
PPCGL意見及び回答‗CPDC‗2021年8月

ガイドライン名 ページ 記号 テーマ 意見 受付番号 個人情報保護委員会回答

P5 全体 「※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す個人情報の保護に関する法律の条番号は、令和 2 年改正法による改正後の
条番号を示すものとする。」との記載がありますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によって個人情報保護
法が改正されて施行される日が令和 2 年改正法の施行日と同日となった場合にも影響は無いのでしょうか。
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の 内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えますが、令和３年改正法を踏まえたガイドラインの改正
については、別途行う予定です。

P6  1目的及び
適用対象

下記の解説が記述されています。

なお、法の規定のうち、第 24 条（外国にある第三者への提供の制限）、第 25 条（第三者提供に係る記録の作成等）及び第 26
条（第三者提供を受ける際の確認等）、第4章第2節（仮名加工情報取扱事業者等の義務）（法第 2 条第 9 項及び同第 10
項に定める「仮名加工情報」及び「仮名加工情報取扱事業者」の定義に関する内容を含む。）及び第 4 章第 3 節（匿名加工情報取
扱事業者等の義務）（法第 2 条第 11 項及び同第 12 項に定める「匿名加工情報」及び「匿名加工情報取扱事業者」の定義に関
する内容を含む。）、並びに第 4 章第 5 節（民間団体による個人情報の保護の推進）に関する内容については、各々について分かりや
すく一体的に示す観点から、別途・・・においてそれぞれ定めている。

この場合で「外国にある第三者への提供+第三者提供に係る記録の作成等」「外国にある第三者への提供+匿名加工情報取扱事業者
等の義務」は、どこを見れば良いのか分かりやすく記述していただくことを強く求めます。
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御指摘の外国にある第三者への提供の制限 、第三者提供に係る記録の作成等、
匿名加工情報取扱事業者等の義務に関する内容については、それぞれのガイドライ
ンを御参照いただくことで御理解いただけるものと考えます 。

P8 1-1 目的 全体 「（※１）EU 及び英国域内から十分性認定（略）にあっては、別途定める「個人情報の保護に関する法律に係る EU 及び英国域内
から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルールを参照のこと。」との記載がありますが、当該補完的ルールに
は令和２年改正法によって適当ではない箇所が生じています。矛盾のないよう説明を加えていただけます事を望みます。
例:政令第 5 条　法第 2 条第 7 項の政令で定める期間は、6 月とする。
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御意見は、今後の執務の参考とさせて頂きます。

P11 2-1 個人情
報（法第 2
条第 1 項
関係）

定義 通則編の2-1では、「「個人情報」（※1）とは、生存する「個人に関する情報」（※2）（※3）であって、「当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ（※4）、それにより特定の
個人を識別することができるものを含む。）」（法第 2 条第 1 項第 1 号）、又は「個人識別符号（※5）が含まれるもの」（同項第 2
号）をいう。」という説明だけに留まっています。
一方で「（仮名加工情報・匿名加工情報編）」では、2-1-1 仮名加工情報（法第 2 条第 9 項関係）において以下の説明が載って
います。
「なお、法において「特定の個人を識別することができる」とは、情報単体又は複数の情報を組み合わせて保存されているものから社会通念
上そのように判断できるものをいい、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の間に同一性を認めるに至ることが
できるかどうかによるものである。」
通則編ガイドラインにおいて「個人情報の定義」を可能な限り丁寧に説明いただくことは重要なところです。
「特定の個人を識別することができる」の意味についても、通則編でしっかりと押さえていただけますことを望みます。
法律（第 2 条第 1 項）では、「特定の個人を識別することができる」に対する「主語（私がなのか、身内がなのか、他人がなのかによって
識別することができる範囲が変動します。）」が書かれていないことを通則編ガイドラインで補っていただく必要があると思います。
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「特定の個人を識別することができる」とは、社会通念上、一般人の判断力や理解
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
ることをいいます。

P11 2-1 個人情
報（法第 2
条第 1 項
関係）

定義 「個人に関する情報」の説明として下記の記述があります。
「「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書
等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情
報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。」
そして、【個人情報に該当する事例】の中に下記の記述があります。
「事例 2）生年月日、連絡先（住所・居所・電話番号・メールアドレス）、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本
人の氏名を組み合わせた情報」
事業者として、判断が難しいものの１つに「購買履歴」があります。本人の氏名を組み合わせた場合には「購買履歴」についても個人情報に
該当するか否かを明確に記述していただくことを望みます。
その場合、事業者としては「顧客ＤＢ」と「商品ＤＢ」とのリレーション管理をしており、「商品ＤＢ」には、「商品名」以外に「商品コード」や
「商品スペック」まで入っています。
この場合、どこまでを「個人情報」とするかを示していただく事を望みます。
「商品ＤＢ」内の情報は、「保有個人データに対する本人等からの開示請求に法第28条第2項第2号（個人情報取扱事業者の業務の
適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合）」を適用して本人に開示しない範囲に入れることになるのか、そもそも個人データに該
当しないものとするのか丁寧な説明を望みます。
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個人情報に該当するかどうかは、法第２ 条第 １項の定義に照らして判断されま
す。
個別の事案ごとに判断することとなりますが、購買履歴について、特定の個人を識別
することができる場合（他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別する
ことができる場合を含む 。 ）には、個人情報（法第２条第１項）に該当すること
となります。

P12 2-3 要配慮
個人情報
（法第 2
条第 3 項
関係

定義 「また、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合には、個人情報保護委
員会に報告しなければならない（3-5-3（個人情報保護委員会への報告）参照）。」との記載が加わりました。
これについて、「個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する
補完的ルール」では、「ＥＵ又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データに、ＧＤＰＲ及び英国ＧＤＰＲそれぞれに
おいて特別な種類の個人データと定義されている性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合には、個人情報取扱事
業者は、当該情報について法第 2 条第 3 項における要配慮個人情報と同様に取り扱うこととする。」との加算があります。
見落としがちな点となりますので、通則編にて注意書きを入れていただく事を望みます。
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補完的ルールについては別途公表しているため、一般的に現状の案で御理解いただ
けるものと考えます。

P13 2-4 個人情
報データベー
ス等（法第
2 条第 4
項関係）

定義 【個人情報データベース等に該当しない事例】の中に下記の記述があります。
「事例 3）市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等」
この事例については、改めて以下の(1)から(3)の全てを満たすことが条件である旨、丁寧な説明を入れていただけますことを望みます。
（1）不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して
行われたものでないこと。
（2）不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
（3）生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P13 2-5 個人情
報取扱事業
者（法第 2
条第 5 項
関係）

定義 「個人情報取扱事業者の定義」に関し、法第 2 条（第 5 項）と「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」との
関係について丁寧な説明を望みます。
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P13 2-6　個人
データ（法
第 2 条第
6 項関係

定義 【個人データに該当しない事例】の中に下記の記述があります。
「事例） 個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報」
一方で、個人情報保護法第６条では、「政府は、個人情報に関する一層の保護を図り国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構
築する観点から、法令で定める内容を補完し上回る、より厳格な規律を設けられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」と規定
しています。
この観点からすると、個人情報保護委員会ガイドラインの中で、GDPRでは個人データに該当するとされているものをわざわざ【個人データに
該当しない事例】として載せる事に対する違和感があります。補足説明を求めます。
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P13 2-16 「本
人の同意」

定義 「本人の同意」に関する解説には以下の記述があります。
「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。」
しかしながら、事業者の運用において「優越的な地位を乱用した同意の取得」が横行しています。
例えば事業者が従業員から「36協定の同意」をとる場合には、労基法の定めにより「従業員個人から同意をとるのではなく、労働組合代表
または従業員代表からとる。」こととなっており遵守できているにもかかわらず、
「従業員の個人情報の取扱いに関する同意」をとる場合には、優越的な地位の乱用を避ける手続きを行わず「従業員個人から同意をとる」
というケースや、一般生活者を対象とした会員サービスにおいて、「同意が無い場合には退会となる。」ような仕組みにしている事業者も多く発
生しています。
この点を含めて「本人の同意」についての丁寧な説明を強く求めます。
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本ガイドライン（通則編）案２－１６において、「本人の同意」について解説してい
るため、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。なお、本ガイドライン
（通則編）案２－１６にてお示ししているとおり、「本人の同意」を得るに当たって
は、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る必要があります。

P13 2-16 「本
人の同意」

定義 通則編において、「本人の同意」について、「同意取得の代行」が認められるのか否かが不明瞭となっています。
「本人の同意」に関する条文として、「④　個人関連情報の第三者提供に関するもの」が加わりました。
2-16の解説では、「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」とありますが、3-7-3-2(2)では「提供元の個人関連情報取扱事業者による同意取得の代行の場合」が記載されています。
提供元による同意取得の代行は、個人関連情報の場合にのみ認められるのか、個人データに関しても認められるのか不明瞭な記述となって
います。
丁寧な説明を求めます。
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「本人の同意」を得る際の要件については、法の各規律との関係で判断されることと
なります。本ガイドライン（通則編）案３－７－３は、改正後の法第26条の２第
１項第１号の「本人の同意」を得るに当たっての要件を解説しています。

