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個人情報保護法の改正と政令等の整備



○個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律
○基本理念を定めるほか、民間事業者の個人情報の取扱いについて規定

１．個人情報保護法とは

個人情報保護法の目的
第１条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、
個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情
報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにす
るとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、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に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す
ることを目的とする。
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●改正のポイント●
１．個人情報保護委員会の新設
①個人情報保護法の国外適用及び個人情報保護委員会と外国当局の執行協力に係る規定を新設。
②個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化。
(※個人情報保護委員会の新設は平成28年1月。）

２．個人情報の定義の明確化
①利活用に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化。
②要配慮個人情報（本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報）の取

得については、原則として本人同意を得ることを義務化。

３．個人情報の有用性を確保（利活用）するための整備
匿名加工情報（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情報）の利活用の規定を新設。

４．いわゆる名簿屋対策
①個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化。（第三者から個人データの提供を受ける際、提供者の氏名、個

人データの取得経緯を確認した上、その内容の記録を作成し、一定期間保存することを義務付け、第三者に個人データを提
供した際も、提供年月日や提供先の氏名等の記録を作成・保存することを義務付ける。）

②個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で第三者に提供し、又は盗用する行為を「個人情報データベース提供罪」
として処罰の対象とする。

５．その他
①取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止。
②オプトアウト（※）規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を委員会に届け出ることを義務化し、委員会はその内

容を公表。（※本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する場合、本人の同意を得ることなく第三者に個人データを提供す
ることができる。）

２．改正個人情報保護法のポイント
○平成27年９月 改正個人情報保護法が成立（施行は平成29年５月30日）
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（１）個人識別符号
○個人情報の定義
【改正前】
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
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。）をいう。

【改正後】
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電
磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
次項第二号において同じ。）で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。）に記載され、若しくは記録
され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を
除く。）をいう。以下同じ。）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。）

二 個人識別符号が含まれるもの
※青字：改正部分 下線：変更のない部分

3．個人情報保護法の改正と政令等のポイント

3



（１）個人識別符号
個人情報の定義として、以下の情報が対象となることを明確化

① 身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
⇒ＤＮＡ、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋

② サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号
⇒公的な番号
例）旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、

各種保険証

3．個人情報保護法の改正と政令等のポイント

指紋認識
データ

顔認識データ 旅券番号 運転免許証番号 マイナンバー

※他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別することができる情報は、
改正後も現行法と同様に個人情報に該当する。
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（２）要配慮個人情報の規定の新設
次のいずれかに該当する情報を「要配慮個人情報」とし、
取得について、原則として本人の同意を得ることを義務化

・人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報
・身体障害・知的障害・精神障害等があること
・健康診断その他の検査の結果（遺伝子検査の結果を含む）
・保健指導、診療・調剤情報
・本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する
手続が行われたこと

・本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の
保護事件に関する手続が行われたこと

3．個人情報保護法の改正と政令等のポイント
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（３）匿名加工情報の規定の新設
匿名加工情報（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
加工した情報であって、当該個人情報を復元することができないようにした
もの）の類型を新設し、個人情報の取扱いよりも緩やかな規律の下、自由
な流通・利活用を促進

個人情報

加工（※）

匿名加工情報

復元 識別できない

匿名加工情報

3．個人情報保護法の改正と政令等のポイント

6



１．匿名加工情報の作成
匿名加工情報を作成するためには、個人情報保護委員会が定めた匿名加工情報
の作成に関する基準に従って、適切な加工を行う必要
委員会が定める基準は最低限の加工方法であり、データの特性やビジネスの様態な
どを踏まえた具体的な加工方法については認定個人情報保護団体や業界団体など
の自主ルールにおいて適切に定められることを期待

２．匿名加工情報等の作成時の公表／第三者提供時の公表・明示
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成した後、遅滞なく、インターネット等
を利用して、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表する必
要

（参考）匿名加工情報制度の概要

匿名加工情報の作成に関する基準（規則に明記）
①特定の個人を識別することができる記述等（例:氏名）の全部又は一部を削除（置換を含む。以下

同じ。）すること
②個人識別符号（例：マイナンバー、運転免許証番号）の全部を削除すること
③個人情報と他の情報とを連結する符号（例:委託先に渡すために分割したデータとひも付けるID）を削
除すること

④特異な記述等（例：年齢116歳）を削除すること
⑤上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ず
ること

