを構成し、「個人データ」とならないように

することで本人の自己情報コントロールをかわした
り、透明性確保を逃れるというケースも一定数残る
と考えられます。
　一方、「個人関連情報の第三者提供の制限」にお
いて、提供元に対してさらにハードルを上げるのが、

「提供先」が外国にある第三者である場合です。こ
の場合には、個人データを外国にある第三者に提供
する場合、共同利用させる場合、取扱いを委託する
場合と同様（2020年改正 新個人情報保護法）に「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」をあらか
じめ当該本人に提供しなければならなくなります。

法第26条の２を要約
個人関連情報を外国にある第三者に提供する
場合は、以下を示して、本人の同意が得られて
いること。
•   当該第三者が個人関連情報の提供を受けて

図表19　個人情報保護委員会資料　クッキー等の第三者提供に係る基本的な考え方
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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

•   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（当
該第三者による措置の実施に関する支障の
有無及びその概要、支障がある場合には講
じる措置の概要）

外国にある第三者のうち・・・
個人データの取扱いについて、個人情報保護
法の第１節「個人情報取扱事業者等の義務」に
定められた規定により個人情報取扱事業者が
講ずべきこととされている措置に相当する措
置を継続的に講ずるための体制を整備してい
る者であった場合には、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
措置を講じること。

　かなり複雑な話になっていますが、例えば自社で
は顧客DBとの紐付けをしていない「サードパーティ
クッキー」を外国のプラットフォーマーに送る場合
で、当該外国の第三者が「クッキーを受領した後に、
他の情報と照合して個人データとすることは行わ
ない」というポリシーを示しているかどうかを確認
し、それによって切り分けます。そのようなポリシー
を示していれば、対象外ですが、そのようなポリ
シーを示していなかった場合には、「クッキーの提供
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」「当該外国における個人情報の保護に関
する制度」「自社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」を示
した上で、本人が認める旨の同意を取得しているこ
とを確認することになります。また、そのような同意

を取得していない場合には、外国のプラットフォー
マー（当該外国の第三者）に対して、日本の個人情
報保護法の第１節「個人情報取扱事業者等の義務」
を上回る措置をとるよう継続的に監督していくこと
になります。

【２】個人情報を利用するシーン

利用目的の通知又は公表（法第18条第1項関係）
　「個人情報を取得するに当たっては、“利用目的”
を決めて取得し、取得した個人情報はその“利用目
的”の範囲で利用する」ということを原則としていま
す。しかし、これも20年前の設計となっていないで
しょうか。今においては、個人に関する情報は取得
しなくても、既に様々なところに点在していて利用
にあたっては、それらを手繰り寄せて何に使えるか
を考えるということもできます。GDPRでの設計と
日本法での設計の違いは、ここにあります。日本法
では、それぞれの事業者が自社においての「利用目
的」を考えて、それを公表し、その範囲で利用すると
いう設計になっています。しかし、これではA社が取
得した個人情報について、A社は本人の同意を得れ
ばB社に提供でき、B社はB社で考えた利用目的を公
表していれば、その範囲で利用できるということに
なってしまいます。これに対して、GDPRでは、B社に
おいても、A社が本人に伝えた利用目的の範囲で縛
りを受けるという設計になっているのです。つまり、
本人との接点を欠いた状態では“利用目的縛り”は
意味をなさないということを知っているGDPRと、
データの柔軟性を理解していない日本法との違い
が表れているわけです。
　そこで、2020改正 新個人情報保護法では、この
穴を埋めるべく、「利用目的に対する規制」が第16条
に加わりました。（次頁からの「日本法が緩いと言え
る箇所」を参照）
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Ｑ１−59 個人情報保護法に
おけるいくつかの義務の例
外規定として「法令に基づく
場合」というものがあります
が、ガイドライン（通則編）に
記載されたもの（刑事訴訟法
第197条第２項に基づく警察
の捜査関係事項照会への対
応等）の他にどのようなもの
がありますか。また、「法令」と
は、法律以外も含まれるので
すか。

（参考）「法令に基づく場合」と
いう例外規定が関連する主
な条文
・法第16条第３項第１号（利用
目的による制限）
・法第17条第２項第１号（要配
慮個人情報の取得）
・法第23条第１項第１号（第三
者提供の制限）
・法第24条（外国にある第三
者への提供の制限）
・法第25条（第三者提供に係
る記録の作成等）
・法第26条（第三者提供を受
ける際の確認等）

Ａ１−59 次のようなものが考えられます。なお、「法令」には、「法律」の
ほか、法律に基づいて制定される「政令」「府省令」や地方自治体が制
定する「条例」などが含まれますが、一方、行政機関の内部における命
令や指示である「訓令」や「通達」は、「法令」に含まれません。
•   少年法第６条の４に基づく触法少年の調査に必要な質問や調査関

係事項照会等
•   少年法第６条の５に基づく令状による触法少年の調査
•   金融商品取引法第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委

員会の職員による犯則事件の調査への対応
•   犯罪による収益の移転防止に関する法律第４条に基づく取引時確

認への対応
•   犯罪による収益の移転防止に関する法律第８条第１項に基づく特定

事業者による疑わしい取引の届出
•   所得税法第225条第１項等による税務署長に対する支払調書等の

提出
•   国税通則法第74条の２に基づく税関の職員による消費税に関する

調査への対応
•   関税法第105条第１項各号に基づく税関の職員による関税法に基

づく質問検査への対応
•   国税犯則取締法第１条、関税法第119条等に基づく税務署等及び

税関の職員による犯則事件の調査への対応
•   国税徴収法第141条に基づく税務署等及び税関の職員による滞納

処分のための調査への対応
•   刑事訴訟法第507条による裁判執行関係事項照会への対応
•   刑事訴訟法第279条、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び監察等に関する法律第24条第３項による裁判所か
らの照会への対応

•   民事訴訟法第186条、第226条、家事事件手続法第62条による裁
判所からの文書送付や調査の嘱託への対応

•   家事事件手続法第58条に基づく家庭裁判所調査官による事実の
調査への対応

•   犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第28
条による検察官や被害回復事務管理人からの照会への対応

