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法 GL頁 区分１ 区分２ 法的要求事項 該当/非該当 文書審査の指摘 文書審査の是正 適合確認 教育した項目 実態審査結果 実態審査の是正 適合確認 判定審査 適合に関する疑義、不適合の指摘 個人情報保護計画 適合確認

1 法第3条 3 原則 原則

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき

ものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければな

らない。

2 法第17条第1項 31
個人情報の

利用目的
利用目的の特定

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利

用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定しなけれ

ばならない。

3 法第17条第2項 32
個人情報の

利用目的
利用目的の変更

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、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を超えて行って

はならない。

4 法第21条第3項 32
個人情報の

利用目的
利用目的の変更

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利

用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

5 法第18条第1項 33
個人情報の

利用目的
利用目的による制限

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の

規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人

情報を取り扱ってはならない。

6 法第18条第2項 34
個人情報の

利用目的
事業の承継

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱

事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合

は、あらかじめ本人の同意を得ないで、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、当該個人情報を取り

扱ってはならない。

7 法第18条第3項 34
個人情報の

利用目的

利用目的による制限の例

外

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3)公衆 衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。

(5)当該個人情報取扱事業が学術研究機関等である場合であって、当

該個人情報を学術研究の用に供する目的（以下この章において「学

術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき 当該個人情報を

取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利

利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。) 。

(6)学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術

研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある

とき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である

場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）。

8 法第19条 39 不適切利用禁止 不適正利用の禁止
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発す

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。

9 法第20条第1項 40 個人情報の取得 適正取得
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取

得してはならない。

10 法第17条第2項 41 個人情報の取得 要配慮個人情報の取得

2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、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。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。

(5)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、

当該 配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該

要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を

含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。）。

(6)学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であっ

て、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき

（当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である

場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同し

て学術研究を行う場合に限る。）。

(7)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第57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

(8)その他 前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場

合

法令適合⾃⼰宣⾔書（公認事前審査）
１．事業者名
２．所在地/連絡先
３．代表者⽒名
４．公認事前審査員のクーポンコード及び⽒名
５．事前審査
  ①該当/⾮該当のチェック⽇
  ②⽂書審査実施⽇
  ③⽂書審査の適合確認⽇
  ④教育の実施⽇
  ⑤実態審査実施⽇
  ⑥実態審査の適合確認⽇
６．判定審査
  ①判定審査受審⽇
  ②適合に関する疑義、不適合の指摘に対する個⼈情報保護計画の提出⽇
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11 法第21条第1項 46 個人情報の取得 利用目的の通知又は公表

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、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。

12 法第21条第2項 47 個人情報の取得 直接書面等による取得

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で

契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電磁的記録を含

む。以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個人情報

を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個

人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的

を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保

護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

13 法第21条第4項 48 個人情報の取得
利用目的の通知等をしな

くてよい場合

4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三

者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報

取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知

し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。

(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

14 法第22条 50 個人データの管理
データ内容の正確性の確

保等（努力義務）

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、

個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、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。

15 法第23条 51 個人データの管理 安全管理措置

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又

は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切

な措置を講じなければならない。

16 法第24条 52 個人データの管理 従業者の監督

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに

当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業

者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

17 法第25条 52 個人データの管理 委託先の監督

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託

する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図ら

れるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなけ

ればならない。

18 法第26条（第1項） 57
個人データの漏えい等の報

告
報告対象となる事態

1 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、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として個人情報保護委員会