通則編
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P13 2-16 「本
人の同意」

定義 ※（参考）上記のほか、「本人の同意」に関する主な条文として、「④　個人関連情報の第三者提供に関するもの」が加わりました。
との記述があります。
その上で、2-16の解説には「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。」とだけあります。
一方で、「個人関連情報取扱事業者が第三者に個人関連情報を提供し、当該第三者が当該個人関連情報を個人データとして取得す
ることを承諾する旨の当該本人の意思表示としての「本人の同意」については、3-7-3-3 同意取得の方法として下記の詳細な記述があり
ます。
「同意取得の方法としては、様々な方法があるが、例えば、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、確認欄への
チェックを求める方法がある。ウェブサイト上で同意を取得する場合は、単にウェブサイト上に本人に示すべき事項を記載するのみでは足りず、
それらの事項を示した上でウェブサイト上のボタンのクリックを求める方法等によらなければならない。また、同意取得に際しては、本人に必要
な情報を分かりやすく示すことが重要であり、例えば、図を用いるなどして工夫することが考えられる。」

「ウェブサイト上で同意を取得する場合は、単にウェブサイト上に本人に示すべき事項を記載するのみでは足りず、それらの事項を示した上で
ウェブサイト上のボタンのクリックを求める方法等によらなければならない。」となっていて、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能
性があるとされる記述（「しなければならない」及び「してはならない」の記述）が、2-16　「本人の同意」の解説本文にはなく、2-16　では
【本人の同意を得ている事例】の中で暗示しているだけという不親切な状態になっています。
丁寧な説明を求めます。
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「本人の同意」を得る際の要件については、法の各規律との関係で判断されることと
なります。本ガイドライン（通則編）案３－７－３は、改正後の法第26条の２第
１項第１号の「本人の同意」を得るに当たっての要件を解説しています。

P27 3-1-1 利
用目的の特
定（法第
15 条第 1
項関係）

個人情報の
利用目的の
特定

【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 に具体的に利用目的を特定している事例】について下記の記述が加わりま
した。
「事例1）「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、 趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたしま
す。」
一方、事例の前の説明文としては下記の記述となっています。
「 本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合 は、この趣旨に
沿ってできる限り利用目的を特定したことには ならない。 」
事例に示された「広告のために利用いたします。」では、どのような手法による広告なのか（DMが送付されてくるのか、個人携帯にPOPinfo
で送信されてくるのか、街を歩いていると自分向けの商品の写真が描かれたアドバルーンがあがっているというのか）が書かれておらず、利用目
的から合理的に予測・想定できない悪い事例になってしまっています。
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本ガイドライン（通則編）案３－１－１の【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に具体的に利用目的を特定している事例】でお示しした 利
用目的について、本人は自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、当該
利用目的から一般的かつ合理的に予測・想定できると考えられ るため 、一般的に
現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P27 3-1-1 利
用目的の特
定（法第
15 条第 1
項関係）

個人情報の
利用目的の
特定

【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 に具体的に利用目的を特定している事例】について下記の記述が加わりま
した。
「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。」
一方、事例の前の説明文としては下記の記述となっています。
「本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合 は、この趣旨に沿っ
てできる限り利用目的を特定したことには ならない。 」
事例に示された「行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した」では、「行動履歴の取得」が本人に通知または公表された個人情報の
利用目的の範囲であるのか、法第17条違反となっていない取得と言えるのか、さらに職業安定法など他の法令違反となる行為となっていな
いのかが怪しい状態であり、到底勧められないような悪い事例になってしまっています。
事業者の誤解を生じさせないことが本ガイドラインの目的である以上、書くのであれば、もっと問題の無い事例を載せるべきではないでしょう
か。
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本ガイドライン（通則編）案３－１－１では、事業者の理解を助けることを目的と
して事例を記載しており、 一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P30 3-2 不適正
利用の禁止
（法第 16
条の 2 関
係）

 不適正利
用の禁止

違法又は不当な行為（※1）の解説として下記の記述が加わりました。
「（※1）「違法又は不当な行為」とは、法（個人情報の保護に関する 法律）その他の法令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえな
いものの、法（個人情報の保護に関する法律）その他の法令 の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない
行為をいう。」
この中に、「優越的な地位を乱用する目的での利用」は含まれるのか否かの丁寧な解説を望みます。

24000006
90000000
27

改正後の法
第 16 条 の２における 「違法又は不当な行為」に該当するか否かは、個別の事案
ごとに判断されますが、優越的な地位を濫用する目的での行為が、法令違反を構成
する行為、又は法令の制度趣旨若しくは公序良俗に反する等、社会通念上適正と
は認められない行為に該当する場合には、「違法又は不当な行為」に該当します。
今後とも、法の趣旨・内容についての周知・広報に積極的に取り組みつつ、施行状
況等を踏まえ、必要に応じてガイドラインへの事例の追加等を検討してまいります。

P34 3-3-2 要
配慮個人情
報の取得
（法第 17
条第 2 項
関係）

要配慮個人
情報の取得

法第17条第2項の(5)「当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第 76 条第 1 項各号に掲げる者その他個人情
報保護委員会規則で定める者により公開されている場合（法第 17 条第2 項第 5 号、規則第 6 条関係）」の事例として下記の記述
があります。
「要配慮個人情報が、次に掲げる者により公開されている場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、当該公開されている要配慮個人
情報を取得することができる。　②国の機関　③地方公共団体」
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によって個人情報保護法が改正されて施行される日が令和 2 年改正法
の施行日と同日となった場合にも影響は無いのでしょうか。

24000006
90000000
28

本意見募集は本ガイドライン案の改正案の 内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P34 3-3-2 要
配慮個人情
報の取得
（法第 17
条第 2 項
関係）

要配慮個人
情報の取得

法第17条第2項の(6)「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）」の事例として下記の記述があります。
「事例） 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）」
そもそも、「要配慮個人情報」とは「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
いうわけであって、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）が明らかであったとしても、単に「車
いす使用」という情報だけでは要配慮個人情報とはなりません。
要配慮個人情報に含まれる事項（例:身体障害等）と氏名等の情報を紐つけた状態として記録する場合においても、本人の同意を不
要とするのは、「個人情報に関する一層の保護を図り国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築する観点から、法令で定める内容
を補完し上回る、より厳格な規律を設けられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずる権限」を有する個人情報保護委員会が示
すガイドラインとしては不向きなものとなっています。修正を求めます。

24000006
90000000
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P39 3-4-1
データ内容
の正確性の
確保等（法
第 19 条関
係）

 データ内容
の正確性の
確保等

「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」の説明文として下記の記述があります。
「なお、法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りではない。」
一方で、3-1-1　利用目的の特定（法第 15 条第 1 項関係）には下記の記述があります。
「（※1）「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個 人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用 され
るかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確 にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測
を可能とすることである。」
「法定保存期間に沿った個人情報の保管」については、 法第 16 条第 3 項(1）によって認められている範囲での「利用目的による制限
の例外」となっているのか、 法第 18 条第 4 項(4)によって「利用目的の通知等をしなくてよい場合」となっているのかを丁寧に説明いただけ
ることを望みます。

24000006
90000000
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P40 3-4-4  委
託先の監督
（法第 22
条関係）

委託先の監
督

「個人データの取扱いの委託」の説明文として下記の記述があります。
「（※1）「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
せることをいう。具体的には、個人データの入力（本人からの取得を含む。）、編集、分析、出力等の処理を行うことを委託すること等が想
定される。」
事業者が判断に迷うものとして「クラウドサービスの利用」があります。
クラウドサービスの利用において個人データの取扱いを行わせていると言える場合、言えない場合について丁寧に説明いただけることを望みま
す。

24000006
90000000
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本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P41 3-5-1-1
「漏えい」の
考え方

漏えいへの
対応

「個人データの漏えい」の説明文として下記の記述があります。
「 個人データの「漏えい」とは、個人データが外部に流出することをいう。」
一方で2-17  「提供」において下記の記述があります。
「個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば
（利用する権限が与えられていれば）、「提供」に当たる。」
事業者が意図的に第三者に対して個人データ等を利用できる状態に置いている場合が「提供」であるならば、意図せずに第三者が個人
データ等を利用できる状態に置かれた場合は「漏えい」となるはずですが、あえて「流出」という用語を使い、「出る」を強調したい意図は何で
しょうか。