•   児童虐待の防止等に関する法律第６条第１項に基づく児童虐待に係

日本法が緩いと言える箇所 ： 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）より



ISOS May 2021　105

2020 改正 新個人情報保護法　一気読み解き

利用目的による制限（法第16条関係）
　これまでも、個人情報の取得について偽りその他
不正な手段による取得を禁止していたという点は前
述のとおりです。今改正においては、個人情報の利
用に対して、「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」としました。

法第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。

　では、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は何があたるのでしょうか。
個人情報保護委員会から行政指導を受けた「破産者
マップ事案」や、厚労省から行政指導を受けた「リク
ナビ事案」はこれに該当すると考えるのが自然でしょ
う。しかし、「優越的な地位を乱用して本人の同意が
あることを理由にした強引な利用」がこれに該当す
るか否かは判断が難しいところだと思います。これ
に対して、これまで述べてきたように、事業者は個人
情報保護法上で違法とならなければ良いという考
えではなく、利害関係者からの期待・ニーズに応え
られているかを考えなければならない立場であるこ
とを忘れてはなりません。前述のJIS X 9250：2017

（ISO/IEC 29100：2011）「情報技術−セキュリティ
技術−プライバシーフレームワーク（プライバシー
保護の枠組み及び原則）におけるプライバシー原
則」及びJIS X 9251：2021（ISO/IEC 29134：2017）

「プライバシー影響評価のためのガイドライン」が
参考となるでしょう。また、JIPDECが示すPIA実施の
ステップもご確認ください。（図表２０）

る通告
•   統計法第13条による国勢調査などの基幹統計調査に対する報告
•   統計法第30条及び第31条による国勢調査などの基幹統計調査に

関する協力要請への対応
•   会社法第381条第３項による親会社の監査役の子会社に対する調

査への対応
•   会社法第396条及び金融商品取引法第193条の２の規定に基づく

財務諸表監査への対応

図表20　PIA実施のステップ

（出典）https://www.jipdec.or.jp/library/report/2020721.html
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Ｑ２−10 このたび他社の事業を承継することとな
り、これに伴って当該他社が保有していた個人情報
も譲り受けることになりました。当社は、当該他社が
保有していた個人情報を自社サービスに利用するこ
とができますか。

　前章では、個人情報を取得し、予め本人に伝えた
利用目的の範囲で利用するシーンを見ていきまし
た。本章では、長期にわたって個人データを管理し、
二次利用していくシーンを見ていきます。

【３】取得した個人情報を二次利用するシーン

利用目的の変更（法第15条第2項、第16条第1項、
第18条第3項関係）
　「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」と
定められています。しかし、これも20年前の発想で、

「取得元」が“本人”だけであって、「取得（保管）先」
は事業者の“キャビネット”だというイメージです。本
人に書いてもらった申込用紙を使って、別の目的で
本人に連絡・接触してはならないというのはあまり
に単純な話です。しかし、本人と初めて接点をもった
時点で本人に「個人情報の利用目的」を伝え、それ
以降に、本人すらも発信したことや痕跡を残したこ

とに気づいていないデータを収集して、より深い情
報を組み立てることができるというのが現代です。
2020改正新個人情報保護法では利用目的による
制限（法第16条関係）が加算されましたので、一線
は敷かれましたが、その一線も「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
個人情報を利用してはならない」というものですの
で、まだまだ緩いとしか言いようがありません。
　本人の立場に立ってみれば、「どのような項目の
情報」を「いつ、どのようにして収集し（継続的に収集
しているのであればその状況も含めて）」、「どのよ
うに加工することで、どういった目的に使うのか」と
いったことを個別具体的に教えてもらわないと安
心・安全にはつながらないでしょう。また、その利用
を停止するように請求した場合には、どのような不
利益が生じるのかも分からないと本人は判断のしよ
うがないと思います。
　また、「合併、分社化、事業譲渡等により他の個人
情報取扱事業者から事業の承継をすることに伴っ
て個人情報を取得した場合であって、当該個人情報

連載 第3回

個人情報の二次利用・管理シーンでの見直し
執筆／株式会社シーピーデザインコンサルティング　https://www.cpdc.co.jp/

Ａ２−10 事業の承継に伴って他社から取得した個人
情報は、当該他社が特定した利用目的の達成に必要
な範囲内でこれを利用することができます。したがっ
て、自社サービスへの利用が、①当該他社が特定し
た利用目的の範囲内又は②当該利用目的と関連性
を有すると合理的に認められる範囲を超えずに変更
した後の利用目的の範囲内に含まれる場合、当該他
社から取得した個人情報を自社サービスに利用する
ことができます。

日本法が緩いと言える箇所 ： 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）より
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に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で
取り扱う場合は目的外利用にはならず、本人の同意
を得る必要はない（法第16条第２項関係）」ことにな
ります。しかし、昨今はM&Aが繰り広げられていて、
その先では名寄せや仮名加工情報での二次利用も
考えられることから、自己情報のコントロールが難し
くなると考えられるでしょう。その他、目的外利用に
対する本人同意を必要としないものが法第16条第
3項に定められていますが、本人同意を得ようとする
ことによって支障が生じるのか否かを考えた上で、
個人情報保護法上は適用除外となっていても、本人
に伝える努力をすることは事業者の信頼につなが
るものであると考えます。

本人に連絡又は接触する場合の措置（法に定めなし）
　個人情報保護法が最も緩いのは、本人に連絡又
は接触する場合などの個人データの利用シーンで
す。GDPRにおいては、個人データの処理について
GDPR第6条で示されている以下の6つの適法根拠
のうち、どれを適用するかを決める必要があります。

① 本人の同意
•   既述のとおり、日本法より厳しくとらえる必要があ

ります。
•   GDPRでは、「自由に与えられ、特定され、事前に

説明を受けた上での、不明瞭ではない、データ主
体の意思の表示を意味し、それによって、データ
主体が、その陳述又は明確な積極的行為により、
自身に関連する個人データの取扱いの同意を表
明するものを意味する」と定義されています。

