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　令和２（2020）年６月５日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改

正する法律」が国会において可決・成立し、同月12日に同年法律第44号とし

て公布された。また、翌３（2021）年５月12日には、「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」が国会で可決・成立し、同月19

日に同年法律第37号として公布されている。これら一連の立法が平成27

（2015）年以来の個人情報保護法の改正となった。

　平成27（2015）年の改正後も、米 Facebook による個人データの不正利

用、リクナビ事件や、破産者マップ事件など、個人情報保護委員会が当該事

業者に指導を行う事例が続いた。また、深刻な漏えい事案においては、コン

ピュータウイルスとネットへの不正アクセスが主な原因となりつつある。他

方、海外に目を転じれば、EU一般データ保護規則（GDPR）やカリフォル

ニア州消費者プライバシー法（CCPA）の施行といったプライバシー保護に

関する国際的な動きが顕著である。

　このように、個人情報やプライバシー保護に対する意識の高まり、技術革

新を踏まえた保護と利用の均衡、個人情報が多様に利活用される時代の事業

者責任のあり方、さらには越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対

応など、令和の時代に個人情報保護をめぐって解決すべき課題は多い。

　今般の改正法では、個人データに関する個人の権利のあり方として、オプ

トアウトによる第三者提供の一部制限、本人からの開示請求等の範囲拡大、

事業者の守るべき責務のあり方では、個人情報の不適正な利用禁止、漏えい

報告・通知の義務化、データ利活用に関する施策のあり方について、仮名加

工情報の導入、また、ペナルティのあり方では、罰金刑の強化が図られてい

る。

　本書では、第７版を全面改訂して、改正個人情報保護法の内容を説明し、

その企業活動への影響や具体的な対応策についても詳しく解説した。今回の
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全面改訂もまた、民事法研究会編集部の近藤草子氏にお世話になりました。

ここに深甚の謝意を表します。

令和 4年 1月

菅原　貴与志
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　近年、個人情報を収集して電子的に処理し、企業活動のさまざまな場面で

利用する動きが活発になってきた。その一方で、インターネット接続サービ

ス会社が加入者情報を大量に流出させるなど、個人情報の漏えい事件は依然

として後を絶たない。このような状況を踏まえて、平成15（2003）年 5月、

個人情報保護関連 5法案が可決・成立した。その中の基本法である「個人情

報の保護等に関する法律」（個人情報保護法）は、平成17（2005）年 4月 1日

の全面施行が決定している。

　同法は、個人情報の取扱いに関する基本理念を定めるとともに、民間事業

者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、利用目的の特定・公表、

利用目的範囲内での取扱い、適正取得、正確性の確保、安全確保、第三者提

供の制限等を規定している。たとえば、本人から自身の情報を求められた場

合には、その開示・訂正・利用停止に応じなければならない。これと同時に、

それらの義務に違反した場合における主務大臣による勧告・命令、命令に従

わない場合の罰則も定めている。したがって、個人情報を取り扱う企業として

は、同法の内容を正確に把握し、個人情報取扱いについての社内管理やコン

プライアンス体制の整備・見直しを図っていくことが喫緊の経営課題である。

　本書では、個人情報保護法の内容を説明し、かつ、企業活動への影響やそ

の具体的な対応策についても詳しく解説した。第 1部は、個人情報保護法を、

主として企業法務の視点から逐条解説したものである。また、第 2部では、個

人情報保護に関する企業実務上の対応策について、取得・利用・管理等の場面

ごとに問答式で説明している。

　本書が個人情報保護に関わる企業法務に少しでも役立つものになるのであ

れば、著者として望外の喜びである。

平成16年 5 月

　菅原　貴与志
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1　OECD勧告と EU指令
　わが国の個人情報保護法が立法されるに至った背景には、IT社会の進展

