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はじめに

平素より個人情報の取り扱いに関するマネジメントシステムを運用頂
き感謝致します。

さて、2017年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行される予定で
す。これに伴い、これまでの認定個人情報保護団体（以下、認定保護
団体）の位置づけも変わります。（官民による共同規制）

新たに加わった匿名加工情報について、対象事業者の方々が求めるル
ールを策定し、マルチステークホルダー形式の審議を経て、個人情報
保護委員会へ届けます。

また、APEC域内の越境執行協定に伴う認証（CBPRシステム）を実施
します。（2016年12月20日第一号認証）

以上を踏まえ、現在、当認定保護団体事務局では、個人情報保護指針
の改正作業をしています。（全面施行後、個人情報保護委員会へ届出
予定）

本日は、上記についてのポイントをご説明いたします。
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アジェンダ

認定個人情報保護団体の位置づけ

指針の検討状況

APEC／CBPR認証
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位置づけの追加

従来の業務（現行個人情報保護法第37条）
対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理

対象事業者に対する個人情報の適正な取扱いに関する情報の提供

その他、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

改正個人情報保護法で加わる業務
個人情報保護指針等の中で、匿名加工情報のルールを策定すること。
• 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のため
に、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求め開示等
の請求等に応じる手続その他の事項又は匿名加工情報に係る作成の方法、その情
報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その
他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針（以下「個人
情報保護指針」という。）を作成するよう努めなければならない。（改正法53
条）
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匿名加工情報（第三者提供・目的外利用の本人同意不要）
特定の個人を識別することができないよう加工した情報（個人情報として復元でき
ないもの）

個人情報取扱事業者としての義務
• 【作成】加工方法（法定、安全管理）／公表（個人に関する情報の項目、安全管理措置等）
／明示（匿名加工情報）／復元の禁止

匿名加工情報取扱事業者としての義務
• 【提供】公表（個人に関する情報の項目、提供方法）／明示（匿名加工情報であること）

• 【識別行為の禁止】再識別化の禁止

• 【安全管理措置等】

匿名加工情報とは何か

個人情報の定義
「個人情報」の定義（範囲）に変更なし → 定義の明確化のための明記・追加

「個人識別符号」の定義を明記
• ①身体特徴量

• ②役務利用、商品購入又はカード等に付される符号

（個人情報に該当するにもかかわらず、個人情報として「意識（認識）」していなかった情報の取扱いのあり方が
問われる）

・ 特に別の定義 (政令事項）
・ 特定の個人を識別可能な符号

「要配慮個人情報」、「匿名加工情報」、「匿名加工情報取扱事業者」、「匿名加工情報データベー
ス等」の定義の追加



購買履歴の第三者提供の例（１）

商店街ポイントカードによる購買情報の第三者提供のケース
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項目 説明