•   データ主体の能動的行為が必要です。（優越的な
地位を利用した同意は無効です）

•   事前に十分な説明を行った上で同意を得なけれ
ばなりません。

•   同意の拒否や撤回を受け付ける必要があります。
•   データ管理者はデータ主体が同意をしたという

ことを立証する義務があります。
•   16歳未満（加盟国によってばらつきがあり）の子

どもの同意の場合、親権者による同意・承認が必
要です。

② 契約の履行による
③ 法的義務の順守による
④  データ主体やそのほかの自然人の生命に関する

利益の保護による
⑤ 公共の利益による
⑥ データ管理者の正当な利益による
•   データ管理者によって、又は、第三者によって求め

られる正当な利益の目的のために取扱いが必要
となる場合が当てはまります。

•   ただし、データ管理者の正当な利益よりも、個人
データの保護を求めるデータ主体の利益並びに
基本的な権利及び自由のほうが優先する場合を
除きます（特に、そのデータ主体が子どもである
場合）。

　一方、日本の個人情報保護法では、あらかじめ
明示・通知・公表した範囲で個人情報を利用する
場合には、「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
する場合」を除いては制限が無いのですが、JIS Q 
15001:2017（個人情報保護マネジメントシステム
要求事項）の附属書A.3.4.2.7に「本人に連絡又は
接触する場合の措置」が規定されています。このJIS
規格およびGDPRを参考とすることが事業者に対す
る信頼の向上につながることでしょう。

匿名加工情報取扱事業者等の義務（法第3節関係）
　前述のとおり、「個人情報」の二次利用に関して、
日本法は緩い状態ではあるのですが、GDPRの「適
法根拠」のような縛りが無いことが逆に災いし、事業
者のデータ利活用を阻む結果ともなっています。そ
の典型となったのが、2013年のJR東日本の「Suica



88　ISOS June 2021

特別付録

情報販売事案」でした。これをきっかけとして、個人
情報保護法の2017年改正では「匿名加工情報」と
いうものが定義されることとなりましたので振り
返っていきましょう。（図表２１）
　まず、押さえておかなければならないのは、日本
法では「立ち位置によって個人情報になるかならな
いかが変わる」ということです。図表21のように、A
社が顧客DBの中に入れている「会員番号」につい
て、A社においては、「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」に該当するために「個人情
報」となりますが、A社から「会員番号」のみを提供さ
れたB社では当該顧客DBへのアクセスができない
という場合、同じ「会員番号」であっても、B社におい
ては「非個人情報」となるわけです。
　しかし、この場合、A社がB社に提供するものは、
B社においては「非個人情報」になるとしても、提供
するA社においては「個人情報」に該当するため、法
第23条の「第三者提供の制限」に従う必要がありま
す。以上をご確認いただいた上で、「Suica情報販売
事案」を見ていきます。（図表２２）

　「Suica情報販売事案」では、図表22にあるよう
に、最終的にJR東日本から日立製作所に提供された
情報には以下の情報は入っていませんでした。

•   SuicaID番号
•   利用者氏名
•   利用者電話番号
•   利用者の生年月日のうち「日」
•   物販情報

　これを「非個人情報の提供」と言うか言わない
かという問題ですが、JR東日本は「SuicaID番号」を

「変換番号」にした上で日立製作所に提供している
ものの、「変換番号」と「SuicaID番号」との変換テー
ブルを消去していなかったため、JR東日本において

「変換番号」は「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」に該当してしまいます。このため、
日立製作所においては「変換番号」は個人情報に該
当しないといっても、JR東日本は個人情報に該当す
るものを本人の同意なく第三者に提供したことにな

図表21　日本流 立ち位置で変わる「個人情報」
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るのではないかと問題になったわけです。
　しかし、図表22のような例の場合には、「7月分の
データ」の次には「８月分のデータ」を渡していって、
同一人物を同じ「変換番号」で連結させていきたい
という要望があるでしょう。本事案では、特定の個人
を追うものではなく、利用者を属性で特徴化して、
駅の利用実態を分析していきたいと考えていたわ
けですから、当然です。このような個人データの利
活用にブレーキをかけることが個人情報保護法の
本来の目的ではなく、個人データの利活用を促進
する中で、安心・安全な社会を作ることが目的です
ので、このような事案を一定の範囲で認めるために

「匿名加工情報」というものが生まれました。
　もちろん、図表22においても、以下の点で利用者
の不安は残ります。

•   JR東日本が「変換テーブル」を第三者に渡らない
ように管理できているか。

•   JR東日本が「変換テーブル」を使って、加工後の
情報を可逆させ、「個人情報データベース」の情
報を膨らませていかないか。

•   第三者に提供する「生年月、性別、乗降駅名、利用
日時、鉄道利用額」のみでも、個人に紐付けられる
ことはないか。

•   日立製作所において、JR東日本から取得した情
報を使って、個人を探し出すことをしないか。

　こうしたことを配慮して一定の規制をかけたの
が、法第3節の「匿名加工情報取扱事業者等の義務」
でした。（次頁図表２３）
　法第3節の「匿名加工情報取扱事業者等の義務」
には、「匿名加工情報の適正な加工」「加工方法に関
する情報の安全管理」「匿名加工情報の作成時の
公表・提供」「匿名加工情報の識別行為の禁止」が
定められており、さらに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

（匿名加工情報編）を公表しています。しかしながら、
「Suica情報販売事案」においてJR東日本はSuica
の利用者に対して優越的な地位にあることを忘れ
てはいけません。そもそも、Suicaを利用したことに
よってJR東日本にたまっていく情報の資産は、利用
者があってこそ生まれたものです。その利益を事業

図表22　Suica情報販売事案の概要

日立製作所
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者のみが一方的に受け取るということには抵抗を覚
える人もいるでしょう。データの利活用が利用者に
とって、どのような還元につながるのかを堂々と説
明していくことが求められるところです。
　また、匿名加工の失敗が生じることは否定できま
せん。個人情報保護委員会のガイドラインに示さ
れた「匿名加工情報の適正な加工」を行っていたと
しても、多くの情報を重ね合わせていくと、一意に
紐つく可能性がありますし、しかしながら一意に紐
つく可能性をそぎ落とすよう加工を繰り返していく
と、データの利活用には役に立たないようなものに
なってしまいます。そこで、あるレベルで「安全性」と