に伴う国際的な諸取組みがある。すなわち、個人情報のコンピュータ処理の

発達に伴い、欧州諸国を中心に個人情報の保護の必要性が認識されるように

なってきた。そこで、昭和55（1980）年に、経済協力開発機構（以下、

「OECD」という）は、それまで欧米諸国でまちまちに整備されてきた個人情

報保護のガイドラインについて、理事会勧告を採択した。これが、「プライ

バシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」である。

　同勧告の附属文書は、個人データの取扱いの基礎となる考え方として、八

つの基本原則（以下、「OECD 8 原則」という）を掲げ、これらを加盟国の国

内法に含むことを考慮するように求めている。OECD 8 原則とは、①収集制

限の原則、②データ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、

⑤安全保護の原則、⑥公開の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則であ

る。

　また、平成 7（1995）年、OECD 8 原則をより具体化・徹底した EU指令

が出された。これにより、個人情報保護が十分になされていない国は、EU

加盟諸国から個人情報の移転を受けることができないこととなったのであ

第 1部
個人情報保護法
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る。

　このように、海外において個人情報保護に関する各種の取組みが進めら

れ、国際的にも整合性を保った国内法の整備が急務となっていた。

2　わが国における法整備の進展

⑴　行政機関個人情報保護法の成立

　わが国においても、昭和63（1988）年、OECD 8 原則に準拠し、国の行政

機関を対象とした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保

護に関する法律」が制定され、公的部門について先行するかたちで法律制定

がなされた。

　また、近年の情報通信技術の進展に伴い、個人情報の保護の必要性が一層

高まってきたことなどを背景に、平成11（1999）年 7月、高度情報通信社会

推進本部（後の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部））

に個人情報保護検討部会が設置され、同年11月、「我が国における個人情報

保護システムの在り方について（中間報告）」がまとめられた。この報告で

は、全分野を包括する基本法を制定する必要性が指摘されている。

　中間報告を受けて、平成12（2000）年 2月、前記本部に個人情報保護法制

化専門委員会が設けられ、同年10月に「個人情報保護基本法制に関する大

綱」が決定された。

⑵　個人情報保護法成立に至る経緯

　平成15（2003）年 3月、「個人情報の保護に関する法律案」が国会に提出

され、同年 5月23日、「個人情報の保護に関する法律」が成立し、同月30日

に公布（平成15年法律第57号）、同日一部施行され、政令第506号（個人情報の

保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令）により、平成17（2005）年 4

月 1日の全面施行が決定した。なお、公的部門を対象とする個人情報の保護
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についても、同様の経緯により、「行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律」（行政機関個人情報保護法）「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」「情報公開・個人情報保護審査会設置法」「行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律」の 4法が可決・成立した。

⑶　個人情報保護法成立後の動向

　個人情報保護法成立後も、民間の保有する個人情報の漏えい事件は後を絶

たない。このような状況を受けて、国民生活審議会は、平成16（2004）年 3

月25日、個人情報保護のために、国や地方公共団体、民間事業者が取り組む

べき基本方針を内閣総理大臣に答申し、「個人情報の保護に関する基本方

針」として 4月 2日に閣議決定された。この基本方針は、平成20（2008）年

4月25日および翌21（2009）年 9月 1日、個人情報保護法施行後 3年の状況

などを踏まえ、個人情報の保護施策の改善・充実に必要な措置を講じるため

に一部変更されている。

　個人情報保護法の制定から約10年が経過し、IT技術の進展に伴うビッグ

データを活用した新産業の創出や情報漏えい事件への対応が求められるよう

になった。

　これを踏まえて、政府の IT 総合戦略本部は、平成25（2013）年12月20日

に「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」を決定し、翌26

（2014）年 6月24日には「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」

を決定した。

　前記改正大綱を踏まえ法案化が進められ、平成27（2015）年 3月10日に個

人情報保護法等改正法案が閣議決定され通常国会に提出された。そして、同

年 9月 3日、個人情報保護法等改正法が成立した。

　平成27年改正では、「匿名加工情報」の定義を設け、本人の同意なく目的

外利用や第三者提供を可能とする枠組みを導入した（法 2条 9項10項・36条・
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37条）。また、個人情報保護委員会（以下、「委員会」ともいう）を設置し、個

人情報保護に関する監督の一元化を図っている。さらには、センシティブ情

報（要配慮個人情報）の取扱いに本人の同意を要求した（法 2条 3項・17条 2

項・23条 2 項）。実務的に注意すべき点としては、第三者提供の規制に関し、

記録作成義務（法25条）、提供を受ける際の確認・記録義務（法26条）もある。

　［図表 1］　個人情報保護法の平成27年改正内容

1 ．個人情報の定義の明確化

個人情報の定義の明確化
　第 2条第 1項、第 2項

特定の個人の身体的特徴を変換したもの（例：顔認識デ
ータ）等は特定の個人を識別する情報であるため、これ
を個人情報として明確化する。

要配慮個人情報
　第 2条第 3項

本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人
種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人
同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得
ない第三者提供の特例（オプトアウト）を禁止。

2 ．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
　�第 2 条第 9項、第10
項、第36条～第39条

特定の個人を識別することができないように個人情報を
加工したものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を
定めるとともに、事業者による公表などその取扱いにつ
いての規律を設ける。

個人情報保護指針
　第53条

個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を
聴くとともに個人情報保護委員会に届出。個人情報保護
委員会は、その内容を公表。

3 ．個人情報の保護を強化（名簿屋対策）

トレーサビリティの確保
　第25条、第26条

受領者は提供者の氏名やデータ取得経緯等を確認し、一
定期間その内容を保存。また、提供者も、受領者の氏名
等を一定期間保存。

データベース提供罪
　第83条

個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又
は従事していた者が、不正な利益を図る目的で提供し、
又は盗用する行為を処罰。