7



（４）第三者提供に係る確認・記録義務
個人データの第三者提供に係る確認・記録の作成等を義務化
・第三者から個人データの提供を受ける際、提供者の氏名、個人データの
取得の経緯を確認した上、その内容等の記録を作成し、一定期間保存
することを義務付け

・第三者に個人データを提供した際も、提供の年月日や提供先の氏名等の
記録を作成し、一定期間保存することを義務付け

3．個人情報保護法の改正と政令等のポイント

ただし、一般的なビジネスの実態に配慮して、以下のような取扱いも可能
・本人との契約等に基づく提供については、既存の契約書等を記録として保存
・反復継続して提供する場合は包括的な記録で足りる

次のようなケースでは確認・記録義務はかからない
・本人による提供と整理できるケース（例:SNS上の個人のプロフィール）
・本人に代わって提供と整理できるケース（例：銀行振込）
・本人側への提供と整理できるケース（例：同席している家族）
・受領者にとって「個人データ」に該当しないと整理できるケース（例:名刺１枚）等
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（参考）確認・記録義務の基本的な考え方

提供者にとって個人データの場合でも、受領者にとって個人データ
に該当しなければ、受領者には確認・記録義務が適用されない。
⇒ガイドラインにより解釈を明示

「第三者提供」に該当しない場合は、確認・記録義務は不適用。
⇒ガイドラインにより解釈を明示

本人を当事者とする契約等に基づき、個人データを授受する場
合は、当該契約等を証する書類の記録をもって記録義務に代
替可能。⇒委員会規則に明示

本人同意による提供は記録事項の緩和。⇒委員会規則に明示
また、包括的な記録作成も可能。⇒委員会規則に明示

実質的に「第三者提供」
ではないと評価できるか。

本人を当事者とする契約
等に基づく、個人データの

提供か。

本人同意による
第三者提供か。

単体の個人データの
提供か。

原則通りのトレーサビリティの適用 NO
YES

※平成28年７月29日付委員会資料「改正個人情報保護法第25条・第26条の確認・記録義務の方向性と委員会規則
（案）の対応表」より抜粋
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(５)小規模事業者への配慮
取り扱う個人情報の数が5000人分以下である事業者を規制の対象外
とする規定を廃止
改正法の附則において、個人情報保護委員会はガイドラインの策定に当
たって小規模事業者に配慮する旨を規定

○ガイドラインにおいて、安全管理措置について、一般的な義務・手法例とともに、
小規模の事業者の特例的な対応（手法の例示を含む。）を規定。

○なお、ガイドラインにおける「安全管理措置」の内容（特例含む。）は、原則、番号法ガイ
ドラインに準じるものとするが、番号法固有の観点から講じることとされている措置に関する
記載等は、適切に見直す。

（例）・組織的安全管理措置の「取扱状況等の記録」に関する記載

・物理的安全管理措置の「区域の管理」に関する記載 等

3．個人情報保護法の改正と政令等のポイント
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認定個人情報保護団体の制度
事業者の個人情報の適切な取扱いの確保を目的として、国の認定を受けた
民間団体。
対象事業者への情報提供、個人情報に関する苦情の処理等を行う。

認定個人情報保護団体
（民間団体）

対象事業者

国認定

消費者

情報提供
指導・勧告

苦情処理

認定個人情報保護団体の役割
業界の特性に応じた自主的なルール
（「個人情報保護指針」）を作成するよう
努める義務。
その際、関係者からの意見聴取に努める義
務（マルチステークホルダープロセス）。
また、対象事業者が指針を遵守するよう指
導・勧告を行う義務。

対象事業者の個人情報の取扱い
に関する苦情を処理する義務。

4．認定個人情報保護団体
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改正個人情報保護法の全面施行に伴い、同法の監督権限が当委員会に一元化され
ることから、当委員会が、全ての分野に共通に適用される汎用的なガイドラインを定める
（平成28年11月30日公布）

一部の分野については、個人情報の性質及び利用方法並びに現行の規律の特殊性等
を踏まえて、上記のガイドラインを基礎として、当該分野において更に必要となる別途の
規律を定める

金融関連（信用等含む）：金融分野、信用分野又は債権管理回収業分野に
おいて、さらに必要となる別途の規律を定めたもの
※それぞれ、金融庁、経済産業省及び法務省と個人情報

保護委員会の連名のガイドライン

医療関連：現場の実態に配慮した規律や事例を記載したもの

情報通信関連：通信の秘密・信書の秘密等、業法上必要となる規律を含む別途
の規律を定めたもの
※総務省のガイドライン

5．特定分野のガイドライン

特定分野のガイドラインの方向性
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2015年(H27年）
下半期