「利活用」を秤にかけていくことになりますが、その
場合に「安全性」に関するリスクを引かなければなら
ないのは提供元事業者となります（個人情報保護委
員会のガイドラインに示された「匿名加工情報の適
正な加工」に対して、個人情報保護委員会は絶対値
を示してはいません）。
　そのため、これまでは「本人同意を得た上で個人
データの利活用を進める」という『情報銀行』の方式
と、「本人同意は不要としながらも、特定の個人が識

別されることが無いように加工した匿名加工情報の
利活用を進める」という『匿名加工』の方式が、それ
ぞれ比較されてきました。しかし、今後、個人に関す
る情報があらゆるところに散在し、それらの情報を
たぐりよせることで、あらたな情報が生み出せると
いう社会が進むにつれ、本人の同意に頼る方法は難
しくなっていくと思います。再度、「匿名加工方式」に
注目してみることは有効なことだと考えます。

仮名加工情報の創設（法第２節関係）
　2020改正新個人情報保護法では、2017年改正
の際に創設された「匿名加工情報」に並んで「仮名
加工情報」というものが創設されました。この「仮名
加工情報」と前述の「匿名加工情報」の違いは混乱
を呼ぶ可能性がありますが、簡単に言えば「外部で
の利活用を促すもの」が、「匿名加工情報」であって、

「内部での利活用を促すもの」が「仮名加工情報」と
なるでしょう。
　もちろん利用目的の範囲における内部での利活
用であるならば、取得してきた「個人情報」のままで
も問題ありません。しかし、後述のとおり、2020改

図表23　Suica情報販売事案と個人情報保護法「匿名加工情報取扱事業者等の義務」との関係

日立製作所
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正新個人情報保護法では、「本人の権利の拡張」が
行われます。そのため「一意に紐つく個人情報のま
まで管理している保有個人データ」に対しては、「本
人が指定した方法での開示」や「利用停止・消去等の
請求」を受ける可能性が大きくなりました。そこで、
事業者の権利を確保するために生まれたのが「仮名
加工情報」です。仮名加工情報に加工することで利
用目的の変更に関する制限や本人への開示等の請
求対応が不要になりますが、下記の３つの制限がか
かります。

1. 第三者提供を禁止
2.  仮名加工情報を利用して本人に連絡・接触しては

ならない
3.  本人を識別する目的で他の情報と照合してはな

らない

　では、この「仮名加工処理」はどのように行えば良
いでしょうか。（図表２４）

　仮名加工の方法は、個人情報保護委員会ガイド
ラインで具体例が明確化されることになっています
が、大まかな骨組みとしては以下の３つのようになり
ます。

①  個人情報に含まれる特定の個人を識別すること
ができる記述等の全部又は一部を削除すること

（当該全部又は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  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）。

③  個人情報に含まれる不正に利用されることによ
り財産的被害が生じるおそれがある記述等を削
除すること（当該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）。

図表24　個人情報保護委員会資料　仮名加工情報の加工基準
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　前記のうち、①②は、匿名加工情報の加工方法と
同じ内容ですので、個人情報保護委員会が意図する
加工方法の具体例は匿名加工情報ガイドラインを
確認することで参考にできます。③に関しては、クレ
ジットカード番号、ペイメントサービス関連情報、各
種口座番号、信用情報等が該当するものと考えられ
ます。
　また図表２4にある「削除情報等」とは、仮名加工
の際に個人情報から削除された情報や仮名加工の
方法に関する情報でその情報を用いて仮名加工情
報の作成に用いられた個人情報を復元することが
できるものとなります。この情報を基に個人情報が
復元できるため、適切な安全管理が求められてい
ます。
　では、「仮名加工情報」を作成した場合の効果を見
ていきましょう。（図表２５）
　まず、挙げられる効果としては以下の義務が除外
されるということです。

① 利用目的の変更の制限
② 漏えい等の報告
③ 開示・利用停止等の請求対応

　そのため、「委託先に取り扱わせる個人データ」で
は、氏名を仮IDに変えてから渡す、「長期に保管する
個人データ」では個人データを分割して氏名と仮ID
の対照表は別のファイルに分けるということが行わ
れていくでしょう。ただし、「仮名加工情報」は、あくま
で内部での利活用を促すものですので、第三者提
供はできませんし、「仮名加工情報」を作成する前の

「個人情報」が保有個人データとして残っているの
であれば、そちらに対しては上記の①から③の義務
が生じる可能性があるわけですから、事業者にとっ
て本当に有難い制度といえるかどうかは分かりませ
ん。（図表２６）
　なお、匿名加工情報と同様に、単に個人データを
仮名化するだけで、仮名加工情報になるわけではな

図表25　個人情報保護委員会資料　仮名加工情報効果
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く、事業者が「仮名加工情報」として取り扱うという
明確な意図をもって扱う場合のみ事業者内に存在
する情報となりますので、「仮名加工情報及び削除
情報等の取扱いに関するルール」を作成して臨むこ
とになるでしょう。

【４】取得した個人情報を管理するシーン

データ内容の正確性の確保等（法第1９条関係）
　努力義務として示されている「個人データを正確
かつ最新の内容に保つ」という点については、利用
目的の達成に必要な範囲内での対応ということで
異論を持つ事業者はほとんどいないと思います。し
かし、「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」という点で対応ができ
ていない事業者は想像以上に多いのではないかと
思います。

　ここでいう「利用する必要がなくなったとき」とい
うのが、事業者目線であるのか、本人目線であるの
かで事は大きく変わります。事業者としては、無駄に
個人データを保管しておくことは漏えい等のリスク
につながりますので、“保管期間”を定めて管理して
いることでしょう。ところが、これが本人目線となる
と、本人に示された“利用目的”が「利用する必要が
なくなったとき」の根拠となります。例えば、「プレゼ
ントの当選者に賞品を送るため」という利用目的で
あれば、賞品の発送完了時点が「利用する必要がな
くなったとき」となるでしょう。後述の「保有個人デー
タに対する利用停止・消去等の請求権」が2020改
正新個人情報保護法では拡大されており、「利用す
る必要がなくなった場合」もこれに応えなければな
らなくなりました。これまで以上に、事業者目線で設
定している「保管期間」を本人目線の「利用期限」に
近づける努力が求められます。（次頁図表２７）

図表26　個人情報保護委員会資料　匿名加工情報と仮名加工情報の違い
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安全管理措置（法第２０条関係）
　個人情報を「取得・入力」「移送・送信」「利用・加工」