4 ．個人情報保護委員会の新設及びその権限

個人情報保護委員会
　（H28. 1 . 1 施行時点）
　第50条～第65条
　（全面施行時点）
　第40条～第44条、

内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設（番号法
の特定個人情報保護委員会を改組）し、現行の主務大臣
の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を
追加。（なお、報告徴収及び立入検査の権限は事業所管
大臣等に委任可。）
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⑷　平成27年改正後の環境変化

　平成27年改正法の施行後も、平成30（2018）年、米 Facebook による個人

データの不正利用など、大手デジタル・プラットホーム事業者の不祥事が相

次いで表面化した。就職情報サイトを運営する事業者が就職活動中の学生の

内定を辞退する確率を人工知能（AI）で予測して企業に販売していたリクナ

ビ事件や、自己破産の情報を Google マップで確認できるサイトで批判を浴

びた破産者マップ事件では、平成31（2019）年、個人情報保護委員会が当該

事業者に指導を行っている。

　また、個人情報の不正流出の原因が、近年、大きく変化している。これま

で目立っていた機器の誤操作や内部関係者による不正などの人的要因は減

り、ネットを通じた攻撃が大きな脅威になってきた。深刻な漏えい事案にお

いては、コンピュータウイルスとネットへの不正アクセスが主な原因となり

つつある。

　第59条～第74条

5 ．個人情報の取扱いのグローバル化

国境を越えた適用と外国
執行当局への情報提供
　第75条、第78条

日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業
者についても個人情報保護法を原則適用。また、執行に
際して外国執行当局への情報提供を可能とする。

外国事業者への第三者提
供
　第24条

個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情
報保護委員会が認めた国、または本人同意により外国へ
の第三者提供が可能。

6 ．その他改正事項

オプトアウト規定の厳格
化
　第23条第 2項～第 4項

オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場
合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出。個人
情報保護委員会は、その内容を公表。

利用目的の制限の緩和
　第15条第 2項

個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ
変更することを制限する規定の緩和。

小規模取扱事業者への対
応
　第 2条第 5項

取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利
利益の侵害はありえるため、5,000人以下の取扱事業者
へも本法を適用。
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　他方、海外に目を転じれば、欧州における個人データ保護の枠組みである

