
1

は し が き

個人情報保護法が、制定から十数年を経た平成２７年に、大幅に改正されま

した。その背景には、ICT（情報通信技術）の飛躍的な進歩がもたらした環

境の激変が存在しています。この改正では、民間事業者の監督機関を新設の

個人情報保護委員会に一元化したうえ、個人識別符号、要配慮個人情報、匿

名加工情報、第三者提供のトレーサビリティに関する規定が新設されるなど、

改正点は多岐にわたっています。さらに平成２８年にも一部改正されています。

これらの改正を受けて平成２８年に同法施行令、同法施行規則、政府の基本

方針も整備され、その後も複数のガイドライン等が告示されました。

この改正との調和を図るため、平成２８年には国の行政機関を対象とする行

政機関個人情報保護法、および、独立行政法人等を対象とする独立行政法人

個人情報保護法も大幅改正され、そられに対応するため、施行令、施行規則、

および、非識別加工情報提供規則も平成２９年に整備されています。

これらの改正の全面施行日は平成２９年５月３０日です。これを踏まえ、改正

部分だけでなく、新たな個人情報保護法制の全体像を理解していただけるよ

う、本書を刊行する運びとなりました。少しでも本書が読者の皆さまのお役

に立てば幸いです。

刊行に際しては、強力な執筆陣にお願いするとともに、執筆者でもある森

亮二弁護士・南石知哉弁護士を中心に大きなサポートを得ました。

民事法研究会の担当編集者、都郷博英氏には長期間にわたって粘り強く助

力いただきました。他にもお世話になった関連省庁の担当者の皆さまと、執

筆者の先生方に、この場をお借りして深く感謝いたします。

平成２９年６月

執筆者を代表して

弁護士 岡村 久道

はしがき
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Ｑ２ 個人情報保護法の平成２７年改正

個人情報保護法が平成２７年に大幅に改正されたと聞きました。どのような

改正内容なのでしょうか。

１ 平成２７年改正の概要

個人情報保護法は平成１５年５月に制定されましたが、それから十余年の歳

月を経て、その間に個人情報を取り巻く状況について大規模な変化が生じて

います。

というのも、制定当時にはみられなかったICT（情報通信技術）の飛躍的な

進歩によって、現在では、膨大なデータがネット経由でやりとりされるよう

になっており、それによって新たな産業が生まれて発展し、ユーザーの利便

性も増しています。その一方、プライバシーへの新たな脅威を懸念する声も

強まっています。漏えい事故などを招くサイバー攻撃も、悪質化・巧妙化の

一途をたどっています。

さらに、企業活動がグローバル化する中で、ICTの普及によって越境デー

タ移転も日常化しており、制度の国際的調和を図る必要性も生じています。

こうした多様な状況の変化に対応するため、個人情報保護法は平成２７年に

大幅に改正されました。

内閣官房が改正法案の国会提出時に公表した「概要」によれば、「個人情報

の保護と有用性の確保に関する制度改正」として位置づけられたうえ、改正

の骨子は、①個人情報の定義の明確化、②適切な規律の下で個人情報等の有

用性を確保、③個人情報の保護を強化、④個人情報保護委員会の新設および

解説

第１章 総 論
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その権限、⑤個人情報の取扱いのグローバル化、並びに、⑥その他改正事項

について、それぞれ規定を整備しようとするものとされています。

以下、それぞれの要点について説明します。

２ 個人情報の定義の明確化

個人情報の定義の明確化を図るため、その定義規定である２条１項が改正

されました。これによって個人情報として新たに個人識別符号が明記されま

した。それに伴って個人識別符号についても定義規定が新設されました（同

条２項）。ICTの飛躍的な進歩に伴い、何が個人情報に該当するのか、グレー

ゾーンが拡大していることに対処しようとするものです。詳細はＱ１５で解説

します。

この改正によって、要配慮個人情報（いわゆる機微情報）に関する規定も新

設されました。その取得には原則として本人同意の取得を要するものとする

とともに（法１７条２項）、後述のオプトアウト方式による第三者提供の対象か

ら要配慮個人情報を除外するというものです。EU（欧州連合）等との制度の

国際的調和を図るための改正です。それに伴って要配慮個人情報の定義規定

も新設されています（法２条３項）。詳細はＱ２１以下で解説します。

３ 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定が整備されました。匿名

加工情報についての定義規定（法２条９項）、匿名加工情報取扱事業者につい

ての定義規定（同条１０項）が新設される一方、個人情報取扱事業者が匿名加

工情報の作成等を行う際の義務に関する規定（法３６条）、他人が作成した匿名

加工情報を匿名加工情報取扱事業者が取り扱う際の義務に関する規定（法３７

条～３９条）が新たに定められました。詳細はＱ４１以下で解説します。

次に、認定個人情報保護団体における個人情報保護指針の作成や届出、公

表等の規定が整備されました。詳細はＱ４６で解説します。

Ｑ２ 個人情報保護法の平成２７年改正
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４ 個人情報の保護強化