「保管・バックアップ」「消去・廃棄」するにあたって、
その物理的安全管理措置、技術的安全管理措置、ま
た取扱いを行う事業者の組織的安全管理措置、人
的安全管理措置について、その基準は何に示され
ているのでしょうか。この法律で、安全管理措置の基
準については、以下のように定められています。

•   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、滅失又は毀損の防止その他の個人
データの安全管理のため、必要かつ適切な措置

を講じなければならないが・・・
　 当該措置は、個人データが漏えい等をした場合に

本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、
　▷ 事業の規模及び性質
　▷  個人データの取扱状況（取り扱う個人データの

性質及び量を含む）
　▷ 個人データを記録した媒体の性質等
　 に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容

としなければならない。

　残念ながら、基準は示されていないのです。各事
業者において、「事業の規模及び性質」「個人データ

図表27　保管期間と利用期限

Ｑ４−３ 「遅滞なく消去する」とは、具体的にどのよう
な期間で消去することを求めていますか。

Ａ４−３ 「遅滞なく」が示す具体的な期間は、個人デー
タの取扱状況等により異なり得ますが、業務の遂行
上の必要性や引き続き当該個人データを保管した
場合の影響等も勘案し、必要以上に長期にわたるこ
とのないようにする必要があると解されます。他方
で、事業者のデータ管理のサイクル等、実務上の都
合に配慮することは認められます。

日本法が緩いと言える箇所 ： 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）より
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の取扱状況（取り扱う個人データの性質及び量を含
む）」「個人データを記録した媒体の性質等」から、リ
スクを洗い出し、リスクの影響度合いとその発生確
率から評価し、リスクに応じた対策を立案するという
ことになります。参考程度には、ガイドライン（通則
編）には「（別添）講ずべき安全管理措置の内容」がつ
けられていますが、内容的には古いものとなってし
まっているため、「モバイル機器及びテレワーキング」

「供給者関係」「情報セキュリティ継続」というテー
マでは加算が必要となるところです。
　以下に安全管理措置を考えるための参考書を列
記いたします。
　ただし、安全管理策は高ければ高いほど良いとい
うものではありません。ムリ・ムダ・ムラとなる安全
管理策を定めるのではなく、あくまでリスクに応じた
対策を適用していくことが大切です。（図表２８）

図表28　これを満たせばよいという安全管理基準はない

• ISO 31000:2018（JIS Q 31000:2019） リスクマネジメント指針
• ISO 27002：2013（JIS Q 27002：2014） 情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティ管理策の実践のための規範
•  ISO 27017:2015（JIS Q 27017：2016） 情報技術−セキュリティ技術−ISO/IEC 27002に基づくクラウドサービス

のための情報セキュリティ管理策の実践の規範
•  ISO 27018:2019  情報技術−セキュリティ技術−PIIプロセッサとして作動するパブリッククラウドにおける個人識別

情報(PII)の保護のための実施基準
•  ISO/IEC 27701:2019 セキュリティ技術−プライバシー情報マネジメントのためのISO/IEC 27001及びISO/IEC 

27002への拡張−要求事項とガイドライン
• 経済産業省 情報セキュリティ管理基準 2016年改正版
• FISC安全対策基準：2018年3月 第9版
• 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン:2017年5月 第5版
• PCI DSS 基準書v3.2.1日本語版
• NIST SP 800-171
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　前章では、長期にわたって個人データを管理し、
二次利用していくシーンを見ていきました。本章で
は、他の事業者に提供・共同利用・委託するシーン、
本人との関係が生じてくるシーンを見ていきます。

個人データの第三者への提供（法第２３〜２６条関係）

　自社が保有する個人データをめぐって他の事業
者が関係してくるケースとしては、「個人データの提
供」「共同利用」「個人データの取扱いの委託」が挙
げられます。もちろん、このどれもが「目的外利用」
とならない範囲で行われなければなりません。そし
て、コンサルタントとしてクライアントからよく尋ね
られるのは「このケースは個人情報保護法の第三者
提供、共同利用、委託のどれに当たりますか？」とい
うものです。しかし、法がその仕分けを行うのではな
く、事業者自らがどれに当てはめていくのが適当で
あるかを考えるものであると理解しなければいけま
せん。
　他の事業者との関係における個人データに対す
る権利関係で整理していくと分かりやすいと思いま
す。「第三者提供」であると仮定するなら、以下の効
果が生まれます。

•   提供先においては、自社で定めた利用目的
の範囲で個人情報を利用できる。

•  個人情報の使用権も提供先に渡る。
•   しかしながら、提供元は提供先を監督しなく

てもよい。

　そして、「共同利用」であると仮定するなら、以下
の効果が生まれます。

•   共同利用先においての個人情報の利用は、
共同利用として共同利用元が本人に通知・公
表・明示した範囲でなければならない。（共同
利用について本人が容易に知り得る状態に
置く事項に縛られる）

•   個人情報の使用権は共同利用先に渡る。
•   共同利用元は共同利用先の違法についても

共同責任が発生する。

　また、「委託」であると仮定するなら、以下の効果
が生まれます。

•   委託先においては、委託元で定めた利用目的
の範囲で個人情報の取扱いを委託される。

•   個人情報の使用権も委託先には渡らない。
•   委託元は委託先を監督（選定、契約、業務の

監督）しなければならない。
•   委託先の独自の目的で利用されないよう監

督し、業務が終了したら廃棄・消去・返却させ
なければならない。

　以上の効果を比較して、どれに当てはめていくの
が適当であるかが判断されたならば、あとはそれぞ
れに対する要件を満たしていくことになります。

第三者提供
  個人データの提供について本人同意

を得ていること。
  （オプトアウトの選択あり）

共同利用
  共同利用について、本人の同意は不

要だが、共同利用について本人が知
り得る状態に置かなければならない。

委託
   個人データの委託について本人同意

は不要。

連載 第4回（最終回）

他の事業者、本人との関係での見直し
執筆／株式会社シーピーデザインコンサルティング　https://www.cpdc.co.jp/
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　2020改正 新個人情報保護法では、「オプトアウト
での第三者提供」に規制が加わりました。「不正取得
した個人データ」や「他の事業者がオプトアウト規定
によって提供してきた個人データ」については、オプ
トアウトでの第三者提供はできなくなりました。（図
表２９）
　オプトアウトの方法については、これまで通り下記
１．〜３．の手続をすることで、本人の同意を得ること
なく第三者に提供することを例外的に認めるもので
す（ただし、要配慮個人情報については、この手続に
よる提供は禁止）。
1.  本人の求めに応じて、その本人のデータの提供