24000006
90000000
32

「漏えい」が意味するところであるため、一般的に現状の案で御理解いただけるものと
考えます。
なお、システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態
となっていた場合において、閲覧が不可能な状態とするまでの間に第三者が閲覧して
いないことがアクセスログ等から確認された場合には、「漏えい」に該当しません。

P41 3-5-1-1
「漏えい」の
考え方

漏えいへの
対応

【個人データの漏えいに該当する事例】 として下記の記述があります。
「事例 1）個人データが記載された書類を第三者に誤送付した場合 」
当然に「個人データが記載された書類」とは内容物をいうと理解できますが、内容物に個人データが含まれていない場合の誤送付において、
「宛名ラベル」が「個人データ」に該当する場合（個人情報データベースから出力したラベルであった場合）にも「個人データの漏えいに該当
する事例」に該当するのか否かが不明瞭な記述となっています。特に事業者に責のない誤送付（日本郵便の配達ミス）に対する説明が必
要であると考えます。
丁寧な説明を求めます。

24000006
90000000
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「漏えい」の該当性の判断において、個人情報取扱事業者の帰責 性の有無にかか
わらず、取り扱っている個人データが外部に流出したのであれば、「漏えい」に該当しま
す。

P41 3-5-1-1
「漏えい」の
考え方

漏えいへの
対応

【個人データの漏えいに該当する事例】 として下記の記述があります。
「事例3）システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となっていた場合 」
一方で下記の記述もあります。
「なお、個人データを第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合は、漏えいに該当しない。また、個人情報取扱事業者が自らの意図
に基づき個人データを第三者に提供する場合（※）は、漏えいに該当しない。」
「システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となっていた場合で、個人データを第三者に閲覧されないうち
に全てを回収したとして漏えいに該当しない。」とする場合には、何を根拠とすれば良いのか、丁寧な説明を求めます。

24000006
90000000
34

例えば、システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状
態となっていた場合において、閲覧が不可能な状態とするまでの間に第三者が閲覧
していないことがアクセスログ等から確認された場合には、「漏えい」に該当しません。
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P50 3-5-3-2
報告義務の
主体

漏えいへの
対応

「報告義務の主体 」 として下記の記述があります。
「漏えい等報告の義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データを取り扱う個人情報取扱事業者である。」
この記述によれば「義務を負う主体」については書かれていますが、実際の報告は当該事業者が委任している弁護士が行うことも、傘下に
入っている認定個人情報保護団体が行うことも否定されるものではないと考えられます。
この考え方に対して丁寧な説明を求めます。

24000006
90000000
35

改正後の法第 22 条の２第１項に基づく報告について、認定個人情報保護団体
経由の報告は予定されていません。
なお、漏えい等報告の義務を負う個人情報取扱事業者以外の者が、当該個人情
報取扱事業者の代わりに報告を行う場合には、行政書士法を含む他法令を遵守
する必要があります。
また、個人情報取扱事業者が、漏えい等事案について、 改正後の 法第 22 条の
２ 第 1 項に基づく個人情報保護委員会等への報告に加えて、認定個人情報保
護団体に対しても報告を行うことは、認定個人情報保護団体による自主的取組の
一環として有効と考えられます。

P63 3-6 個人
データの第
三者への提
供

人データの
第三者への
提供

個人情報保護法では、個人データの提供を受けた事業者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と定められています。
これについて、「個人情報の保護に関する法律に係るＥＵ及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する
補完的ルール」では、「個人情報取扱事業者は、法第 26 条第 1 項及び第 3 項の7規定に基づき確認し、記録した当該個人データを
当初又はその後提供を受ける際に特定された利用目的の範囲内で利用目的を特定し、その範囲内で当該個人データを利用することとする
（法第 15 条第 1 項、法第 16 条第 1 項）。」との加算があります。
見落としがちな点となりますので、通則編にて注意書きを入れていただく事を望みます。

24000006
90000000
36

本意見募集は本ガイドライン案の改正案の 内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P89 3-7　個人
関連情報の
第三者提供
の制限等

個人関連情
報の第三者
提供の制限

「個人関連情報」の定義を説明する際に、「個人に関する情報」の説明を出している中で下記の記述があります。
「また、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
関連情報にも該当しない。 」
「統計情報」についてですが、例えば「あるセミナーの受講者が10名。うち男性が1名。女性が9名だった場合。」に、「当セミナーの受講者の
男女比は男性が10%。女性が90%。」という情報は「統計情報」になりますでしょうか。
当該セミナーの主催者が保有する個人情報データベースに受講者の氏名が含まれていた場合には、「当セミナーの受講者の男性が10%。」
と言う情報は当該男性の氏名と容易照合性があります。
「統計情報」の定義について、丁寧な説明を求めます。
また「個人に関する情報」については、2-1個人情報（法第 2 条第 1 項関係）で解説されており、この2-1においては「統計情報」の説明
が一切なく、「個人関連情報」の定義を説明する段になって登場することにも違和感を感じます。

24000006
90000000
37

本ガイドライン（通則編）案の「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データであり、集団の傾向又は
性質などを数量的に把握するもの」をいい、統計情報に該当するかどうかはその定義
に照らして判断されます。

P89 3-7　個人
関連情報の
第三者提供
の制限等

個人関連情
報の第三者
提供の制限

【個人関連情報に該当する事例】として下記の記述があります。
「 事例 2）特定の個人を識別できないメールアドレス（abc_123@example.com 等のようにメールアドレス単体で、特定の個人のメー
ルアドレ スであることが分からないような場合等）に結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等」
表現が回りくどくなっていますが、そもそも「abc_123@example.com 等のようにメールアドレス単体で、特定の個人のメールアドレ スである
ことが分からないような場合に該当するメールアドレス」は「個人関連情報」に該当しますか?

24000006
90000000
38

個人関連情報に該当するかどうかは、「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」（改正後の
法第 26 条の２第１項）という定義に照らして判断されます。
個別の事案ごとに判断することとなりますが、個人情報に該当しないメールアドレス
は、個人に関する情報である限り、個人関連情報に該当 し得ることとな ります。

P89 3-7-1-2
個人関連情
報取扱事業
者

個人関連情
報の第三者
提供の制限

「個人関連情報取扱事業者の定義」に関し、法第 2 条（第 5 項）と「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法
律」との関係について丁寧な説明を望みます。

24000006
90000000
39

本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P93 3-7-2-2
「想定され
る」について

個人関連情
報の第三者
提供の制限
法第 26 条
の 2 の適用
の有無につ
いて

個人関連情報が「個人データとして取得する」ことを通常想定できる場合について下記の記述があります。
「提供元の個人関連情報取扱事業者において現に想定していない場合であっても、提供先の第三者との取引状況等の客観的事情に照
らし、一般人の認識を基準に通常想定できる場合には、「想定される」に該当する。」
「ここでいう「一般人の認識」とは、同種の事業を営む事業者の一般的な判断力・理解力を前提とする認識をいう。」
一方で「（仮名加工情報・匿名加工情報編）」では、2-1-1 仮名加工情報（法第 2 条第 9 項関係）において以下の説明が載って
います。
「なお、法において「特定の個人を識別することができる」とは、情報単体又は複数の情報を組み合わせて保存されているものから社会通念
上そのように判断できるものをいい、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の間に同一性を認めるに至ることが
できるかどうかによるものである。」
「一般人の認識」とは、「同種の事業を営む事業者の一般的な判断力・理解力を前提とする認識をいう。」とするところは、個人関連情報の
提供に関してのみの話であるのか、「特定の個人を識別することができる」についての判定にも使われるものなのかが不明瞭です。
丁寧な説明を強く求めます。

24000006
90000000
40

改正後の法第26 条の２第１項の「想定される」について、一般人の認識を基準
に、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが通常想定で
きる場合には、「想定される」に該当することとなりますが、ここでの「一般人の認識」と
は、同種の事業を営む事業者の一般的な判断力・理解力を前提とする認識をいい
ます。
他方、法第２条第１項第１号の「特定の個人を識別することができる」については、
社会通念上、一般人の判断力や理解 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を基準に判断することとなります。

P96 3-7-3-1
本人の同意

個人関連情
報の提供に
関し本人の
同意の取得
方法

3-7-3-1 本人の同意として、法第 26 条の 2 第 1 項第 1 号の「本人の同意」について記述されています。
他の箇所で「本人の同意」が登場する場合には、「（※）「本人の同意」については、2-16（本人の同意）を参照のこと。」との記述がある
ところ、個人関連情報の提供に関しては2-16の参照を記載しない意図が分かりません。
2-16には、下記の記載があります。
「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。」
個人関連情報の提供がある場合に、未成年者への配慮を必要としないということでしょうか。
丁寧な説明を求めます。

24000006
90000000
41

「本人の同意」を得る際の要件については、法の各規律との関係で判断されることと
なります。
改正後の法第26 条の２第１項第１号の「本人の同意」について、同意によって生
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
があると考えられます。