規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定め

るところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告

しなければならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個

人情報取扱事業者から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委

託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところ

により、当該事態が生じた旨を当該他 の個人情報取扱事業者に通知

したときは、この限りでない。

19 法第26条（第2項） 64
個人データの漏えい等の報

告
本人への通知

2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者（同項ただし書の

規定による通知をした者を除く。）は、本人に対し、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しな

ければならない。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これに代わるべき措置をとると

きは、この限りでない。

20 法第32条第1項 116 保有個人データ
保有個人データに関する

事項の本人への周知

1　個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項

について、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答

する場合を含む。）に置かなければならない。

(1)当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名

(2)全ての保有個人データの利用目的（第21条第4項第1号から第3号

までに該当する場合を除く。）

(3)次 項の規定による求め又は次条第1項 （同条第5項において準用

する場合を含む。）、第34条第1項若しくは第35条第1項 、 第3項若

しくは第5項の規定による請求に応じる手続（第38条第2項の規定に

より手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。）

(4)前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確

保に関し必要な事項として政令で定めるもの

21
法第32条 （第2項・第3

項）
122 保有個人データ

保有個人データの利用目

的の通知

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個

人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞

なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。

(1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目

的が明らかな場合

(2)第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合

3個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人

データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対

し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

22 法第33条（第1項） 123 保有個人データ 保有個人データの開示

1 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有

個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委

員会規則で定める方法による開示を請求することができる。

23 法第33条（第2項） 123 保有個人データ 保有個人データの開示

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、

本人に対し、 同項の規定により当該本人が請求した方法（当該方法

による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示

が困難である場合にあっては、書面の交付による方法） により、遅

滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、

開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全

部又は一部を開示しないことができる。

(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するお

それがある場合

(2)当該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

(3)他の法令に違反することとなる場合

24 法第33条（第3項） 123 保有個人データ 保有個人データの開示

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人

データの全部 若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき

、 当該保有個人データが存在しないとき 、又は同項の規定により

本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

25 法第33条（第4項） 123 保有個人データ 保有個人データの開示

4 他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相

当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は

一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保

有個人データについては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
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26 法第34条 131 保有個人データ 保有個人データの訂正等

1 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有

個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容

の訂正、追加又は削除（以下この条において「訂正等」という。）

を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合に

は、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が

定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内におい

て、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人

データの内容の訂正等を行わなければならない。

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人

データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又

は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞な

く、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知し

なければならない。

27 法第35条第1項 132 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

1 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有

個人データが第18条若しくは第19条の2の規定に違反して取り扱われ

ているとき 、 又は第20条の規定に違反して取得されたものである

ときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下この条に

おいて「利用停止等」という。）を請求することができる。

28 法第35条第2項 132 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合で

あって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正

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

止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用

停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが

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は、この限りでない。

29 法第35条第3項 132 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有

個人データが第27条第1項又は第28条の規定に違反して第三者に提供

されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を

請求することができる。

30 法第35条第4項 132 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合で

あって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、

当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用

を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合

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

措置をとるときは、この限りでない。

31 法第35条第5項 132 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有

個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった

場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第26条第1項本文

に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人

データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるお

それがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者

への提供の停止を請求することができる。

32 法第35条第6項 132 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合で

あって、その請求に理由があることが判明したときは、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。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への

提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三

者への提供の停止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は、この

限りでない。

33 法第35条第7項 133 保有個人データ
保有個人データの利用停

止等

7 個人情報取扱事業 者は、第1項若しくは第5項の規定による請求に

係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行っ

たとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3

項若しくは第5項 の規定による請求に係る保有個人データの全部若

しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者

への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞な

く、その旨を通知しなければならない。

34 法第36条 138 保有個人データ 理由の説明

個人情報取扱事業者は、第32条第3項、第33条第3項（同条第5項にお

いて準用する場合を含む。）、第34条第3項又は前条第7項の規定に

より、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部につ

いて、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる

措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明す

るよう努めなければならない。

35 法第37条 139 保有個人データ
開示等の請求等に応じる

手続

1 個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規定による求め又は第33条

第1項（同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び第34

条において同じ。）、第34条第1項若しくは第35条第1項、第3項若し

くは第5項の規定による請求（以下この条及び第54条第1項において

「開示等の請求等」という。）に関し、政令で定めるところによ

り、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。こ

の場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行

わなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、そ

の対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足り

る事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報

取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることが

できるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に

資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらな

ければならない。

3 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によって

することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に

応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するもの

とならないよう配慮しなければならない。

36 法第38条 142 保有個人データ 手数料

1 個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規定による利用目的の通知

を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けた

ときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合

は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、そ

の手数料の額を定めなければならない。

37 法第40条 144 保有個人データ
個人情報の取扱いに関す

る苦情処理（努力義務）

1 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切か

つ迅速な処理に努めなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制

の整備に努めなければならない。
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38 10-1 基本方針の策定 163 安全管理措置の内容 基本方針の策定