を停止することとする。
2.  以下の①〜⑤をHPに掲載するなど、本人が容易

に知ることができる状態にしておく。
　 ① 第三者提供を利用目的としていること
　 ② 提供される個人データの項目
　 ③ 提供の方法
　 ④ 本人の求めに応じて提供を停止すること
　 ⑤ 本人の求めを受け付ける方法
3.  本人に通知した事項を個人情報保護委員会に届

出（個人情報保護委員会はこれを公表）。

委託先の監督（法第２２条関係）

　個人データが他の事業者に渡
るケースとして「個人情報の取扱
いの委託」があります。このケース
において、今でも一丁目一番地を
誤っていることがあります。それは
以下の２点です。

•   自らが講ずべき安全管理措置と
同等の措置を委託先が行うこと。

    ＊ ただし、個人情報保護委員会
ガイドラインに示された水準を
超えるまでは求められていない。

•   委託する業務内容に対して必要のない個人デー
タを提供しないこと。

　また、委託先の監督として事業者が行うべきこと
は「適切な委託先の選定」「委託契約の締結」「委託
先における個人データ取扱状況の把握」の3点です
が、ここでもうまくできていない場合があります。１
つが、再委託がある場合です。その場合は、委託先
から事前報告を受け又は承認を行うこと、および委
託先を通じて又は必要に応じて自らが、定期的に監
査を実施すること等により再委託先以降について
も確認することが望まれます。もう１点は「選定」「契
約」「取扱状況の把握」が難しい相手に対する放置で
す。例えば、社労士・税理士に対してはどうでしょう。
士業に対しての「選定」「契約」は、士業に対する法律
が彼らに規制をかけていますので、これによって代
替できていると考えますが、「取扱状況の把握」とし
て預けたデータの返却・消去は監督しなければなら
ないでしょう。
　また、最近増えている「クラウドサービス」の利用
はどうでしょう。クラウドサービス事業者を選定する
方法が分からないとか、こちらが求める契約を締結

図表29　個人情報保護委員会資料　オプトアウト規定により第三者に提供で
きる個人データの限定
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してくれるような相手ではなく一定の規約を承諾し
て申し込むしかないといった理由から「個人情報の
取扱いの委託先」から除外しているケースが目立ち
ます。（図表３０）
　図表３０は、個人情報保護委員会の「マイナンバー
に関するガイドライン」での記述となりますが、当該
委託先が契約条項によって個人番号をその内容に
含む電子データを取り扱わない旨が定められてお
り、適切にアクセス制御を行っている場合は委託に
は該当しないと堂々と書いています。しかし、クラウ
ドサービス事業者が破産した場合にデータは保護
されるのか？ Ｍ＆Ａによってデータが持っていかれ
る可能性はないのか？ システム管理者がデータを
のぞき見した場合に契約違反として責任は全て転
嫁できるのか？ 外国の司法機関がデータにアクセ
スすることはないのか？ 業務が終了した際にデータ
は消去されるのか？ といった心配が残ります。少な
くとも、クラウドサービスに預けたデータは自社で
完全に消去することができるのを確かめるか、一定
の暗号化等により自社の機器でなければ復号でき
ない状態にしておくことが望まれます。

第三者提供記録の作成等（法第２５条関係）

　第三者提供における確認記録は、個人データが
不正に流通した場合でも、個人情報保護委員会が
個人情報取扱事業者に対して報告徴収・立入検査を
行い、記録を検査することによって、個人データの
流通経路を事後的に特定することができるようにす
る必要があることから、2017改正法において追加
された義務です。これを2020改正 新個人情報保
護法では、さらに発展させ、本人も個人データの流
れを追うことを可能にしました。第三者提供の記録
義務は、提供側、受領側いずれにもあり、本人から開
示請求がきた場合には、「本人の個人データの受領
に関する記録」、「本人の個人データの提供に関する
記録」を開示する必要があるとしています。
　2017改正法の規定により、既に作成している記
録があれば、これを開示するのみであるため、事業
者の負荷は限定的である言われていますが、これま
では「名簿屋対策規定」と言われていたことから注視
してきていない事業者も多いため、2017改正法に
もどって第三者提供の記録をどう扱うのか検討が必
要になっています。なお、個人データの受領者側が
受け取った情報が、受領者にとって個人データや個

図表30　委託先の監督　クラウドサービスの利用
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人情報に該当しない場合には確認記録義務は発生
しませんし、本人が関与している契約に関して役務
提供する場合の代替手段や一括して記録を作成す
る方法なども認められていますので個別事案ごと
に確認していきましょう。（図表３１）
　そして、第三者提供記録の作成について、2020
改正 新個人情報保護法では第28条（開示）の中に
第5項を追加し本人への開示対象としました。

法第28条第5項
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。

　このため、「Cookie、広告IDをお客様情報と連
結させたDBを持っていて、Cookie、広告IDを他
の事業者に渡している場合」は注意が必要です。こ
の場合には「個人関連情報の提供」ではなく「個人
データの提供」に該当しますから、図表３１に従った

「第三者提供記録」を保管（一括して記録を作成す
る方法の場合、最後に当該記録に係る個人データ
の提供を行った日から起算して3年を経過する日ま
での間保管）する義務があったわけですから、3年
前まで遡って開示を請求されることが無いとは言
えません。

外国にある第三者への提供の制限（法第２４条関係）

　他の事業者に提供・共同利用・委託するシーンの
中で、当該第三者が外国にある場合には、一層の注
意が必要です。日本はEUとの間で相互に十分性を
認定（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）していますので、個人デー
タの移転は国内にとどめるかEUまでの範囲にとど
めるのが原則となります。EU以外の外国にある第
三者への提供・共同利用・委託にあたっては、あらか
じめそれを認める旨の本人の同意を得なければな
りません（一部除外される例あり）。（図表３２）