一般データ保護規則（GDPR：General�Data�Protection�Regulation）が2018年 5

月より適用が開始された。EU域外への個人データの移転は原則禁止され、

拘束的企業準則の策定や標準契約条項の締結など、一定の要件を充足しなけ

ればならない。また、米国では、2020年1月、カリフォルニア州消費者プラ

イバシー法（CCPA：California�Consumer�Privacy�Act）が施行され、2020年

11月には、CCPAを改正・追加規制したカリフォルニア州プライバシー権

法（CPRA：California�Privacy�Rights�Act�of�2020）が住民投票によって可決さ

れた（2023年施行予定）。こうしたプライバシー保護に関する国際的な潮流

も、わが国の個人情報保護法制に大きな影響を及ぼしている。

　このように、消費者意識の高まりとともに個人情報をめぐる環境は激変

し、法規制面でも新たな対応が必要になってきた。すなわち、個人情報やプ

ライバシー保護に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用の均

衡、個人情報が多様に利活用される時代の事業者責任のあり方、さらには越

境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応など、個人情報保護をめぐ

って解決すべき課題は多い。

⑸　 3年ごとの見直しとその「共通の視点」

　個人情報保護委員会は、平成27年改正以来の社会・経済情勢の変化を踏ま

えて、平成31（2019）年 1月28日に示した「 3年ごと見直しに係る検討の着

眼点」に即し、 3年ごとの見直しを進めてきた。かかる見直しには、次に掲

げる 5つの共通の視点がある。

　①　個人の権利利益保護

　�　情報を提供する個人の、自らの情報の取扱いに対する関心や、関与への

期待が高まっており、個人情報保護法 1条の目的に掲げている「個人の権

利利益を保護」するために必要十分な措置を整備することに配意しながら

制度を見直す必要がある。
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　②　保護と利用のバランス

　�　平成27年改正で特に重視された保護と利用のバランスをとることの必要

性は、引き続き重要であり、個人情報や個人に関連する情報をめぐる技術

革新の成果が、経済成長等と個人の権利利益の保護との両面でいきわたる

ような制度をめざすことが重要である。

　③　国際的潮流との調和

　�　デジタル化された個人情報を用いる多様な利活用が、グローバルに展開

されており、国際的な制度調和や連携に配意しながら制度を見直す必要が

ある。

　④　外国事業者によるリスク変化への対応

　�　海外事業者によるサービスの利用や、国境を越えて個人情報を扱うビジ

ネスの増大により、個人が直面するリスクも変化しており、これに対応す

る必要がある。

　⑤　AI・ビッグデータ時代への対応

　�　AI・ビッグデータ時代を迎え、個人情報の活用が一層多岐にわたる中、

本人があらかじめ自身の個人情報の取扱いを網羅的に把握することが困難

になりつつある。このような環境の下で、事業者が個人情報を取り扱う際

に、本人の権利利益との関係で説明責任を果たしつつ、本人の予測可能な

範囲内で適正な利用がなされるよう、環境を整備していくことが重要であ

る。

　これら共通の視点を反映して、2019（平成31）年 4月、委員会は、「個人

情報保護法�いわゆる 3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を、同年12月

には「制度改正大綱」（以下、「大綱」という）を公表した。大綱では、①個

人データに関する個人の権利のあり方（本人の権利保護を強化）、②事業者の

守るべき責務のあり方（事業者の責務の追加）、③事業者における自主的な取

組みを促すしくみのあり方（企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度

の新設など）、④データ利活用に関する施策のあり方（データ利活用の促進）、
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⑤ペナルティのあり方（法令違反に対するペナルティの強化）、⑥法の域外適

用・越境移転のあり方（外国の事業者に対する報告徴収・立入検査等の追加）

など、 8項目の個別的な検討事項が示されている。

　こうした経緯を踏まえて、令和 2（2020）年 6月 5日、「個人情報の保護

に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会において可決・成立し、同

月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」（令和 2

年法律第44号）として公布された（以下、「令和 2年改正」という）。また、令

和 3（2021）年 3月24日には、改正個人情報保護法関係の政令（以下、「政

令」という）・規則も公布されている。この法律の施行期日は、一部を除き、

令和 4（2022）年 4月 1日としている。

⑹　官民一元化に関する整備法

　令和 3（2021）年 5月12日、「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」（以下、「整備法」という）が国会で可決成立し、同年

5月19日に公布された。

　従前、個人情報の保護に関する規律は、個人情報保護法、行政機関個人情

報保護法、独立行政法人等個人情報保護法に加えて、地方公共団体の条例も

あることから、民間事業者と公的機関で個人情報の定義そのものが異なり、

各条例の運用が異なるなどの問題が指摘されていた。整備法は、前記 3本の

法律を 1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度に

ついても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を

個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずるものである。

　整備法には、現行法を改正する内容がさまざま含まれているが、個人情報

保護法の改正に関する部分に関しては、民間事業者に対する規律に大きな変

更は認められない。ただし、条文の番号が変わり、学術研究機関等に個人デ

ータを提供している事業者、国公立の病院や大学等と個人情報のやりとりを

行っている事業者、国・地方自治体・独立行政法人等との間で個人情報のや
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りとりがある事業者の場合には、規律の一部が変更されるため、一応の注意

が必要である。

　本書における以下の条項番号は、すべて整備法の改正によるものである。
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第 2章　個人情報保護法令和 2年改正の要点

1　個⼈の権利のあり⽅

⑴　利用停止・消去・第三者提供の停止の請求に関する要件の緩和

　利⽤停⽌・消去等の個⼈の請求権について、不正取得等の⼀部の法違反の

場合に加えて、個⼈の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合に

も要件が緩和されることになった。

　事業者は、保有個⼈データに関して、本⼈からの求めに応じて、⼀定の場

合に、開示・訂正・利⽤停⽌等を行うことが求められる（法33条～35条）。た

だし、旧法上、利⽤停⽌が求められるのは、事業者が個⼈情報の目的外の利

⽤を行っている場合（目的外利⽤。法18条）や、個⼈情報を不正に取得した

場合（法20条）に限られていて（旧法30条）、消費者側の不満が大きかった。

この点につき、改正法では、不適正な利⽤の禁⽌（法19条）に違反して取り

扱われているときは、利⽤停⽌や消去請求ができる（法35条 1 項）。

　また、①保有個⼈データを事業者が利⽤する必要がなくなった場合、②保

有個⼈データにかかる漏えい等の報告義務が課される事態が生じた場合（法

26条 1 項本文）、③その他保有個⼈データの取扱いにより本⼈の権利または正

当な利益が害されるおそれがある場合には、利⽤停⽌・消去請求に加えて、

第三者への提供の停⽌を請求できる（法35条 5 項）。

　ただし、いずれの場合においても、保有個⼈データの利⽤停⽌、消去請求

または第三者提供の停⽌に多額の費⽤を要するなど、それらの対応を行うこ

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には、事業者は請求に応じる必要がない（法35条 6 項）。

※整備法50条による改正法との同日施行に伴い令和 3年法律第37号の条数を表記する。



13

第 2章　個人情報保護法令和 2年改正の要点

●利用停止・消去等の個人の請求権について、
不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、
個人の権利又は正当な利益が害されるおそ
れがある場合にも要件を緩和する。