P109 3-7-5 提
供元におけ
る記録義務
（法第 26
条の2)第3
項、第 26
条第3項関
係

個人関連情
報の提供元
における記
録義務

「個人関連情報の提供元における記録義務」に関し、法第 2 条（第 5 項）と「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律」との関係について丁寧な説明を望みます。

24000006
90000000
42

本意見募集は本ガイドライン案の改正案の内容に関するものですので、御意見は、
本意見募集の対象外と考えます。

P119 3-7-5-3-1
提供元にお
ける記録事
項（規則第
18 条の 4
第 1 項関
係）

個人関連情
報の提供元
における記
録義務

3-7-5-3-1 提供元における記録事項（規則第 18 条の 4 第 1 項関係）の中で<提供元の記録事項>を載せていただいていますが、
「提供元においては個人データとならない個人関連情報」を提供する際の記録について絞り込んだ表になっていないため、事業者が確認した
際に混乱のもととなってしまいます。
丁寧な作成を求めます。

24000006
90000000
43

本ガイドライン（通則編）案３－７－５－３－１の＜提供元の記録事項＞の表
は、事業者の理解を助けることを目的に、参考として、個人データの第三者提供の場
合の記録事項を記載しているものであり、一般的に現状の案で御理解いただけるも
のと考えます。

P140 3-8-1 保
有個人デー
タに関する
事項の公表
等（法第
27 条関
係）

保有個人
データに関す
る事項の公
表等

3-8-1 保有個人データに関する事項の公表等（法第 27 条関係）において、【安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態
に置く内容の事例】が記述されています。
後段において、「本人の適切な理解と関与を促す観点から、事業の規模及び性質、保有個人データの取扱状況等に応じて、上記事例以
上に詳細な内容の掲載や回答とすることは、より望ましい対応である。」と記述されていますが、【安全管理のために講じた措置として本人の
知り得る状態に置く内容の事例】の中で並んでいるものが「内容の事例」とはなっておらず「文例」となってしまっています。
この状態では、多くの事業者がこの「文例」をコピペしていくだけであって、詳細な内容の掲載には導かれていきません。
事業者の誤解を生じさせないことが本ガイドラインの目的である以上、ここでは「文例」ではなく「内容の事例」となるよう工夫していただけるよう
求めます。

24000006
90000000
44

本ガイドライン（通則編）案３－８－１では、事業者の理解を助けることを目的と
して事例を記載しており 、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。
なお、安全管理措置は、事業の規模及び性質、保有個人データの取扱状況等に
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ず、その内容は事業
者によって異なります。

P151 3-8-2 保
有個人デー
タの開示
（法第 28
条第 1 項
～第 4 項
関係

 保有個人
データの開
示

3-8-2 保有個人データの開示（法第 28 条第 1 項～第 4 項関係において、【電磁的記録の提供による方法の事例】の中に下記の記
述があります。
「事例 2)電磁的記録を電子メールに添付して送信する方法」
この方法による個人データの送受信は、事業者が最も事故を発生させている方法です。
事例としてふさわしくないと考えます。

24000006
90000000
45

一般に、電磁的記録の提供による方法として、電磁的記録を電子メールに添付して
送信する方法も許容されるものと考えられます。

P151 3-8-2 保
有個人デー
タの開示
（法第 28
条第 1 項
～第 4 項
関係

 保有個人
データの開
示

3-8-2 保有個人データの開示（法第 28 条第 1 項～第 4 項関係において、【当該方法による開示が困難である場合の事例】の記述
があります。
法第28条第2項において「同項の規定により当該本人が請求した方法による開示に多額の費用を要する場合にあっては、書面の交付によ
る方法）」とされているところと、3-8-8 手数料（法第 33 条関係)において「保有個人データの開示の請求（法第 28 条第 1 項）若
しくは第三者提供記録の開示の請求（法第 28 条第 5 項において準用する同条第 1 項）を受けたときは、当該措置の実施に関し、
手数料の額を定め、これを徴収することができる。」とされているところの関係の説明が不足しており、事業者としての理解が難しい状態になっ
ています。
丁寧な説明を望みます。

24000006
90000000
46

事業者は、改正後の法第 28 条第 ２ 項 により 、本人が請求した方法による開
示が困難である場合に、書面の交付による方法により開示すること が可能です 。
また、事業者は、法第 33 条の規定により、開示等の実施に関し、手数料を徴収す
ることができますが 、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的と認められる
範囲内において、その手数料の額を定める必要があります 。 例えば、上記の書面の
交付による方法による開示の場合は、事業者において、その実費を勘案して合理的
な範囲内で手数料の額を定めることができると考えられます。
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ガイドライン名 ページ 記号 テーマ 意見 受付番号 個人情報保護委員会回答

P152 3-8-2 保
有個人デー
タの開示
（法第 28
条第 1 項
～第 4 項
関係

 保有個人
データの開
示

3-8-2 保有個人データの開示（法第 28 条第 1 項～第 4 項関係において、保有個人データの開示をしないものとして下記の記述があ
ります。
「（2）個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」
この中で事例が２点示されていますが、「コールセンターにおいて、受け付けた際の音声記録を受付日時によって検索できる状態としている場
合のほか、担当したオペレータをキーとして検索できる状態にしている場合に、申込をしてきたお客様が対話時の音声の確認を求めてきた場
合」を想定した事案の記載を求めます。
この場合によって、オペレータの個人情報に該当するようなもの等、開示請求をされた本人以外の個人情報の存否を確認し、該当箇所を消
去するような作業は個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当すると考えて良いでしょう
か。

24000006
90000000
47

個別の事案ごとに判断することとなるため 、一律にはお答えしかねます。

P152 3-8-2 保
有個人デー
タの開示
（法第 28
条第 1 項
～第 4 項
関係

 保有個人
データの開
示

3-8-2 保有個人データの開示（法第 28 条第 1 項～第 4 項関係)において、保有個人データの開示の事例が示されていません。
保有個人データとなる氏名や住所を本人に開示することは簡単であっても、氏名と紐つく「Cookie」や「内部管理用のID」「顧客属性を数
値・記号で記したもの」を本人に開示しても、本人には意味するところが分からないというケースは多く存在します。
この場合に、単に数値・記号の羅列を開示すれば良いのか、本人にとっての利益にも資するそれに変わる方法があるのかを丁寧に説明いただ
けることを望みます。

24000006
90000000
67

個人情報取扱事業者は、本人から請求を受けたときは、当該本人が識別される保
有個人データを開示する必要があります。

P174 3-8-5-3
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

保有個人
データの利
用停止等

3-8-5 保有個人データの利用停止等（法第 30 条関係)の「3-8-5-3 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」
の【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として考えられる事例】として下記の記述があります。
「事例3）他の法令の規定により保存が義務付けられている保有個人データを直ちに消去する代わりに、当該法令の規定による保存期間
の終了後に消去することを約束する場合」
しかしながら、法第 30 条において「保有個人データの利用停止等」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。」とされており、そもそも「直ちに消去する義務」
はありません。
誤解を生じる記述となっていますので、修正を求めます。

24000006
90000000
48

御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします（下線部が修正箇所）。

【修正前】
「保有個人データを直ちに消去する代わりに」

【修正後】
「保有個人データを遅滞なく消去する代わりに」

P140 3-8-1 保
有個人デー
タに関する
事項の公表
等（法第
27 条関
係）

保有個人
データに関す
る事項の公
表等

3-8-1 保有個人データに関する事項の公表等（法第 27 条関係）において、【安全管理のために講じた措置として本人の知り得る状態
に置く内容の事例】として、「（外的環境の把握）事例）」が記述されています。
その内容としては「個人データを保管しているA 国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施」と記述され
ています。
「外的環境の把握」として消費者の関心が高いものとしては、「外国にある第三者へのデータ移転」だけではなく、「当該事業者が事業承継
等をする場合のデータの移転」があります。
事業者が破産した場合に、顧客情報が抵当権者に渡った事例や、M&Aによって運営主体が外国の事業者に移った事例は多くあります。
この場合に、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用する場合には予めの本人同意を要するものと
なっていても、仮名加工情報として利用される場合や、外国の事業者に移った場合にどこまで担保されるのかが不安視されています。
事業者が事業譲渡、破産等した場合に本人の権利がどこまで担保されるかも、「外的環境の把握」として、本人の知り得る状態に置くことが
重要であると考えます。

24000006
90000000
49

一般に、事業の承継に伴って個人データを外国にある第三者に提供したとしても、提
供元は外国において個人データを取り扱うこととはならないため、 法第 27 条第１項
第４号・ 改正後の施行令第 ８ 条第 １ 項により、当該外国の名称について、本
人の知り得る状態に置く ことが 必要 となるわけではありません 。
ただし、当該提供先が、改正後の法第24 条第１項の「外国にある第三者」に該当
する場合、提供元は、個人データを当該提供先に提供するにあたっては、改正後の
法第 24 条の規定により、同意の取得時に、提供先の第三者が所在する 外国の
名称等について、本人に情報提供を行うこと等が求められます。