2016年(H28年）
上半期

2016年（Ｈ28年）
下半期

2017年(H29年）
上半期

施行準備

法執行

H27.9.9 施行日①
（H28.1.1）

施行日②
（H29.5.30）

政令・委員会規則・ガイドライン等の策定

周知・広報

主務大臣による個人情報の取扱いの監督 委員会による
監視・監督

改
正
個
人
情
報
保
護
法

公
布

改
正
法

全
面
施
行
（
権
限
の
一
元
化
）

改
正
法

一
部
施
行
（
委
員
会
の
設
置
）

6．今後のスケジュール

10月5日 政令・規則公布
11月30日 ガイドライン告示
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国際的な取組



７．改正法下での外国の第三者への個人データの提供
以下のいずれかによって、国内と同様に外国の第三者への個人データの提供が可能。
① 外国にある第三者へ提供することについて、本人の同意を得る。
② 外国にある第三者が個人情報保護委員会の規則で定める基準に適合する

体制を整備している。
「規則で定める基準」：

提供を受ける者における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、
個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること

・「適切かつ合理的な方法」の例：
委託契約やグループ企業の内規・プライバシーポリシー、 提供元の個人情報取扱事業者が
APECの越境プライバシールール（CBPR）システムの認証を取得している場合等

・「個人情報保護法の趣旨に沿った措置」の具体例：
OECD、APEC等の国際的な枠組みの基準に基づいたもの

個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく
認定を受けていること
・提供先の外国にある第三者がAPECのCBPRシステムの認証を取得している場合

③ 外国にある第三者が個人情報保護委員会が認めた国に所在する。
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法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置 OECDプライバシー
ガイドライン

APECプライバシー
フレームワーク

第15条 利用目的の特定 ○ ○
第16条 利用目的による制限 ○ ○
第17条 適正な取得 ○ ○
第18条 取得に際しての利用目的の通知等 ○ ○
第19条 データ内容の正確性の確保等 ○ ○
第20条 安全管理措置 ○ ○
第21条 従業者の監督 ○ (※2)
第22条 委託先の監督 ○ ○
第23条 第三者提供の制限 ○ ○
第24条 外国にある第三者への提供の制限 ○ ○
第27条 保有個人データに関する事項の公表等 ○ ○
第28条 開示 ○ ○
第29条 訂正等 ○ ○
第30条 利用停止等 ○ ○
第31条 理由の説明 ○ ○
第32条 開示等の請求等に応じる手続き ○ ○
第33条 手数料 ○ ○
第35条 個人情報取扱事業者による苦情の処理 ○ （※3）

（参考）国際的な枠組みの基準との整合性を勘案した「個情法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置」（※1）

(※1) 法第４章第１節の各規定と国際的な枠組みの基準(OECDプライバシーガイドライン及びAPECプライバシーフレームワーク）とを対比した上で、当該各規定の趣旨が当該国際的
な枠組みの基準に整合していると解される場合に「○」と記載している。

（※2）従業者の監督については、APECプライバシーフレームワークに規定はないものの、安全管理措置（法第20条）の一部であることから、外国にある第三者においても講じなければな
らない。

（※3）苦情の処理については、APECプライバシーフレームワークに規定はないものの、事業者のAPECプライバシーフレームワークへの適合性を国際的に認証する制度であるAPEC越境プ
ライバシールール(CBPR)システムに参加する事業者の参加要件となっていることから、外国にある第三者においても措置を講じなければならない。 15



個人情報保護法一般データ保護規則

十分性決定
十分な保護水準に関して欧州委員会が国や地域を
評価し決定するもの。

拘束的企業準則
企業グループ内の内部行動規範でEUの監督機関が
承認するもの。

標準データ保護条項
欧州委員会が採択するもの。

本人同意
十分性の決定等がないことによるリスクについての情報
が提供された後、明示的に同意。

ＥＵ ＥＵ日本 日本

国指定
外国にある第三者が個人情報保護委員会が認めた
国に所在する場合。

体制整備
外国にある第三者が個人情報保護委員会の規則で
定める基準に適合する体制を整備している場合。

本人同意
外国にある第三者へ提供することについて本人の同
意がある場合。

８．日本・ＥＵ間における個人データの越境スキーム
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「個人データの円滑な国際的流通の確保のための取組について」（平成28年７月29日個人情報保護委員会
決定）（抄）