個人情報取扱事業者は、個人データの適正な取扱いの確保について

組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要であ

る。具体的に定める項目の例としては、「事業者の名称」、「関係

法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」、

「質問及び苦情処理の窓口」等が考えられる。

39
10-2 個人データの取扱い

に係る規律の整備
163 安全管理措置の内容

個人データの取扱いに係

る規律の整備

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等の防止

その他の個人データの安全管理のために、個人データの具体的な取

扱いに係る規律を整備しなければならない。

40 10-3 組織的安全管理措置 164 安全管理措置の内容 組織的安全管理措置
個人情報取扱事業者は、組織的安全管理措置として、次に掲げる措

置を講じなければならない。

41 10-3 組織的安全管理措置 164 安全管理措置の内容 組織的安全管理措置
（1）組織体制の整備

安全管理措置を講ずるための組織体制を整備しなければならない。

42 10-3 組織的安全管理措置 164 安全管理措置の内容 組織的安全管理措置

（2）個人データの取扱いに係る規律に従った運用

あらかじめ整備された個人データの取扱いに係る規律に従って個人

データを取り扱わなければならない。なお、整備された個人データ

の取扱いに係る規律に従った運用の状況を確認するため、利用状況

等を記録することも重要である。

43 10-3 組織的安全管理措置 164 安全管理措置の内容 組織的安全管理措置

（3）個人データの取扱状況を確認する手段の整備

個人データの取扱状況を確認するための手段を整備しなければなら

ない。

44 10-3 組織的安全管理措置 164 安全管理措置の内容 組織的安全管理措置

（4）漏えい等事案に対応する体制の整備

漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応

するための体制を整備しなければならない。なお、漏えい等事案が

発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点か

ら、事案に応じて、事実関係及び再発防止策等を早急に公表するこ

とが重要である（※）。

（※）個人情報取扱事業者において、漏えい等事案が発生した場合

等の対応の詳細については、法第26条（個人データの漏えい等の報

告等）を参照のこと。

45 10-3 組織的安全管理措置 164 安全管理措置の内容 組織的安全管理措置

（5）取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

個人データの取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び

改善に取り組まなければならない。

46 10-4 人的安全管理措置 168 安全管理措置の内容 人的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、人的安全管理措置として、次に掲げる措置

を講じなければならない。また、個人情報取扱事業者は、従業者に

個人データを取り扱わせるに当たっては、法第24条に基づき従業者

に対する監督をしなければならない。

47 10-4 人的安全管理措置 168 安全管理措置の内容 人的安全管理措置

従業者の教育

従業者に、個人データの適正な取扱いを周知徹底するとともに適切

な教育を行わなければならない。

48 10-5 物理的安全管理措置 169 安全管理措置の内容 物理的安全管理措置
個人情報取扱事業者は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措

置を講じなければならない。

49 10-5 物理的安全管理措置 169 安全管理措置の内容 物理的安全管理措置

（1）個人データを取り扱う区域の管理

個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等

の重要な情報システムを管理する区域（以下「管理区域」とい

う。）及びその他の個人データを取り扱う事務を実施する区域（以

下「取扱区域」という。）について、それぞれ適切な管理を行わな

ければならない。

50 10-5 物理的安全管理措置 169 安全管理措置の内容 物理的安全管理措置

（2）機器及び電子媒体等の盗難等の防止

個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等

を防止するために、適切な管理を行わなければならない。

51 10-5 物理的安全管理措置 169 安全管理措置の内容 物理的安全管理措置

（3）電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止

個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易

に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じなければならな

い。なお、「持ち運ぶ」とは、個人データを管理区域又は取扱区域

から外へ移動させること又は当該区域の外から当該区域へ移動させ

ることをいい、事業所内の移動等であっても、個人データの紛失・

盗難等に留意する必要がある。

52 10-5 物理的安全管理措置 169 安全管理措置の内容 物理的安全管理措置

（4）個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄

個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等

を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行わなければならない。

また、個人データを削除した又は個人データが記録された機器、電

子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存するこ

とや、それらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は

廃棄したことについて証明書等により確認することも重要である。

53 10-6 技術的安全管理措置 172 安全管理措置の内容 技術的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、情報システム（パソコン等の機器を含む。

を使用して個人データを取り扱う場合（インターネット等を通じて

外部と送受信等する場合を含む。）、技術的安全管理措置として、

次に掲げる措置を講じなければならない。

54 10-6 技術的安全管理措置 172 安全管理措置の内容 技術的安全管理措置

（1）アクセス制御

担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するため

に、適切なアクセス制御を行わなければならない。
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55 10-6 技術的安全管理措置 172 安全管理措置の内容 技術的安全管理措置