P12 2-3 要配慮
個人情報
（法第 2
条第 3 項
関係

定義 要配慮個人情報について:要配慮個人情報のうち健康情報等については、条件があります（例:医療従事者による、健康診断によるな
ど）が、例えば本人から病名等の自己申告を受けた場合においてその正確性及び医療従事者による診断によるものか否かなどについて、事
業者が判断できるものではありません。
それであっても「要配慮個人情報の取得に関する本人同意」については、本人の自主的な提供によるものであれば、事業者としては実務的
には要配慮個人情報と同等のものとして判断して対応しておけばよかったわけです。
しかしながら、今後、漏えい等の報告対象か否かについて判断が必要になりますので、より丁寧な解説をしていただくことを望みます。
（現状の事例では、健康診断書の結果、電子カルテや診断書等のみが要配慮個人情報に該当するというような誤解を生みかねませ
ん。）

24000006
90000000
50

本ガイドライン（通則編）案２－３において、要配慮個人情報について解説してい
るため、 一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P200 5-1 域外適
用（法第
75 条関
係）

域外適用 法第75条で外国にある個人情報取扱事業者等が、日本の居住者等国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にあ
る者を本人とする個人情報として取得されることとなる個人関連情報を、外国において取り扱う場合には、法が適用されると定められていま
す。
そして、【域外適用の対象となる事例】も記述されていて、その事例の中で個人関連情報に関するものとして下記の記述があります。
「事例4) 外国の広告関連事業者が、日本のインターネット通信販売事業者に対し、当該インターネット通信販売事業者による日本の消
費者に対するキャンペーン情報の配信等のサービスの提供に関連して、当該インターネット通信販売事業者が保有する日本の消費者の個
人データと結び付けることが想定される個人関連情報を提供する場合」
しかしながら、実際に発生している事例の多くは、「日本のインターネット通信販売事業者が、外国の広告関連事業者から個人関連情報の
提供を受ける場合」ではなく、「外国の広告関連事業者が、日本のインターネット通信販売事業者から個人関連情報の提供を受ける場
合」です。
この場合に、当該外国の広告関連事業者が域外適用の対象となるか否かを丁寧に説明いただけることを望みます。

24000006
90000000
51

御指摘の「外国の広告関連事業者が、日本のインターネット通信販売事業者から
個人関連情報の提供を受ける場合」に、外国の広告関連事業者が域外適用の対
象となるか否かは、外国の広告関連事業者が当 該個人関連情報をどのように取り
扱うか（特定の個人を識別できる情報と紐 付 けて個人情報として取り扱うかを含
む。）等を踏まえて、個別の事案ごとに判断する必要があります。

P89 3-7　個人
関連情報の
第三者提供
の制限等

個人情報取
扱事業者等
の義務

3-7-1-1 個人関連情報
この定義において、個人情報を加工して得られた情報が個人関連情報になり得ないことを解説していただくことを希望します。

事例 2）として下記の記述があります。
「特定の個人を識別できないメールアドレス（abc_123@example.com 等のようにメールアドレス単体で、特定の個人のメールアドレ ス
であることが分からないような場合等）に結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等」

実際には、氏名等と結びついたデータを加工し、そのデータを残した状態で事例２)のようなデータを作成した場合には、個人関連情報では
ありませんが、事例２)だけ見るとそのように判断してしまう事業者が現れる恐れがあります。新しい概念となりますので、丁寧な解説を望みま
す。

24000006
90000000
52

本ガイドライン（通則編）案３－７－１－１において、個人情報に該当する場合
は個人関連情報に該当しない旨を記載しているため、 一般的に現状の案で御理解
いただけるものと考えます。

P99 3-7-4-1
個人データと
して取得す
ることを認め
る旨の本人
の同意を得
ら
れていること
（法第 26
条の 2 第
1 項第 1
号、規則第
18 条の 2
第
1 項関係）

個人関連情
報の提供に
関し本人の
同意の取得
方法

3-7-4-1で、「個人関連情報を個人データとして取得することを認める旨の本人の同意を得られていること」のなお書きとして下記の記述があ
ります。
「なお、提供先の第三者から提供元の個人関連情報取扱事業者に対する申告に際し、提供先の第三者が法第 26 条の2第1項第1 号
の同意を取得済みの ID 等を提供する行為は、個人データの第三者提供に該当する場合があるが、法第 26 条の2第1 項の確認行為
において必要となる情報のみを提供する場合は、法令に基づく場合（法第 23 条第1 項第1 号）に該当する。」

上記の記述において、必要となる情報のみを提供する場合には、法令に基づく場合に該当するとしていますが、その場合には、受領側も確
認行為にのみ利用するという制限があることを明記していただくことを望みます。また、受領側で利用目的が達成されたら消去する旨も解説が
必要であると考えます。
個人関連情報を個人データとして取得する事業者においては、確認行為において必要となる情報のみの提供を受けることについて本人の同
意を得ることは容易であるにも関わらず、「法令に基づく第三者提供」として除外するには、さらに分かりやすく丁寧な説明を求めます。

24000006
90000000
53

提供先の第三者が、提供元の個人関連情報取扱事業者に対して、改正後の 法
第 26 条の ２ 第 １ 項の確認行為において必要となる 個人データ のみを提供す
る ことは、 法令に基づく場合（法第 23 条第 １ 項第 １ 号）に該当 しますが、
この場合、提供元は、提供を受けた情報を確認行為のためにのみ利用できると考え
られます。

全体 「外国にある第三者への提供編」では【事例 1】【事例 2】というような書きぶりの箇所が散見されます。
しかし、何の事例なのかが書かれていないため誤解を生じる可能性のある不親切な書きぶりとなってしまっています。

24000006
90000000
54

一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P15 2-2　外国
にある第三
者

外国にある
第三者

2-2　外国にある第三者について下記の記述があります。
「（※2）「個人情報取扱事業者」（法第 2 条第 5 項）とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関、
地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）で定める独立行政法人等
及び地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）で定める地方独立行政法人を除いた者をいう。」
法第 2 条（第 5 項）と「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」との関係について丁寧な説明を望みます。

24000006
90000000
55

本意見募集は本ガイドラインの改正案の内容 に関するものですので、御意見は、本
意見募集の対象外と考えます。

外国にある第三者への提供編

4 / 7 ページ



PPCGL意見及び回答‗CPDC‗2021年8月

ガイドライン名 ページ 記号 テーマ 意見 受付番号 個人情報保護委員会回答

P17 4-1 適切か
つ合理的な
方法（規則
第 11 条の
2 第 1 号
関係

相当措置 個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準のうち「4-1 適切かつ合理的な方法
（規則第 11 条の 2 第 1 号関係)」として下記の記述があります。
「事例 1）外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合　提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等」
「事例 2）同一の企業グループ内で個人データを移転する場合　提供元及び提供先に共通して適用される内規、プライバシーポリシー等」

事業者としては、GDPRのSCCのように「標準的な契約書ひな形等」を提示して欲しいと願います。

24000006
90000000
56

施行規則第11 条の２第１号の基準を満たすためには、個人情報取扱事業者と
個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人デー
タの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第 ４ 章第 １ 節の規定の
趣旨に沿った措置の実施が確保されていることが必要であるところ、「適切かつ合理
的な方法」として は、契約や内規等の様々な方法が考えられる上、 具体的に規定
すべき内容 についても 、提供元と提供先 が委託関係にあるか、共同利用の関係に
あるか等 を含め、 個別の事案に応じて変わり得る と考えられます 。そのため、各事
業者において、個別の事案ごとに、当該事案に沿った「適切かつ合理的な方法」を
検討いただくのが基本であると考えます。

P24 4-2-1 利
用目的の特
定（法第
15 条の趣
旨に沿った
措置）

個人情報の
利用目的の
特定

【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 に具体的に利用目的を特定している事例】について下記の記述が加わりま
した。
「事例1）「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、 趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたしま
す。」
一方、事例の前の説明文としては下記の記述となっています。
「 本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合 は、この趣旨に
沿ってできる限り利用目的を特定したことには ならない。 」
事例に示された「広告のために利用いたします。」では、どのような手法による広告なのか（DMが送付されてくるのか、個人携帯にPOPinfo
で送信されてくるのか、街を歩いていると自分向けの商品の写真が描かれたアドバルーンがあがっているというのか）が書かれておらず、利用目
的から合理的に予測・想定できない悪い事例になってしまっています。