個人情報保護委員会において、個人情報の保護を図りつつ、その円滑な越境移転を図るため諸外国との協調を進
めることとし、当面、これまでに一定の対話を行ってきている米国、EU（英国のEU離脱の影響についてその動向を注
視。）については、相互の円滑なデータ移転を図る枠組みの構築を視野に定期会合を立ち上げる方向で調整する。

7月29日、個人データの円滑な移転を確保するため、個人情報保護委員会としての方針を決定した。

個人情報の保護に関する法律第７条の規定に基づき、「個人情報の保護に関する基本方針」を本年10月14
日の個人情報保護委員会において作成し、10月28日に閣議決定された。

「個人情報の保護に関する基本方針 」（平成28年10月28日閣議決定） （抄）

２ 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
（４）個人情報の保護及び円滑な流通を確保するための国際的な取組
１の（３）の国際的な協調の観点から、個人情報保護委員会において、個人情報の保護を図りつつ、国際的な
データ流通が円滑に行われるための環境を整備するため、国際的な協力の枠組みへの参加、各国執行当局との協
力関係の構築等に積極的に取り組むものとする。

９．国際的な取組
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「国際的な取組について」（平成28年11月８日個人情報保護委員会決定）（抄）

引き続き、グローバルな個人データ移転の枠組みとの連携も視野に置きつつ、以下の点を踏まえた議論を推進す
る。
日ＥＵ間での個人データ移転は、改正個人情報保護法（独立機関である個人情報保護委員会の設置な
ど）を前提として相互の個人データ流通が可能となる枠組みを想定するものとする。
また、ＥＵにおいては、本年採択されたＥＵ一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）が平成30年５月に適用される
ことから、その運用に向けた動きも注視していく必要がある。

ＥＵ

平成28年11月８日、「個人データの円滑な国際的流通の確保のための取組について」（平成
28年７月29日個人情報保護委員会決定）のアップデートを行った。

日ＥＵ間で個人データの保護を図りながら越境移転を促進することが重要であることを
強調し、その目標に向かって、日ＥＵ間で協力対話を続けていくことで一致している。

米国
定期的な会合を続けていくこと及び緊密に連携することの重要性について認識を共有した。加えて、自国
のステークホルダーと共に、ＡＰＥＣ越境プライバシールール（ＣＢＰＲ）
システムに関する周知活動及び、ＡＰＥＣ加盟エコノミーに対する参加促進を協力して
行っていくことで一致している。

引き続き、グローバルな展開を念頭に、個人データ移転の枠組みであるＡＰＥＣ越境プライバシールール（ＣＢ
ＰＲ）システムの活性化等の取組を進める。

９．国際的な取組
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米国との対話
〇平成28年８月８日 在日米国大使館公使との面談

事務局長が在日米国大使館の商務担当公使及び経済・科学担当公使と意見交換を行い、日米二国間での密接
な対話と連携を行っていくことについて認識を共有するとともに、より一層の協力を進めていくことで一致。
〇平成28年９月５日 米商務省幹部との面談

事務局長が来日中の米商務省次官補代理と意見交換を行い、 当委員会と商務省が定期的な会合を続けてい
くこと及び緊密に連携することの重要性について認識を共有するとともに、APEC越境プライバシールール
（CBPR）システムへの参加を促進することにより、その活性化に向けて協力していくことで一致。
〇平成28年10月19日 米商務省幹部との面談

事務局長が来日中の米商務省次官補代理と意見交換を行い、個人情報保護委員会と米国商務省は、定期的に
会合を行い、自国のステークホルダーと共に、CBPRに関する周知活動及び、APEC加盟エコノミーに対する参加
促進を行うことで一致。
ＥＵとの対話

○平成28年４月22日 欧州委員会司法総局との協力対話
事務局職員が来日中の欧州委員会司法総局データ保護課長と意見交換を行い、データ保護課長から、当委員

会の設置を歓迎し、当委員会の果たす役割に期待する旨の表明があった。また、日・EUがそれぞれの個人デー
タの保護制度についての理解を更に深め、より一層の協力を進めていくことで一致。
○平成28年９月28日 欧州委員会司法総局との協力対話

事務局職員が欧州委員会を訪問し、同委員会司法総局と協力対話を行い、こうした意見交換の中で、事務局
職員並びに欧州委員会司法総局職員の双方が、今後も日EU間で個人データの保護を図りながら越境移転を促進
することが重要であることを強調し、その目標に向かって、日EU間で協力対話を続けていくことで同意。
○平成28年10月20日 欧州委員会司法総局との協力対話