図表31　第三者提供に係る記録の作成
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　図表３２において、個人データの越境移転（提供・
共同利用・委託）を予定している事業者は、「本人同
意」を得るか、移転先の事業者に日本法を順守する
旨を契約等により担保してきたわけですが、2020
改正 新個人情報保護法では、これに加算措置が入
ることとなりました。「本人同意」により個人データ
をEU以外の外国にある事業者に移転する場合には、

「移転先国の名称」「移転先国における個人情報の
保護に関する制度の有無」等の情報を本人に提供し

た上での同意を得なければならなくなります。個人
情報の取扱いの委託などで外国にある事業者に個
人データを移転する際などは、そもそも本人の同意
を得ることは困難ということで移転先の事業者に日
本法を順守する旨の契約を締結することで対応して
きているかと思いますが、この場合においても、移転
先の事業者が日本法を順守していることを定期的に
確認するとともに、本人が求めてきた場合には、情報
提供しなければならなくなりました。（図表３３）

本人等への対応（法第２７〜３４条
関係）

　2020改正 新個人情報保護法で
最も事業者に影響があるのが、「本
人等への対応」ではないでしょうか。
まず、対象となる「保有個人データ」
の枠が拡大されました。6カ月以内
に消去するデータ（短期保存デー
タ）は開示、利用停止等の対象外と
なっていたところ、これが撤廃され

図表32　外国にある第三者への提供の制限

図表33　個人情報保護委員会資料　越境移転に係る情報提供の充実
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ます。その上で、本人がその利用停
止・消去を請求できるとしているも
のは、これまでは事業者が個人情報
保護法に違反していた場合に限って
いたのですが、これに加えて個人の
権利又は正当な利益が害されるお
それがある場合にも拡充されます。

（図表３４）
　顧客データベースが名寄せされ
ていない状態で、お客様からの利用
停止・消去の請求１件に対して、単純
に１件の対応で済まない状態になっ
ている事業者は苦労することでしょ
う。また、「利用する必要がなくなった場合」について
も、本人から利用停止・消去等の請求が行えるという
点から、個人データごとの「利用期限」、「保管期限」
が管理できていない場合には注意が必要です。多
くの事業者では、個人データ（媒体、データベース、
ファイル）に対する「保管期限」を定めていますが、あ
くまで事業者の目線でいつまで保管しておくかを定
めているにすぎません。消費者の目線で、「自分に伝
えられた利用目的からすると、いつまでの期間であ
れば利用目的を満たすために必要な利用期限と言
えるが、それを過ぎれば利用する必要がなくなった
場合に該当する」といった「利用期限」まで定めてい
る例は少ないと言えます。このような状態でいると、
お客様から「利用する必要がなくなった場合」として
利用停止・消去等の請求を受ける可能性があるとい
うことです。また、この請求を事業者が無視していた
場合には、法第34条により事業者に請求が到達した
日から２週間が経過すると裁判を提起できるという
ことはあまり知られていないかもしれません。
　さらに、2020改正 新個人情報保護法では、本人
は保有個人データの開示方法を指定できることに
変えています。これまで保有個人データの開示方法
は、書面の交付による方法が原則となっていました

が、電磁的記録での提供を含め本人が指示できるよ
うになります。これまでにも、お客様から書面の交付
に代え、電磁的記録での提供を求められていた場合
には注意が必要でしょう。この時、お客様から請求さ
れる開示の“対象物”を理解できていない事業者も
多いようです。開示の“対象物”ですので、例えば「鈴
木一郎，ID001,東京都○○区○○，TEL03-・・・-・・・,
五反田店，アーモンドチョコ,・・・」となります。少なく
とも「氏名」や「会員ID」を検索キーにして「容易に照
合することができる情報」を全て並べることになる
でしょう。

●アマゾンでは以下のものを保有個人データとしています。
•  氏名、住所又は電話番号
•  支払情報
•  年齢
•  位置情報
•  IPアドレス
•  配送先登録された氏名、住所及び電話番号
•  友人その他の方のEメールアドレス
•  Amazonに送信されたレビュー及びEメールの内容
•  プロフィールに掲載する写真や自己紹介
•  Alexaに話しかけた際の音声記録
•   Amazonサービスに関連して取得又は保存された画像

及び動画
•  運転免許証番号等の身分証明に関する情報及び文書
•  会社情報及び財務情報
•  信用情報

図表34　個人情報保護委員会資料　利用停止・消去等の個人の請求権



ISOS July 2021　93

2020 改正 新個人情報保護法　一気読み解き

•   Wi-Fi認証情報等の端末のログファイル及び設定情報
（他のAmazonデバイスとの自動同期を設定された
場合）

•   医薬品や医療機器などの購入に際してAmazonの薬
剤師又は登録販売者などに相談される場合、使用者の
身体的状態に関する情報（年齢、性別、健康状態、病状・
病歴、併用薬の状況、医師の診断等）

•   自動的に取得する情報
•   コンピュータがインターネットに接続するときに使用さ

れるIP（インターネットプロトコル）アドレス
•   ログイン情報、Eメールアドレス、パスワード
•   コンピュータ又は端末の位置情報
•   同時ストリーミング及びダウンロードの時間及び数、イ

ンターネット接続事業者の情報等のストリーミング及
びダウンロードの質に関わるネットワークの詳細を含
む、コンテンツのダウンロード、ストリーミング、再生等
のコンテンツの利用に関する情報

•   端末が利用された時間、アプリケーションの利用、接続
に関するデータ及びエラー又はイベントフェイルア等
の端末情報

•   Amazonサービスの情報（テクニカルエラーの発生、
サービスの機能及びコンテンツの利用、設定及びバック
アップ情報、アプリケーションを実行している端末の位置
情報、アップロードされた画像及びファイルに関する情報

〈ファイル名、日付、時間及び画像の位置情報等〉等）
•   バージョン及びタイムゾーンの設定
•   購入履歴及びコンテンツの利用履歴（日付及び時間、表

示又は検索した商品及びコンテンツ、ページの応答時
間、ダウンロードエラー、特定のページへのアクセス時
間並びにページの利用についての情報〈スクロール、ク
リック及びマウスの動き等〉を含む、AmazonのWeb
サイトへのアクセス、そこからのアクセス及びそこを介
したアクセスに関する完全なURL〈ユニフォームリソー
スロケータ〉の記録）