24000006
90000000
57

本ガイドライン（外国にある第三者への提供編）案４－２－１の【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に具体的に利用目的を特定してい
る事例】でお示しした利用目的について、本人は自らの個人情報がどのように取り扱
われることとなるか、当該利用目的から一般的かつ合理的に予測・想定できると考え
られるため、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P24 4-2-1 利
用目的の特
定（法第
15 条の趣
旨に沿った
措置）

個人情報の
利用目的の
特定

【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 に具体的に利用目的を特定している事例】について下記の記述が加わりま
した。
「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。」
一方、事例の前の説明文としては下記の記述となっています。
「本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合 は、この趣旨に沿っ
てできる限り利用目的を特定したことには ならない。 」
事例に示された「行動履歴等の情報を分析し、結果をスコア化した」では、「行動履歴の取得」が本人に通知または公表された個人情報の
利用目的の範囲であるのか、法第17条違反となっていない取得と言えるのか、さらに職業安定法など他の法令違反となる行為となっていな
いのかが怪しい状態であり、到底勧められないような悪い事例になってしまっています。
事業者の誤解を生じさせないことが本ガイドラインの目的である以上、書くのであれば、もっと問題の無い事例を載せるべきではないでしょう
か。

24000006
90000000
58

本ガイドライン（外国にある第三者への提供編）案４－２－１ では、事業者の理
解を助けることを目的として事例を記載しており 、一般的に現状の案で御理解いた
だけるものと考えます。

P25 4-2-3 不
適正な利用
の禁止（法
第 16 条の
2 の趣旨に
沿った措
置）

 不適正利
用の禁止

違法又は不当な行為（※1）の解説として下記の記述が加わりました。
「（※1）「違法又は不当な行為」とは、法（個人情報の保護に関する 法律）その他の法令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえな
いものの、法（個人情報の保護に関する法律）その他の法令 の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない
行為をいう。」
この中に、「優越的な地位を乱用する目的での利用」は含まれるのか否かの丁寧な解説を望みます。

24000006
90000000
59

改正後の法第 16 条の２ の 趣旨に沿った措置における 「違法又は不当な行為」
に該当するか否かは、個別の事案ごとに判断されますが、優越的な地位を濫用する
目的での行為が、法令違反を構成する行為、又は法令の制度趣旨若しくは公序良
俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為に該当する場合には、「違法
又は不当な行為」に該当します。

P28 4-2-6 デー
タ内容の正
確性の確保
等（法第
19 条の趣
旨に沿った
措置）

 データ内容
の正確性の
確保等

「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」の説明文として下記の記述があります。
「なお、法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りではない。」
一方で、4-2-1　利用目的の特定（法第 15 条第 1 項関係）には下記の記述があります。
「（※1）「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個 人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用 され
るかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確 にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測
を可能とすることである。」
「法定保存期間に沿った個人情報の保管」については、 法第 16 条第 3 項(1）によって認められている範囲での「利用目的による制限
の例外」となっているのか、 法第 18 条第 4 項(4)によって「利用目的の通知等をしなくてよい場合」となっているのかを丁寧に説明いただけ
ることを望みます。

24000006
90000000
61

本意見募集は本ガイドライン案の内容に関するものですので、御意見は、本意見募
集の対象外と考えます。

P16  4個人情報
取扱事業者
が講ずべき
措置に相当
する措置を
継続的に講
ずるために必
要な体制の
基準

適切かつ合
理的な方法

4-1 適切かつ合理的な方法（規則第 11 条の 2 第 1 号関係）の個人データの提供先である外国にある第三者が、我が国の個人情
報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずることを担保することができる方法として下記の事例の記述
があります。
「事例 1）外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合　　　提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等」
一般の事業者が「外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合」として発生するケースが多いのは、「クラウドサービスの利用」で
す。
この場合、通則編3-4-4に「個人データの取扱いの委託」の説明文として下記の記述があります。
「（※1）「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
せることをいう。具体的には、個人データの入力（本人からの取得を含む。）、編集、分析、出力等の処理を行うことを委託すること等が想
定される。」
事業者が判断に迷うものとして「クラウドサービスの利用」については説明が不足しています。
クラウドサービスの利用において個人データの取扱いを行わせていると言える場合、言えない場合について丁寧に説明いただけることを望みま
す。

24000006
90000000
62

クラウドサービスには多種多様な形態があり、契約内容等によって も 異なり得るた
め、一律にお答えすることは困難であると考えます。
一般論として、外国の事業者が運営するクラウドサービスを利用する場合であっても、
当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合に
は、外国にある第三者への提供（法第 24 条）に該当しません（Ｑ＆Ａ５－
33 、９－５、９－６参照）。この点は、改正後の法第 24 条第１項においても
同様です。
外国のクラウドサービス提供事業者が、個人データを取り扱わないこととなっている場
合とは、契約条項によって当該事業者がサーバに保存された個人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等が考えら れます。

P16  4個人情報
取扱事業者
が講ずべき
措置に相当
する措置を
継続的に講
ずるために必
要な体制の
基準

適切かつ合
理的な方法

4-1 適切かつ合理的な方法（規則第 11 条の 2 第 1 号関係）の個人データの提供先である外国にある第三者が、我が国の個人情
報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずることを担保することができる方法として下記の事例の記述
があります。
「事例 1）外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合　　　提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等」
しかし、「提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等」が１回だけあったという状態では、これまで個人情報保護委員会は、「継続的に
講ずることを担保することができる」と判断してきていません。
「継続的」についての解釈を詳しく示すべきだと考えます。

24000006
90000000
63

施行規則第11 条の２は、改正後の法第24 条第１項における「個人データの取
扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措
置に相当する措置（第３項において「相当措置」という。）を継続的に講ずるために
必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準 」を定めるものです。 か
かる基準は、 外国にある第三 者 によ り個人データが取り扱われる 場合においても
、我が国の個人情報取扱事業者により 個人データが 取り扱われる 場合 に 相当
する程度の本人の権利利益の保護 が確保されることを目的とするものであることか
ら、ここでいう「継続的」とは、提供先の外国にある第三者によ る 個人データの取扱
いの開始時から終了時までを意味します。

P48 4-2-18 開
示等の請求
等に応じる
手続（法第
32 条の趣
旨に沿った
措
置）

相当措置 4-2　法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置（規則第 11 条の 2 第 1 号関係）において下記の記述があります。
「法第 24 条第1項の「この節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置」に該当するものとして規
則第 11 条の 2 第 1 号に「法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置」と規定されている。」
この4-2の中で、下記の記述があります。
「（※ 2 ）・・・第三者提供時の確認・記録義務（法第 25 条 及び第 26 条）・・・並びに第三者提供記録の開示（法第 28 条第
5 項）及びそれに関連するその他の手続等（法第 27 条及び第 31 条から第 33 条までのうち、第三者提供記録の開示に関連する
手続等）については、ここでいう「法第 4 章第 1 節の規定の趣 旨に沿った措置」として外国にある第三者等が講ずべき措置に は含まれ
ない。
一方で、4-2-18   開示等の請求等に応じる手続（法第 32 条の趣旨に沿った措置）には下記の記述があります。
「【事例 1】日本にある個人情報取扱事業者が、外国にある事業者に顧客データの入力業務を委託する場合
提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当する場合には、委託契約により、日本における個人情報取扱事
業者が開示等の請求等に応じる手続を履行することについて明確にする。
なお、提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果として「措置」としての対応は不要で
ある。」
そもそも、日本にある個人情報取扱事業者が、外国にある事業者に個人データを提供する場合において、外国にある事業者は「第三者提
供記録の開示」は相当措置には含まれず、しかしながら「外国にある事業者にとって保有個人データに該当する場合」には「第三者提供記
録の開示」を除いた保有個人データの開示は相当措置に含まれるということでしょうか。
分かりやすい解説を求めます。

24000006
90000000
70

御理解のとおりです。
第三者提供時の確認・記録義務については、「法第４章第１節の規定の趣旨に
沿った措置」として「措置」を講ずることを要しないこととしているため、第三者提供記
録の開示及びこれに関連する手続等についても、「措置」を講ずることを要しないこと
としています（本ガイドラ イン（外国にある第三者への提供編）案４－ 1 4 参
照）。
他方、保有個人データの開示については、法第 28 条の趣旨に沿った措置を講ずる
ことが認められますので、委託によって外国にある事業者が個人データの提供を受け
た場合に、当該個人データが委託先である外国にある事業者にとって「保有個人
データ」に該当する場合には、法第 28 条の趣旨に沿った措置として、保有個人デー
タの開示に係る措置を講ずることが求められます。

P52 5 同意取得
時の情報提
供

移転にあたっ
ての本人同
意

個人情報取扱事業者は、法第 24 条第 1 項の規定により外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を取得しよ
うとする場合には、規則第 11 条の 3 第 2 項から第 4 項までの規定により求められる情報を本人に提供しなければならない（法第 24
条第 2 項）とされています。