●保有個人データの開示方法（※）について、電
磁的記録の提供を含め、本人が指示できる
ようにする。

（※）現行は、原則として、書面の交付による方法とさ
れている。

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

● 6ヶ月以内に消去する短期保存データにつ
いて、保有個人データに含めることとし、
開示、利用停止等の対象とする。

●オプトアウト規定（※）により第三者に提供で
きる個人データの範囲を限定し、①不正取得
された個人データ、②オプトアウト規定によ
り提供された個人データについても対象外
とする。

（※）本人の求めがあれば事後的に停止することを前提
に、提供する個人データの項目等を公表等した上で、
本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度。

■平成 27 年改正個人情報保護法に設けられた「いわゆる 3 年ごと見直し」に関する規定（附則
第 12 条）に基づき、個人情報保護委員会において、関係団体・有識者からのヒアリング等を行い、
実態把握や論点整理等を実施。

■自身の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境デー
タの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、今般、個人情報保護法の改正を行い、
以下の措置を講ずることとしたもの。

改正法の内容

1．個人の権利の在り方
●イノベーションを促進する観点から、氏名
等を削除した「仮名加工情報」を創設し、
内部分析に限定する等を条件に、開示・利
用停止請求への対応等の義務を緩和する。

●提供元では個人データに該当しないものの、
提供先において個人データとなることが想
定される情報の第三者提供について、本人
同意が得られていること等の確認を義務付
ける。

4 ．データ利活用に関する施策の在り方

●漏えい等が発生し、個人の権利利益を害す
るおそれがある場合（※）に、委員会への報告
及び本人への通知を義務化する。

（※）一定数以上の個人データの漏えい、一定の類型に
該当する場合に限定。

●違法又は不当な行為を助長する等の不適正
な方法により個人情報を利用してはならな
い旨を明確化する。

2 ．事業者の守るべき責務の在り方

●委員会による命令違反・委員会に対する虚
偽報告等の法定刑を引き上げる。

（※）命令違反：6月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金
　　　　　　→ 1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金
　　 虚偽報告等：30 万円以下の罰金
　　　　　　→50 万円以下の罰金

●データベース等不正提供罪、委員会による
命令違反の罰金について、法人と個人の資
力格差等を勘案して、法人に対しては行為
者よりも罰金刑の最高額を引き上げる（法
人重科）。

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

5 ．ペナルティの在り方

●認定団体制度について、現行制度（※）に加え、
企業の特定分野（部門）を対象とする団体
を認定できるようにする。

（※）現行の認定団体は、対象事業者のすべての分野（部
門）を対象とする。

3 ．事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方

●日本国内にある者に係る個人情報等を取り
扱う外国事業者を、罰則によって担保され
た報告徴収・命令の対象とする。

●外国にある第三者への個人データの提供時
に、移転先事業者における個人情報の取扱
いに関する本人への情報提供の充実等を求
める。

※　その他、本改正に伴い、「行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「医
療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関
する法律」においても、一括法として所要の措置（漏え
い等報告、法定刑の引上げ等）を講ずる。

6 ．法の域外適用・越境移転の在り方

　［図表 2］　個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（概要）

（個人情報保護委員会「令和 2年改正個人情報保護法」概要資料）
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⑵　開示方法の指定（情報開示のデジタル化）

　改正法では、本⼈が、事業者に対して保有個⼈データの開示請求をする際

に、電磁的記録の提供による方法を請求できる（法33条 1 項）。ただし、本⼈

が請求した開示方法に多額の費⽤を要する場合や、その他の当該方法による

開示が困難である場合には、書面の交付も許容されている（同条 2項かっこ

書）。

⑶　第三者提供時の確認記録義務の開示義務化

　旧法上、事業者は、第三者提供する個⼈データの記録を作成・保存しなけ

ればならなかった（旧法25条）。また、事業者が、第三者から個⼈データの

提供を受けるに際しても、その記録の作成・保存が義務づけられていた（旧

法26条）。改正法では、その提供時・受領時の第三者提供記録について、本

⼈が開示請求できるようになっている（法33条 5 項）。

⑷　開示等の対象となる保有個人データの範囲の拡大

　旧法は、6か⽉以内に消去する短期保存データについて、保有個⼈データ

には含めず、開示、利⽤停⽌等の対象としていなかった（旧法 2条 7項）。

　しかし、改正法は、 6か⽉以内に消去する短期保存データについても、保

有個⼈データに含めることとし、開示、利⽤停⽌等の対象とする（法18条 4

項）。これにより、従前除外されていた 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まれることとなった。

⑸　オプトアウト規制の強化

　改正法では、オプトアウト規定（本⼈の求めがあれば事後的に停⽌すること

を前提に、提供する個⼈データの項目等を公表等したうえで、本⼈の同意なく第

三者に個⼈データを提供できる制度）によって第三者に提供できる個⼈データ
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の範囲を限定し、不正取得された個⼈データや、オプトアウト規定により提