•   Amazonカスタマーサービスへの連絡に使用された電
話番号

•   Amazonの店舗又はAmazonサービスを利用する店
舗で買い物をした際の画像及び動画

•   他から取得する情報
•   Amazon .co . jpが記録を訂正し、次回の購入や

Amazonからの連絡をより容易にするために使用する
配送業者その他の第三者から取得する更新された配
送先及び住所情報

•   Amazonが共同ブランド事業を行う事業者や、 
Amazonが技術、フルフィルメント、広告その他のサー
ビスを提供している事業者から取得するアカウント情
報、購入や返品情報及びページビュー情報

•   Amazonの関連会社が提供する商品及びサービスの
利用に関する情報

•   スポンサーリンク等の検索連動型広告を含む検索結果
及び各種リンク

•   インターネット接続された端末及びAlexaと接続する
サービスに関する情報

•   不正取引の防止や発見又は与信やファイナンシャル

サービスを提供するために取得する信用調査機関から
の信用履歴情報

●ただし、開示対象としているものは以下のものに限って
います。
•   最近の注文（サブスクリプションを含みます）の状況
•   注文履歴
•   個人を識別可能な情報（氏名、Eメールアドレス、パス

ワード及びアドレス帳）
•   支払い方法の設定（支払用カード情報、代金引換、コ

ンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払い、
Amazonポイント、クーポン、Amazonギフト券の残
高、携帯決済及び１-Click設定）

•   Eメールによるお知らせ（デリバーズ、情報配信サービ
ス、お知らせEメール、ニュースレター）

•   おすすめ商品及びおすすめ商品の元となった最近閲覧
された商品（お客様へのおすすめ及びおすすめ商品を
正確にするを含みます）

•   リスト及びギフト注文（ほしいものリスト及びベビーレ
ジストリを含みます）

•   デジタルコンテンツ、デバイス、サービス及びそれらの
設定並びに情報配信サービス及び広告表示の設定

•   最近視聴されたコンテンツ
•   アカウントに紐づけられた音声履歴
•   プロフィール（レビューその他のプロフィール情報）

　さらに、法改正に合わせた政令の改正により、各
事業者がホームページ等で公表している事項に追
加すべき事項として「取扱体制や講じている措置」

「保有個人データの処理の方法」を追加するように
させようとしています。

法第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
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
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若しくは第3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

　「取扱体制や講じている措置」としては、各事業者が
安全管理措置としてどのようなことを行っているかの
公表のことを指していますし、「保有個人データの処
理の方法」とは、単純に「利用目的」だけを公表したの
では分からない、収集した情報をどのように処理して
利用しているかといったことを指しています。しかしな
がら、どこまで掘り下げて書いていくかは、各事業者
が横を見て倣うということになるのではないでしょう
か。結果的にお客様との信頼の向上につながるよう
なものになるには、まだ先が長いように思えます。
　ここで参考となるのがGDPRです。2020改正 新
個人情報保護法では、保有個人データに対する本人
の権利を拡張したわけですが、GDPRにおいて「プ
ライバシーノーティス」として公表することを義務付
けているものと比べると、「個人データの入手元（公
開情報源含む）」「プロファイリングの有無、その仕組

み、データ主体への影響」という項目がまだ足りてい
ません。今後はお客様との信頼構築の観点で法を上
回る対応をする事業者も現れるのでしょうか。

漏えい等の報告（法第２２条の２関係）

　最後に、個人データの漏えい等の事案が発生し
た場合の対応についてです。これまでは、委員会告
示「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」によって事業者から個人情報保
護委員会への報告を努力義務としていましたが、
2020改正 新個人情報保護法では、一定の事案に
おいては報告を義務としました。（図表３５）
　個人情報保護委員会への報告・本人への通知の
対象と、報告方法等は政令・規則で定められていま
す。対象としている「個人の権利利益を害するおそ
れが大きいもの」の内訳は、①要配慮個人情報を含
む個人データの漏えい等の場合、②財産的被害が
発生するおそれがある情報を含む個人データの漏
えい等の場合、③不正アクセスや従業員による持ち
出し等故意による漏えい等の場合、④1,000人を超
える個人データの漏えい等の場合となります。対象

は漏えい、滅失、毀損またはそのお
それで、高度な暗号化またはその他
の個人の権利利益を保護するため
に必要な措置を講じたものを除くこ
ととしています。個人情報保護委員
会への報告方法としては、速報と確
報の2段階としており、事業者が発
生を確認したのち速やかに速報を、
30日以内（上記③の場合は60日以
内）に確報を報告することになりま
す。報告内容は、概要、個人データの
項目、個人データに係る本人の数、
原因、二次被害又はそのおそれの有

図表35　個人情報保護委員会資料　漏えい等報告の義務化
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無及びその内容、本人への対応の実施状況、公表の
実施状況、再発防止のための措置、その他参考とな
る事項を報告時点で把握している範囲としています。

（報告先は基本的には個人情報保護委員会。事業
所管大臣に権限が委任されている場合には、事業所
管大臣）
　また、個人データの委託を受けている場合には、委
託元の事業者に速やかに報告することで、個人情報
保護委員会等への報告義務を免れることになります。
その場合には対象となる漏えい等の事態を知った
後、把握できている範囲において報告内容と同じ項目
について委託元に報告を行わなくてはなりません。

　一方、本人への通知に関しては、対象の事態が起
きた後、当該事態の状況に応じて速やかに、本人の
権利利益を保護するために必要な範囲において、
概要、個人データの項目、原因、二次被害又はその
おそれの有無及びその内容、その他参考になる事
項を通知しなければなりません。これらをフローと
して作図し、社内に周知しておく必要があるでしょう。

（図表３６）
　最後に、ギャップ分析表（図表37）による現状の確
認をお勧めします。誌面の都合ですべてを掲載でき
ませんので、下記QRコードから全データ（PDF）を
入手してください。

図表36　インシデント発生からのフロー

図表37　個人情報保護法の改正内容と対応（2022年4月1日施行）

QRコードからギャッ
プ分析表全体を見
ることができます。