委託先（国内企業）の再委託先が外国事業者であった場合、委託元が本人に対して情報提供をする義務があるかどうかについて解説い
ただけることを望みます。

24000006
90000000
64

個別の事案ごとに判断されますが、 例えば、委託元が国内の事業者である委託先
に対して 法第 23 条第５項第１号に基づき 個人データの取扱いを委託し、当該
委託先が 委託に 伴って取得した 当該 個人データを、 外国にある事業者に対して
再委託 に伴って 再提供 した場合には、改正後の法第 24 条第１項及び第２項
の義務 は、原則として 当該 委託先に課されると考えられ ます。 ただし、この場合で
も、委託元は当該委託先に対する監督義務を負うため（法第 22 条）、当該委
託先が再委託先に対して適法に個人データの提供を行っているか等を含め、当該委
託先による個人データの取扱いについて、適切に把握し監督する必要があります。
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ガイドライン名 ページ 記号 テーマ 意見 受付番号 個人情報保護委員会回答

P66 6 相当措置 相当措置 6 個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備している者に個人データを提供した場
合に講ずべき措置等として、「本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。」とされています。

委託先（国内企業）の再委託先が外国事業者であった場合、委託元が本人に対して情報提供をする義務があるかどうかについて解説い
ただけることを望みます。

24000006
90000000
65

個別の事案ごとに判断されますが、 委託元が国内にある事業者である委託先に対
して 法第 23 条第５項第１号に基づき個人データの取扱いを委託し、 当該委託
先が 委託に 伴って取得した 当該 個人データを、 外国にある事業者に対して再委
託に伴って再提供 した場合において 、委託先である国内にある事業者と再委託先
である外国にある事業者との間の契約等により、施行規則第 11 条の２第１号の
基準を満たすための「法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置」の実施が確保
されている場合には、 改正後の法第 24 条第 ３ 項の義務 は、 原則として委託
先に課されると考えられます。
この場合、委託元は本人から 改正後の法第 24 条第３項に基づく情報提供の 求
めを受けた場合でも、これに応じる義務はありませんが、委託先との関係に鑑み、委
託先に通知して対応を促すなど、必要な協力を行うことが望ましいと考えられます 。
なお、委託元は委託先に対する監督義務を負うため（法第 22 条）、委託先が
再委託先に対して必要かつ適切な監督を行っているか等について、適切に把握し監
督する必要があります。

全体 個人関連情
報の提供

個人関連事業者が、外国にある第三者に対して個人関連情報を提供する場合の措置については、
通則編「3-7　個人関連情報の第三者提供の制限等」の中で、下記の記述があります。
「法第 26 条の 2 第 1 項第 1 号に基づき本人の同意が得られ ていることを確認するに当たって、当該同意が得られていることに加え、
当該同意を得ようとする時点において次の （ 1 ）から （ 3 ）までの情報が当 該本人に提供されていることを確認しなければならない。
情報提供の方法及び提供すべき情報の内容の考え方等については、外国第三者提供ガイドライン「5-1（情報提供の方法）」及び「5-2
（提供すべ き情報）」を参照のこと。
(1) 当該外国の名称（規則第 11 条の 3 第 2 項第 1 号関係）
(2) 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の 保護に関する制度に関する情報（規則第 11 条の 3 第 2
項第 2 号関 係）
(3) 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報（規 則第 11 条の 3 第 2 項第 3 号関係）」

通則編では、「情報提供の方法及び提供すべき情報の内容の考え方等については、外国第三者提供ガイドラインを参照」とありますが、外
国第三者提供編には「個人関連情報を外国第三者に提供する場合」についての通則編へのリンクがありません。
改善を求めます。

24000006
90000000
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御指摘の改正後の法第 26 条の２第１項第２号の規定による情報提供の方法
及び提供すべき情報については、 改正後 の施行規則第 11 条の３ 第 １項及び
第２項 に規定がなされているところ、 かかる規定については、本ガイドライン 外国に
ある第三者への提供編） 案５－１及び ５－２において解説 しています。
そこで、本ガイドライン 通則編）案においては、 御指摘の改正後の法第 26 条の
２第１項第２号の 規定 による情報提供の方法及び提供すべき情報について、
本ガイドライン 外国にある 第三者への提供編） 案５－１及び ５－２ を 参照
する形とし ています。

P7 2-2-1-1
「提供者」の
考え方

解釈により
確認・記録
義務が適用
されない第
三者提供

（2）本人に代わって提供として下記の記述があります。
「個人情報取扱事業者が本人からの委託等に基づき当該本人の個人データを第三者提供する場合は、当該個人情報取扱事業者は
「本人に代わって」個人データの提供をしているものである。・・・
個人情報取扱事業者が本人からの委託等に基づいて個人データを提供しているものと評価し得るか否かは、主に、委託等の内容、提供の
客体である個人データの内容、提供するとき及び提供先の個人情報取扱事業者等の要素を総合的に考慮して、本人が当該提供を具体
的に特定できているか否かの観点から判断することになる。」
その上で、【本人に代わって個人データを提供している事例】が事例１から８まで示されています。
この事例１から８までにおいて、各々の「本人からの委託等に基づいて個人データを提供しているものと評価し得るポイント」が不明瞭です。
事例の多くは、「本人に代わって個人データを提供している事例」ではなく「本人の同意を得て個人データを提供してる事例」となってしまって
います。
ここは、「本人の同意を得て個人データを提供してる事例」ではなく、「委託等の内容、提供の客体である個人データの内容、提供するとき及
び提供先の個人情報取扱事業者等の要素を総合的に考慮して、本人が当該提供を具体的に特定できていることによって、本人に代わっ
て個人データを提供している事例となるもの」を載せていただけるよう望みます。

24000006
90000000
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本ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）案２－２－１－１（２）
では、個人情報取扱事業者が本人からの委託等に基づき当該本人の個人データを
提供する事例をお示ししているため、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考
えます。

P10  2-2-2受領
者に確認・
記録義務が
適用されな
い場合

確認・記録
義務

（2）受領者にとって「個人情報」に該当しない場合について下記の記述があります。
「次の事例のように、提供者にとって個人データに該当する場合であっても、受領者にとっては「個人情報」に該当しない（当然に個人データ
にも該当しない。）情報を受領した場合は、法第 26 条の確認・記録義務は適用されない。」
そして、【受領者にとって個人情報に該当しない事例】が記述されていますが、
事例 1）提供者が氏名を削除するなどして個人を特定できないようにしたデータの提供を受けた場合
という記述は誤解を生む記述になってしまっています。

「提供者が氏名を削除するなどして個人を特定できないようにしたデータ」であっても、受領者が他の情報と容易に照合することができ、それに
より特定の個人を識別できる状態が多く生まれています。
提供者が顧客の氏名を削除し、電話番号をハッシュ化して提供した場合であっても、提供先において同じハッシュ計算式を持っていて、自社
の顧客の電話番号をハッシュ化することで、同一のものを名寄せする場合などは容易に想定できるため、この事例の内容は誤解を生じやすく
不適切です。

24000006
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本ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）案２－２－２－１（２）
では、【受領者にとって個人情報に該当しない事例】として、事例１をお示ししている
め、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P6 【外国にある
第三者に個
人データを
提供する場
合の記録義
務の適用】

外国にある
第三者への
提供

【外国にある第三者に個人データを提供する場合の記録義務の適用】について記述がありますが、記録義務の適用の有無についてしか触れ
られておらず、記録義務が適用される場合の記録の作成方法、記録事項などについては、国内の第三者に個人データを提供する場合と同

 様に、「4 記録義務」に従うこととなるということで、4-2記録事項の中の「本人の同意」については、国内の第三者に個人データを提供する
場合とはその内容が違うことに触れられておらず、なおそれでも「国内の第三者に個人データを提供する場合と同様」で足りるのか否かの解説
を求めます。

24000006
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外国にある第三者に対する個人データの提供について、 記録義務が適用される場
合の記録の作成方法、記録事項など について は、 国内の第三者に個人データを
提供する場合と同様に、 本ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）案
４に従うこととなります。 記録事項について、 個人情報取扱事業者は、 本人の同
意に基づき個人データの第三者提供を行う場合 には、施行規則第 13 条第１項
第２号の定める事項を記録する必要があります。

第三者提供
記録の開示

 通則編の「1目的及び適用対象」では、下記の解説が記述されています。

なお、法の規定のうち、・・・第 25 条（第三者提供に係る記録の作成等）及び第 26 条（第三者提供を受ける際の確認等）・・・に関
する内容については、各々について分かりやすく一体的に示す観点から、別途「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三
者提供時の確認・記録義務編）」・・・においてそれぞれ定めている。