供された個⼈データについても、本⼈の同意を要求する（法27条 2 項但書）。

　また、オプトアウト届出事業者の名称・住所等が届出事項に追加され（法

27条 2 項 1 号・ 4号・ 8号）、変更があった場合にも届出を必要とする（同条

3項）。

2　事業者の守るべき責務のあり⽅（事業者の義務の強化）

⑴　漏えい等報告・本人通知の義務化

　事業者は、その取り扱う個⼈データ漏えい、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

ものが生じたときは、個⼈情報保護委員会に報告しなければならない（法26

条 1 項本文）。ただし、委託先において個⼈情報の漏えい等が生じた場合で

あって、漏えい等の事態が生じた旨を委託元の事業者に通知したときは、委

員会への報告義務を負わない（同項但書）。

　また、報告義務の対象となる場合、事業者は本⼈に対して、個⼈データの

漏えい等の事態が生じた旨を通知しなければならない（法26条 2 項本文）。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

必要な通知に代わるべき措置をとるときは、本⼈への通知義務を負わない

（同項但書）。

⑵　適正な利用義務の明確化

　事業者は、違法または不当な行為を助長し、また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（法19条）。かかる不適正な利⽤

の禁⽌に違反した場合には、利⽤停⽌や消去請求の対象となる（法35条 1 項）。
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第 1章　適用の対象（総論）

1　個人情報とプライバシー

⑴　個人情報保護法とプライバシー

　 Q 1

　個人情報保護法の改正後も、特定異性との交際事実や個人の病歴

といった私生活上の情報は、従来どおりプライバシー侵害の法理に

よって保護されるのか。また、これら私生活上の個人情報も、個人

情報保護法の適用対象か。

▼回　答
　私生活上の情報は、プライバシーとして保護される対象となるから、これ

らが侵害されれば、損害賠償や差止めを請求できる。また、これらが特定の

個人を識別することができるものであれば、個人情報保護法の適用の対象と

もなる。なお、平成27年改正法では、センシティブ情報を意味する「要配慮

個人情報」の概念が新設され、本人の同意のない取扱いが原則禁止となっ

た。

第 2部
企業実務上の対応策
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▼解　説�

　個人情報保護法が成立した背景には、近年、民間企業や行政機関におい

て、コンピュータやネットワークを利用した大量・多様な個人情報の処理が

行われている結果、これによって引き起こされた個人情報漏えいに伴うプラ

イバシー侵害およびその危険という問題がある。しかし、プライバシーとこ

の法律で定義された個人情報とは、必ずしも一致するものではない。

　プライバシーの概念は、憲法13条を根拠とする一種の人格権とされるが、

その内容は多義的である。従来は、「ひとりで放っておいてもらう権利」ま

たは「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と理解されてき

た。しかし、近年では、情報化社会の進展に伴い、プライバシーを「自己に

関する情報をコントロールする権利（自己情報コントロール権）」ととらえ、

より権利保護を積極的に請求していくという側面が重視されるようになって

きている。いずれにせよ、異性との交際事実や個人の病歴といった私生活上

の情報は、私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利の対象となる

から、これらが侵害されれば、損害賠償や差止めを請求できる。

　この点、プライバシーに関する最新判例の考え方に注意しなければならな

い。最二小判平成15・9・12民集57巻 8 号973頁、判時1837号 3 頁（早稲田大

学講演会名簿提出事件）（109頁参考判例参照）では、大学主催の講演会に参加

を申し込んだ学生の氏名、住所等の情報が法的保護の対象となるかが争われ

た。これに対して、最高裁判所は、学籍番号、氏名、住所および電話番号

は、個人識別等を行うための単純な情報であるが、このような個人情報につ

いても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくない

と考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきもの

であるから、本件個人情報は、プライバシーにかかる情報として法的保護の

対象となると判示している。

　これに対して、個人情報保護法 2 条 1 項の個人情報とは、氏名、生年月日
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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および個人識

別符号が含まれるものをいい、個人識別性に着目した定義となっている。ま

た、情報の種類によって区別しておらず、一般に他人に知られたくないよう

な情報であるか否かなどを問わない。したがって、私生活上の情報について

も、特定の個人を識別することができるものであれば、個人情報保護法の適

用の対象となる。

　このように、個人情報保護法には、これまでセンシティブ（機微）情報に

関する規定がなかった。この点、平成27年改正法では、「要配慮個人情報」

という概念を新設し、本人の同意のない取扱いが原則禁止となっている。

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経

歴、犯罪被害を受け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（法 2 条 3 項）。要するに、人種、信条、

社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害を受けた事実等が含まれたセンシ

ティブ情報のことである。事業者は、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（法20条 2 項）。また、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することができる規律（オプトア