第三者提供にかかる確認および記録の作成義務が新設されました（法２５条、

２６条）。これは不正漏えいした個人データが名簿業者を介して売買されると

いう事件が発生したことから、トレーサビリティの確保を図ることを目的と

するものです。詳細はＱ３４で解説します。

あわせて、不正な利益を図る目的による個人情報データベース等不正提供

罪も新設されています（法８３条）。詳細はＱ５８で解説します。

５ 個人情報保護委員会の新設およびその権限

従来、この法律に基づく事業者に対する監督機関として採用されてきた主

務大臣制を改め、一元的な独立第三者機関「個人情報保護委員会」が新設さ

れました。日本版プライバシーコミッショナーというべきものです。番号法

（マイナンバー法）に定められていた特定個人情報保護委員会を改組・拡大する

形で平成２８年１月１日に発足しました。平成２９年５月３０日に、主務大臣制か

ら完全移行します。その際、従来の主務大臣制が有する長所を活かして事業

所管大臣への権限委任も認められています。詳細はＱ４５で解説します。

６ 個人情報の取扱いのグローバル化

この法律のうち、一定の規定は、国内にある者に対する物品またはサービ

ス提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業

者が、外国で当該個人情報または当該個人情報を用いて作成した匿名加工情

報を取り扱う場合にも、新たに適用されることになりました（法７５条）。これ

を域外適用といいます。詳細はＱ４７で解説します。

次に、外国にある第三者への個人データの提供に関する規定も新設されま

した（法２４条）。詳細はＱ３３で解説します。

さらに、外国執行当局との執行協力の規定も新設されました（法７８条）。詳

第１章 総 論
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細はＱ４９で解説します。

これらの改正は、越境データ移転に対処することを目的とするものです。

７ その他の改正事項

以上の他にも改正事項があります。

まず、法１条について、改正前は単に「個人情報の有用性」という文言だ

けでしたが、この改正によって、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな

産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもの

であることその他の個人情報の有用性」という文言へと変更されました。改

正理由として、「有用性」の意味をわかりやすくするため新たに例示したとし

ていますので、改正前と意味は変わりません。

次に、オプトアウト方式による第三者提供規定に関する改正です。今回の

改正前から、本人の提供停止の求めに応じることを条件に、本人の同意なく

個人データを第三者提供することが認められてきました（法２３条２項）。この

オプトアウト方式によるためには事業者が所定の事項を公表等することが要

件ですが、どの事業者が、この方式による第三者提供を行っているのか、本

人にとって必ずしも明らかといえません。そこで、この方式によろうとする

事業者について、本人の求めを受け付ける方法が、自らの公表事項として新

たに付け加えられるとともに、個人情報保護委員会に届出をしておき、それ

を同委員会が公表するという制度が新設されました（同条２項～４項）。個人

情報の保護強化の一環ということもできます。詳細はＱ３２で解説します。

第３に、本人同意を得ることなく利用目的の事後的変更が可能な範囲が、

改正前の「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる

範囲」から、改正によって「相当の」という文言が削除され、「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」へと変更されました。前

記範囲を拡大するための改正です。有用性の確保の一環ということもできま

す。詳細はＱ１７で解説します。

Ｑ２ 個人情報保護法の平成２７年改正
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さらに、取り扱う個人データが５０００人分以下の小規模取扱事業者は、従来

は個人情報取扱事業者から除外され、この法律が定める義務を負わないもの

とされてきました。今回の改正によって、この除外規定が削除され、こうし

た小規模取扱事業者も個人情報取扱事業者として義務を負うことになりまし

た。保護強化の一環ということも可能です。詳細はＱ１０で解説します。

８ 施行期日

改正法の全面施行日は、平成２９年５月３０日です。ただし、個人情報保護委

員会の発足は平成２８年１月１日であることは前述しました。また、オプトア

ウト方式による第三者提供規定に関する届出等については、準備期間を考慮

して、全面施行日以前の平成２９年３月１日から施行されています。

９ 施行令等

それに伴い、改正施行令および新設の規則が、それぞれ平成２８年１０月５日

に公布されました。法７条に基づく政府の基本方針の一部変更も、同月２８日

に閣議決定されています。

これらを踏まえた個人情報保護委員会の各種のガイドラインも、同年１１月

３０日に公表されました。「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）も公表されています。

さらに金融関連分野等における個人情報保護に関する複数のガイドライン

が、所管の省庁と個人情報保護委員会により共同告示されています。

以上の政令等は、前述の全面施行日から施行されます。

（岡村久道）

第１章 総 論
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