データ所有者 商店街ポイントカードの商店街組合（データベースは委託で管理）

第三者提供先 全国チェーンのクリーニング店

利用目的 新規出店のための市場調査のため。（地元クリーニング店が廃業し、
その店舗等を購入。今後、出店予定。）

提供データの依頼内容 商店街における年代別の購買傾向（曜日、時間帯など）

氏名 サンプル太郎

会員NO 0000001

誕生日 1963/1/1

性別 男

住所 Ｓ区サンプル
4丁目19番地
１号

E-mail Example.co
m

購買店 サンプル豆腐店

日時 2016/12/5 11:35

購買総額 216円

付与ポイント 2

購買店 サンプル魚店

日時 2016/12/5 11:40

購買総額 300円

付与ポイント 3



購買履歴の第三者提供の例（２）

加工方法
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データ 処理

氏名 サンプル太郎 削除

会員NO 0000001 削除

誕生日 1963/1/1 50代

性別 男 男

住所 S区サンプル４
丁目19番地1号

サンプル4丁目

E-mail Example.com 削除

購買店 サンプル豆腐店

日時 2016/12/5 11:35

購買総額 216円

付与ポイント 2

購買店 サンプル魚店

日時 2016/12/5 11:40

購買総額 300円

付与ポイント 3

購買日時 火曜日 13-14時

購買内容 食品

購買総額 500-1000円
加
工

購買日時 月曜日 14-15時

購買内容 食品

購買総額 500-1000円
購買日時 月曜日 11-12時

購買内容 食品

購買総額 100-500円

商店街組合では、
対応表を廃棄した
上で、クリーニン
グ店へ提供。



購買履歴の第三者提供の例（２）

加工方法
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データ 処理

氏名 サンプル太郎 削除

会員NO 0000001 削除

誕生日 1963/1/1 50代

性別 男 男

住所 S区サンプル４
丁目19番地１号

サンプル４丁目

E-mail Example.com 削除

購買店 サンプル豆腐店

日時 2016/12/5 11:35

購買総額 216円

付与ポイント 2

購買店 サンプル魚店

日時 2016/12/5 11:40

購買総額 300円

付与ポイント 3

購買日時 火曜日 13-14時

購買内容 食品

購買総額 500-1000円
加
工

購買日時 月曜日 14-15時

購買内容 食品

購買総額 500-1000円
購買日時 月曜日 11-12時

購買内容 食品

購買総額 300円

商店街組合では、
対応表を廃棄した
上で、クリーニン
グ店へ提供。IDを削除し

てしまうの
であれば、
金額の幅を
持たせなく
てもリスク
が低減でき
るという意
見もある。



どのように使うのか（ヒアリング）

クリーニング業界は、1992年に8,170億円の市場規模から、2011年に
は3892億円へ半減。

顧客単価は、年間あたり7,734円（1992年のピーク時年間20,000円の
約40%に減少）
しかしながら、出店費用が低いことや、クリーニングを預かる時点で精算
するので、貸し倒れリスクが少ないなどのメリットからフランチャイズ加
盟希望者は多い。

マーケット分析では、出店エリアにおいて以下を調査。
収入分布

人流分布（昼夜、曜日別、時間帯別）など。

使用するデータセット
総務省統計（世帯主の年齢階級，費目別支出金額の購入先別割合など）

経済産業省統計（消費者購買動向調査など）

民間調査会社が作成するデータ

交通量調査、など。

上記のデータ解析により、当該出店地域の利用客モデルを作成し、年
間の売上予測などを解析。
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指針の検討状況

当協会認定個人情報保護団体事務局では、下記のような文書を用意すると共に
、対象事業者から匿名加工情報の扱いに関する専用相談窓口を設置を検討
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個人情報保護指針

通則編

第三者提供の記録

匿名加工情報の取り扱い

海外移転

個人情報保護法

政令・規則

委員会ガイドライン

指針作成に
おいて参照

報告、事故対応

指針のうち匿名加工情報の取り扱いに関する部分
作成の参考、並びに対象事業者へ推奨する文書
●『消費者向けオンラインサービスにおける通知
と同意・選択のためのガイドライン』（経済産業
省、2015年10月）
●『パーソナルデータの利用・流通に関する研究
会報告書』（総務省、2015年2月）
●『匿名加工情報作成マニュアル』（経済産業省、
2016年8月）
●『経済産業分野を対象とする個人情報保護に係
る制度整備等調査研究』（経済産業省、2016年3
月）
●行政機関等が保有するパーソナルデータに関す
る研究会の資料（総務省）
●パーソナルデータ検討会技術検討ワーキンググ
ループの資料（内閣官房IT総合戦略室）など

別途公開する事例集を作成する際に参考と
する活動
●IOT推進ラボ データ流通促進ワーキン
ググループ
●同 カメラ画像利活用検討サブワーキン
ググループ
●次世代パーソナルサービス推進コンソー
シアム勉強会
など



漏えい等事故時の報告（1月6日パブコメ終了）

監督当局（個人情報保護委員会等）又は認定個人情報保護団体に対し
て報告する。
プライバシーマーク付与事業者でJIPDECの認定個人情報対象事業者となっ
ている事業者におかれましては、従来通り、プライバシーマーク推進セン
ターへご報告いただく予定です。
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監 督 官 庁