ウトの特例）についても、その対象となる個人データから要配慮個人情報を

除いている（法27条 2 項）。

　ちなみに、個人情報保護法の違反は、個人情報保護委員会の勧告・命令の

対象となり（法148条）、その命令にも違反すれば、罰則が科せられる（法178

条）。また、本法に定義する保有個人データ（法16条 4 項）に関しては、本人

による開示・訂正・利用停止等の請求権も認められている（法33条～35条）。

しかし、事業者に対する損害賠償請求といった私法上の権利を直接導き出す

ものではない。この点、プライバシー侵害の法的効果は、本人からの損害賠

償や差止めの請求である。

　前掲最二小判平成15・9・12において、本件名簿は、参加希望者が手書き
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したにすぎないものであり、「特定の個人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」（法16条 1 項 2 号）ではない可能性もある。

しかし、この判決によれば、個人データに該当しなくても、「自己が欲しな

い他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然な」情報で

あれば、「そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情

報は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象」となるとされてい

る。

　そして、これを無断に開示した行為は、あらかじめ本人の承諾を求めるこ

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、プ

ライバシー侵害となるものと判示した。このように、プライバシーの開示な

いし第三者提供が違法かどうかを判断する基準として、本人の同意が重要で

ある点に注目すべきである。

⑵　要配慮個人情報とプライバシー

　 Q 2

　要配慮個人情報とは何か。要配慮個人情報の取扱いに注意を払っ

てさえいれば、プライバシー侵害といったような事象に直面するこ

とはないと考えてよいか。

▼回　答
　要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪

被害を受けた事実等が含まれた機微情報のことである（法 2条 3項）。プライ

バシーの保護とは、センシティブか否かといった情報の種類だけに着目して

いるわけではないため、「要配慮個人情報の取扱いにさえ注意を払えば、法

的に免責される」などと誤解しないよう注意が必要である。

▼解　説�
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　「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経

歴、犯罪被害を受け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（法 2 条 3 項）。要配慮個人情報は、個々

人のプライバシーに大きく関連する。

　ちなみに、個人情報保護法は、自己情報コントロール権（自己に関する情

報をコントロールする権利）を正面から規定したものとはなっていない。自己

情報コントロール権とは、憲法13条で保障された人格権のひとつである（佐

藤幸治『日本国憲法論』182頁）。プライバシーは、かつて個人の私生活をみだ

りに公開されないという消極的権利として理解されてきた（東京地判昭和

39・9・28下民集15巻 9 号2317頁（「宴のあと」事件））。しかし、近年では、情

報化社会の進展に伴い、プライバシーを自己情報コントロール権ととらえ、

より権利保護を積極的に請求していくという側面が重視されるようになって

きている。仮にこの法律が、自己情報コントロール権を正面から認めたもの

だとすれば、個人情報の利用に関し、情報主体である本人の同意を要求すべ

きことになろう。しかし、個人情報保護法では、すべての場面で同意を要求

しておらず、本人に対する通知・公表をもって足りる規定形式が基本となっ

ている（法21条 1 項参照）。

　要配慮個人情報に関しては、プライバシー保護の課題について、果たして

対象となる情報の種類だけに着目すれば足りるのかという問題がある。たと

えば、最二小判平成15・ 9 ・12民集57巻 8 号973頁、判時1837号 3 頁（早稲

田大学講演会名簿提出事件）（109頁参考判例参照）では、学籍番号、氏名、住

所および電話番号は、「個人識別を行うための単純な情報」であるが、この

ような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれ

を開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は

保護されるべきものであるから、プライバシーにかかる情報として法的保護

の対象となると判示している。要するに、プライバシーの保護とは、センシ
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ティブか否かといった情報の種類だけに着目しているわけではない。この

点、個人情報保護法 2 条 3 項が企業実務に誤解を与える一因となってはなら

ない。事業者としても、要配慮個人情報の取扱いにさえ注意を払えば、法的

に免責されるなどと誤解しないような注意が必要であろう。

　また、プロファイリングによって、要配慮個人情報に該当するデータを生

成する可能性も無視できない。たとえば、インターネット上に膨大な個人の

情報が散在している現状下、IT 技術の進展に伴い、こうした散在する情報

を照合することが容易になりつつある（いわゆるプロファイリングの問題）。

仮に事業者がプロファイリングによって要配慮個人情報を取得したと解釈で

きる場合であれば、それは個人情報保護法20条 2 項に抵触するという結論に

もなりかねない。こうしたプライバシー・リスクに対する対応についても、

今後の検討課題である。

　ちなみに、従業員の雇用管理情報には、顧客情報との比較においても、要

配慮個人情報が集中している。したがって、特に企業実務において従業員の

病歴、信教、政治活動等を取り扱う場合には、十分な配慮と注意が求められ

る。

2　個人情報保護法の適用対象

⑴　個人情報の定義と具体例

　 Q 3

　次の各情報には、個人情報保護法の適用はあるか。

①　公知の事柄で、いわゆるセンシティブな情報とはいえないもの

②　社員名簿や株主情報

③　メールアドレス

▼回　答
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　個人情報保護法では、情報の種類によって区別していないため、①②とも