それであるにも関わらず、（第三者提供時の確認・記録義務編）において、通則編　「3-8-3 第三者提供記録の開示（法第 28 条第
5 項、第 1 項～第 3 項関係）」へのリンクが記述されていません。
そのため、（第三者提供時の確認・記録義務編）で説明されている「第三者提供記録」となるものと、その開示との関係が分かりにくいもの
になってしまっています。改善を求めます。

24000006
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本ガイドライン（通則編）案の３－８－３－１において、第三者提供記録とは、
法第25 条第１項及び第26 条第３項の記録のうち、政令で定めるものを除いたも
のをいうと記載しているため、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

第三者提供
記録の開示

外国にある第三者への提供編の「4-2　法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置（規則第 11 条の 2 第 1 号関係）」において下
記の記述があります。
「法第 24 条第1項の「この節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置」に該当するものとして規
則第 11 条の 2 第 1 号に「法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置」と規定されている。」
この4-2の中で、下記の記述があります。
「（※ 2 ）・・・第三者提供時の確認・記録義務（法第 25 条 及び第 26 条）・・・並びに第三者提供記録の開示（法第 28 条第
5 項）及びそれに関連するその他の手続等（法第 27 条及び第 31 条から第 33 条までのうち、第三者提供記録の開示に関連する
手続等）については、ここでいう「法第 4 章第 1 節の規定の趣 旨に沿った措置」として外国にある第三者等が講ずべき措置に は含まれ
ない。
一方で、外国にある第三者への提供編の4-2-18   開示等の請求等に応じる手続（法第 32 条の趣旨に沿った措置）には下記の記述
があります。
「【事例 1】日本にある個人情報取扱事業者が、外国にある事業者に顧客データの入力業務を委託する場合
提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当する場合には、委託契約により、日本における個人情報取扱事
業者が開示等の請求等に応じる手続を履行することについて明確にする。
なお、提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果として「措置」としての対応は不要で
ある。」
そもそも、日本にある個人情報取扱事業者が、外国にある事業者に個人データを提供する場合において、外国にある事業者は「第三者提
供記録の開示」は相当措置には含まれないという事であれば、日本にある個人情報取扱事業者が負う「第三者提供記録の開示」について
は「第三者提供時の確認・記録義務編」の中で詳しく解説をしていただけることを求めます。

24000006
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第三者提供記録の開示については、本ガイドライン（通則編）案３－８－３に記
載しているため、一般的に現状の案で御理解いただけるものと考えます。

P16 2-1-1 仮
名加工情報
（法第 2
条第 9 項
関係）

定義 「仮名加工情報」は、「個人情報を、その区分に応じて次に掲げる措 置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することがで
き ないように加工して得られる個人に関する情報をいう。」と定義されています。
その中で「2-2-2-1 仮名加工情報の適正な加工（法第 35 条の 2 第 1 項関係）」が記述され「2-2-2-1-1 特定の個人を識別する
ことができる記述等の削除」の事例も記述されています。
しかし、「118歳」は削除の対象となるか否かが不明です。
（118歳は、世界最高齢者としてギネス世界記録に認定された日本人です。）
このようなものを情報単体又は複数の情報を組み合わせて保存されているものから社会通念上 そのように判断できるものをいい、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の間に同一性を認めるに至ることができる かどうかの判断ではいずれになるかを
事例として示していただけると事業者にとって分かりやすいものになります。
解説を求めます。

24000006
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個別の事案については回答しかねますが、一般論として、 「特定の個人を識別するこ
とができる」記述等に該当するか否かは、社会通念上、 当該記述等それ自体によ
り、又は他の記述等との組み合わせにより、 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当該記述等を含む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 により、個別に判断されます。年齢についても、それ自体により、 又は
他の記述等との組み合わせにより、 社会通念上、 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当該記述等を含む情報との間に同一性を認めるに
至ることができる場合には、「特定の個人を識別することができる」記述等に該当しま
す。

第三者提供時の確認・記録義務編

仮名加工情報・匿名加工情報編

6 / 7 ページ



PPCGL意見及び回答‗CPDC‗2021年8月

ガイドライン名 ページ 記号 テーマ 意見 受付番号 個人情報保護委員会回答

P16 2-2-2-1
仮名加工情
報の適正な
加工（法第
35 条の 2
第 1 項関
係）

※1内に「いわゆる散在情報」と解説されていますが、民間の個人情報取扱事業者には散在情報という考え方はないため、丁寧に解説をし
ていただきますようお願いいたします。

24000006
90000000
77

御指摘の（※１）に記載のとおり、「散在情報」とは、仮名加工情報データベース
等を構成しない仮名加工情報を指して います。

P21 2-2-2-1-3
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 の
ある記述等
の削除

2-2-2-1-3 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のある記述等の削除の中では、詐欺に利用されやすい情報の具体例、
銀行口座情報の取扱い等について、丁寧に解説していただききますようお願いいたします。（通則編の報告義務対象も同様）

24000006
90000000
78

改正後の施行規則第 18 条の７第３号における「財産的被害が生じるおそれ」の
有無は、個人情報に含まれる記述等が不正に利用されることにより財産的被害が生
じる蓋然性を考慮して判断されるため、例えば、ある記述等について不正に利用され
ることにより財産的被害が生じる可能性が理論上は否定できない場合であっても、そ
の可能性が相当程度低いものである場合には、改正後の施行規則第 18 条の７
第３号に基づく加工は求められません。
なお、 個別の事案ごとに判断されますが、 口座番号のみが漏えいしたとしても、それ
自体が不正に利用されることにより直ちに 財産的被害が生じるおそれがあるとはいえ
ないと考えられますので、 口座番号それ自体については、 改正後の施行規則第
18 条の７第３号における「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」には該当しないと考えられます。もっとも、口座番号についても、その部
分を何らかの分析等に利用する必要性がないのであれば、削除又は置換することが
望ましいと考えます。

P32 2-2-3-3
第三者提供
の禁止等
（法第 35
条の 2 第
6 項関係）

（ 1）委託（法第 35 条の 2 第 6 項、第 23 条第 5 項第 1 号関係）
仮名加工情報であることを伝えたとしても、委託先が自動的に法を遵守できるかわからないわげですから、本件は、個人データである仮名加
工情報の取扱いの委託に該当するため、個人データの委託に関する義務に上乗せして、仮名加工情報の取扱いに従った取り扱いを行わせ
ることが重要である趣旨を明確にしていただきたい。

24000006
90000000
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仮名加工情報である個人データの 取扱い の委託を行う場合 において、委託元が
委託先に対し、提供するデータが仮名加工情報である旨を明示しない場合、委託
先は取り扱うデータが仮名加工情報である旨を認識できない可能性があります。そこ
で、御指摘の箇所においては、委託元は、委託先に対する監督義務、及び 仮名加
工情報である個人データの安全管理措置を講ずる義務 （法第 20条）の履行の
観点から、委託先が提供を受けた仮名加工情報を取り扱うに当たり、 改正後の法
第 35条の２又は 法 第 35 条の３に違反する事態が生じることのないよう、委託
に対して、提供する情報が仮名加工情報である旨を明示しなければならないことを記
載しています 。委託先は、 委託されたデータの取扱いについて、仮名加工情報の取
扱いに係る 規律 を 遵守する必要がありますが、 委託元においても、委託先におい
て当該規律を 遵守した安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行う必要が
あります （法第 22 条） 。

P32 2-2-3-3
第三者提供
の禁止等
（法第 35
条の 2 第
6 項関係）

共同利用 (3）共同利用（法第 35 条の 2 第 6 項、第 23 条第 5 項第 3 号関係） において下記の記述があります。
（※ 3）事業者が共同利用を実施する場合には、共同利用者におけ る責任等を明確にし円滑に実施する観点から、上記①から⑤ まで
の情報のほか、例えば、次の（ア）から（カ）までの事 項についても、あらかじめ取り決めておくことが望ましい。
さらに（ウ）において下記の記述があります。
「共同利用する仮名加工情報である個人データの取扱い に関する事項 ・仮名加工情報である個人データの漏えい等防止に関す る事項
・目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止 ・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する 事項 」
しかしながら、仮名加工情報の共同利用において、最も注意しなければならないのは「共同利用者の中での再識別行為」ですが、これについ
ては記述されていないことに強い違和感を感じます。

24000006
90000000
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御指摘の（※３）は、 事業者が共同利用を実施する場合に共同利用者における
責任等を明確にし円滑に実施する観点から、 実務上取り決めておくことが望ましい
事項 を記載したものです。共同利用により仮名加工情報を取り扱う場合において
も、識別禁止義務 により 、共同利用者における識別行為が禁止されます（ 改正
後の 法第 35条の２第７項、法第 35 条の３第３項により読み替えて準用され
る法第 35 条の２第７項）。識別禁止義務については、 本ガイドライン（仮名加
工情報・匿名加工情報編）案 ２－２－３－４及び２－２－４－２に記載 し
ております 。
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