事務局職員が、欧州委員会司法総局国際データ流通・保護課長と意見交換を行い、相互の円滑な個人データ
の流通について、民間企業も含めた取組を検討していくことで一致。
○平成28年11月30日及び12月１日 第22回日EU・ICT政策対話及び第４回日EU・ICT戦略ワークショップ等

事務局職員が、日EU・ICT政策対話等に参加し、また、総務省幹部とともにアストラ欧州委員会司法総局長を表敬
訪問した。上記の会合においては、事務局職員が、我が国の個人情報保護法の改正並びに当委員会の概要及び取
組等について紹介を行ったほか、今後とも日EU間の制度についての理解を更に深め、情報共有及び意見交換を継続
していくことが確認された。
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ご清聴ありがとうございました。



APEC CBPRシステムへの参加をご検討下さい

○日本から外国の第三者への個人データの提供

【改正個人情報保護法第24条の内容】
以下のいずれかによって、国内と同様に外国の第三者への個人データの提供が可能。

① 外国にある第三者へ提供することについて、本人の同意を得る。

② 外国にある第三者が個人情報保護委員会の規則で定める基準に適合する体制を
整備している。
⇒委託契約やグループ企業の内規・プライバシーポリシー、
提供元又は提供先の個人情報取扱事業者がAPECの越境プライバシールール
（CBPR）システムの認証を取得している場合等

③ 外国にある第三者が個人情報保護委員会が認めた国に所在する。

個人情報保護委員会 ２１



APEC CBPRシステムとは？

⇒ APEC域内における個人データ越境移転を円滑にする仕組み

事業者が、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等に対して自己審査
を行い、その内容について、予めAPECから認定された認証団体（アカウンタビ
リティ・エージェント）から審査を受け、認証を得る。認証を受けた事業者は、
APEC域内で個人データ越境移転を行うことができる。

日本は平成26年4月にCBPRシステムに参加し、平成28年1月には、APEC CBPRシ
ステムの認証団体として我が国で初めて一般財団法人日本情報経済社会推進協
会（JIPDEC)が認定された。

個人情報保護委員会は、国内外におけるワークショップの開催な
どを通じて、CBPRシステムに関する周知活動及び、APEC加盟エ
コノミーに対する参加促進に積極的に取り組んでいます。

２２



Ｘ社Ｘ社
Ａ社Ａ社

日本日本 APEC参加エコノミーAPEC参加エコノミー

（注）APEC CBPRシステムの認証を取得している事業者は、その取得要件として、当該事業者に代
わって第三者に個人情報を取り扱わせる場合においても、当該事業者が本人に対して負う義務が同
様に履行されることを確保する措置を当該第三者との間で整備している必要があることとされている。

Ｙ社Ｙ社
Ｂ社Ｂ社

企業のメリットは？

⇒ その１ 日本から外国（APEC域内に限らない）への個人データの移転がスムーズに！
改正個人情報保護法においては、外国への個人データの移転が認められる例として、
出し手（注）または受け手によるCBPRシステムの認証の取得を、ガイドラインの中で明記。

⇒ その２ APEC域内から日本への個人データの移転がスムーズに！

⇒ その３ 国内外の消費者へのアピールポイントに！

取引先としてのブランド力ＵＰ！

CBPR
認証

CBPR
認証

データ移転
ＯＫ

データ移転
ＯＫ
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米国
TRUSTe日本

JIPDEC

メキシコ

カナダ

アジア諸国

現在、アジア諸国が
参加を検討中！

：現在の参加国

近未来

さらに未来 EUの個人データ越境移転の制度との相互運用への道も

・APEC加盟エコノミー

アジア諸国の参加が実現すれば、更に利便性が向上。また、APEC域内における認証事業者のブランド力もアップ。

CBPRシステムを利用した個人データ越境移転のイメージ図

APEC CBPRシステムの未来予想図

（注）地図の出典：外務省ホームページ

認証企業：インタセクト・
コミュニケーションズ株式
会社

認証企業：IBM,MERCK,
APPLE, HP, CISCO 
SYSTEMS 他
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インドネシア 韓国
シンガポール タイ 台湾
中国 日本 フィリピン
ブルネイ ベトナム
香港 マレーシア

ロシア

オーストラリア
ニュージーランド
パプアニューギニア

ペルー
メキシコ
チリ

（参考）現在のAPEC加盟エコノミー

（注）地図の出典：外務省ホームページ

米国
カナダ
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