に本法が適用される。また、この法律の個人情報に該当するか否かは、個人

識別性の有無による（法 2条 1項）。したがって、③メールアドレスが特定の

個人を識別できるものであれば、本法が適用される。

▼解　説�

　個人情報保護法において、個人情報とは、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および個人識別符号が含まれ

るものをいうが（個人識別情報）、情報の種類によって区別しておらず、一般

に他人に知られたくないような情報であるか否かを問わない（法 2 条 1 項）。

したがって、センシティブな情報でなくとも、たとえば、新聞やインターネ

ット等ですでに公表されている個人情報であっても、本法は適用される（要

配慮個人情報の取扱いについては、後掲第 2 部第 2 章 1 ⑺ Q21 218頁を参照）。ま

た、この法律では、内部的な管理情報（インハウス情報）も除外されていな

いから、自社従業員に関する情報を登載した社員名簿や株主情報も個人情報

である（第 2 部第 2 章 2 ⑷ Q25 226頁を参照）。

　このように、個人情報に該当するか否かは、個人識別性の有無による。し

たがって、メールアドレスが特定の個人を識別できるものかどうかについて

は、個別具体的に判断して決するほかない。たとえば、taro.suzuki@xyz.

co.jp といった個人名や企業名を表示するものの場合（XYZ 社のスズキタロウ

氏）、個人識別性が認められるから、企業実務の中では個人情報と同様に取

り扱うべきである。これに対して、abc123@hotmail.com のような表示 

では、特定の個人を識別できないから、個人情報とはいえない。ただし、ス

ズキタロウという氏名に abc123@hotmail.com が添付されているような場合

であれば、このメールアドレスもスズキタロウ個人を識別できるから、個人

情報に該当する。
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⑵　指紋情報

　 Q 4

　当社では、指紋照合等、身体の一部を利用して個人を特定する方

法を使った顧客管理を行う予定だが、顧客の指紋データは個人情報

として管理する対象となるか。

▼回　答
　顧客の指紋データも、特定の個人を識別できる情報になる（法 2条 1項 2

号・ 2項 1号）。

▼解　説�

　個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で

あって、

　① 　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、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）（法 2 条

1 項 1 号）

　②　個人識別符号が含まれるもの（同項 2 号）

のいずれかに該当するものである。

　「個人識別符号」に関し、身体的特徴としては、DNA を構成する塩基配

列、容貌、虹彩の模様、声紋、歩行態様、静脈、指紋・掌紋（法 2 条 2 項 1

号）を、また、番号としては、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証

番号（同項 2 号）をあげることができる（政令 1 条）。また、政令によれば、

①身体障害・知的障害・精神障害等があること、②健康診断その他の検査の

結果（遺伝子検査を含む）、③保健指導・診療・調剤情報、④刑事事件・少年

保護事件の手続履歴があげられている（政令 2 条）。
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⑶　防犯カメラによる映像情報　

　 Q 5

　当社はホテルを経営しており、エレベーター内の防犯・安全のた

めの監視カメラを設置している。これを録画したデータは個人情報

に該当するか。

▼回　答
　防犯カメラに記録された映像情報も、特定の個人が識別できる限り、個人

情報に該当する（法 2条 1項 2号・ 2項 1号）。しかし、防犯・安全のために

監視カメラを設置し撮影する場合、通常は「取得の状況からみて利用目的が

明らか」と認められるから、その利用目的を公表する必要はない。

▼解　説�

　生存する個人に関する情報であって、個人識別符号が含まれるものも、個

人情報保護法における「個人情報」に該当する（法 2 条 1 項 2 号）、この「個

人識別符号」とは、個人情報保護法 2 条 2 項に定められており、同項 1 号の

例として、指紋データや顔認識データをあげることができる。この点、身体

的特徴としての容貌等も「個人識別符号」に含まれるものと解されるから

（法 2 条 2 項 1 号、政令 1 条）、エレベーター内の監視カメラに録画された映像

データも、特定の個人が識別できる限り、個人情報保護法上の個人情報とし

て取り扱わなければならない。

　しかし、防犯カメラの映像情報について、特定の個人を容易に検索できる

ように保存するのは一般的ではないであろうから、そのような場合は「個人

情報」であっても「個人データ」には該当しない。

　また、仮に映像情報に身体的特徴等の機微にわたる内容が含まれていたと

しても、これを防犯カメラ等で撮影することについては、本人の同意が不要
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