保護団体

事故を起こした
保護団体対象事業者

②代理とし
て報告

報告

①監督官庁
と保護団体
両方へ報告

●これまでは、上記①、②どちらの
方法であっても、監督官庁・認定保
護団体が事故報告の共有ができてい
る。

個人情報保護委員会

保護団体

事故を起こした
保護団体対象事業者

①報告

全面施行後

措置の対応

措置の対応



APECプライバシーフレームワーク（2004年10月29日採択）
APEC加盟エコノミーにおける整合性のある個人情報保護への取組を促進し、情報流通に対する
不要な障害を取り除くことを目的として制定

CPEA（越境執行協力協定）（2009年11月）
エコノミー内での情報の取得と管理について、国内の法規や指針を対象に参加国で対応。

参加国は豪州、ニュージーランド、米国、香港、カナダ、日本、韓国、メキシコ、シンガポール
（日本は2011年11月以降、国内の16省庁がプライバシー執行機関として参加）。
• 事案照会・共同調査・執行活動等のプライバシー保護法の執行に係るプライバシー執行機関間の有効な越境
的協力

CBPR（越境個人情報保護ルール）（2011年11月）
それを運用するための仕組みとして、CBPRシステム（APEC越境プライバシールールシステム
；APEC Cross Border Privacy Rules System（CBPR））を構築

米国、メキシコ、日本、カナダが参加
• CPEAに参加しているエコノミーの中で、CBPRへの参加を申請し承認を受けたエコノミーで運用。少なく
ともAAを一機関を有することが必要。
– 米：TRUSTe、日本：JIPDEC
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APEC／CPEA
・承認、勧告など

プライバシー執行機関間の
有効な越境的協力

AAによる
CBPR認

証

ネットサービス
における個人情
報の取得等

安心・信頼な
ど

APEC域内の消費者等

APEC／CBPRについて



【参考】APEC／CBPRシステムの概要

事業者を対象に、APECプライバシー原則に基づく事前質問書に基づき、以下
の点を確認し、認証するもの。

個人情報が絡む取引相手の企業等に対して、APECの原則に合致した適切なポリシー
と手続を備えており、個人情報を取得する際に必要となる説明をしているか、など
。

認証を受ける事業者が行わなくてはならないこと。
自ら取得又は受領し、他の参加APECエコノミーとの間での越境移転の対象となるす
べての個人情報に対して、CBPRの要件に合致したプライバシーポリシー及び手続を
実施すること。

プライバシーポリシー及び手順は、CBPRの要件の遵守に関して、APEC認定アカウ
ンタビリティエージェントによる評価を受けること。
• CBPRの認証は1年更新（APECでは「再認証」という）。

その他
CBPRシステムに参加することにより、参加組織の国内の法的義務が置き換えられる
ことはない。
• “提供元の個人情報取扱事業者がCBPRの認証を取得しており、提供先の「外国にある第三者
」が当該個人情報取扱事業者に代わって個人情報を取り扱う者である場合には、当該個人情
報取扱事業者がCBPRの認証の取得要件を充たすことも、「適切かつ合理的な方法」の一つ
である。“（個人情報保護法ガイドライン（外国第三者提供編）、P7）

• なお、CBPRシステムはAPEC域内の個人情報の移転に適用されるものであり、国内法を遵
守していることを認証するものではない。

12



今後の予定

改定する指針について、3月下旬以降、説明会等の
開催を予定しております。

APEC／CBPR認証、匿名加工情報の取り扱いにつ
いて、個別相談を受け付けておりますので御連絡
下さい。

（お問合せ先）

〒106-0032

東京都港区六本木一丁目９番９号 六本木ファーストビル内

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

認定個人情報保護団体事務局

E-mail nintei-inq@tower.jipdec.or.jp

Web https://www.jipdec.or.jp/protection_org/index.html
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14

ご清聴ありがとうございました。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会

認定個人情報保護団体事務局