（2）アクセス者の識別と認証

個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアク

セス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなけ

ればならない。

56 10-6 技術的安全管理措置 172 安全管理措置の内容 技術的安全管理措置

（3）外部からの不正アクセス等の防止

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は

不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなけ

ればならない。

57 10-6 技術的安全管理措置 162 安全管理措置の内容 技術的安全管理措置

（4）情報システムの使用に伴う漏えい等の防止

情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための

措置を講じ、適切に運用しなければならない。

58 法第27条第1項 67 個人データの第三者提供 第三者提供の制限の原則

1 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、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してはならな

い。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が

ある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。

(5)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、

当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむ

を得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合

を除く。）。

(6)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、

当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個

人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、

個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当

該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合

に限る。）。

(7)当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三 が

当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個

人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、

個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。

59 法第27条第2項 71 個人データの第三者提供
オプトアウトに関する原

則

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、

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

提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につ

いて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじ

め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くととも

に、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわら

ず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第

三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第20条第1項の規

定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者から

この項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）である場合は、この限りでない。

(1)第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては、その代表者（法人でない団体で代表者又

は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以

下この条、第30条第1項第1号及び第32条第1項第1号において同

じ。）の氏名

(2)第三者への提供を利用目的とすること。

(3 ) 第三者に提供される個人データの項目

(4)第三者に提供される個人データの取得の方法

(5)第三者への提供の方法

(6 ) 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こと。

(7 ) 本人の求めを受け付ける方法

(8)その他個人の権利利益を保護す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事項

60 法第27条第3項 76 個人データの第三者提供

オプトアウトに関する事

項の変更 及び個人デー

タの提供をやめた場合

3 個人情報取扱事業者は、 前項第1号に掲げる事項に変更があった

とき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞な

く、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更

しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に

知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なけれ

ばならない。

61 法第27条第5項 78 個人データの第三者提供 第三者に該当しない場合

5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、

前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

(1)個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個

人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人

データが提供される場合

(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供さ

れる場合

(3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者

に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人

データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的

並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名

称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 について、

あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置い

ているとき。

62 法第27条第6項 82 個人データの第三者提供
共同利用に係る事項の変

更

6 個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する個人データの管理に

ついて責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあって

は、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定

する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようと

するときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人

が容易に知り得る状態に置かなければならない。

63 法第28条第1項 83 個人データの第三者提供
外国にある第三者への提

供の制限

1 個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をい

う。以下同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の

水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している

外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この

条 及び第26条の2第1項第2号において同じ。）にある第三者（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に適合する体制を整備してい

る者を除く。以下 この項及び次項並びに同号 において同じ。）に

個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除く

ほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同

意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適

用しない。

64 法第28条第2項 83 個人データの第三者提供
外国にある第三者への提

供の制限

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようと

する場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あ

らかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第

三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考と

なるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
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65 法第28条第3項 83 個人データの第三者提供
外国にある第三者への提

供の制限

3 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者（第1項に

規定する体制を整備している者に限る。）に提供した場合には、個

人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相

当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるととも

に、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。

66 法第29条 85 個人データの第三者提供
第三者提供に係る記録の

作成等

1 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者（第16条第2項各号に

掲げる者を除く。以下この条及び次条 （第31条第3項において読み

替えて準用する場合をむ。）において同じ。）に提供したときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを

提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護

委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又は第5項各号の

いずれか（前条第1項 の規定による個人データの提供にあっては、

第27条第1項各号のいずれか）に該当する場合は、この限りでない。

2 個人 情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日か

ら個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

67 法第30条第1項 87 個人データの第三者提供
第三者提供を受ける際の

確認等

1 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに

際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲

げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データ

の提供が第27条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。

(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その

代表者の氏名

(2)当該 第三者による当該個人データの取得の経緯

68 法第30条第2項 87 個人データの第三者提供
第三者提供を受ける際の

確認等

2 前項の第三者は、個人 情報取扱事業者が同項の規定による確認を

行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に

係る事項を偽ってはならない。

69 法第30条第3項 88 個人データの第三者提供
第三者提供を受ける際の

記録の作成等

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの

提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委

員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

70 法第30条第4項 88 個人データの第三者提供
第三者提供を受ける際の

記録の作成等

4 個人 情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日か

ら個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

71 法第31条（第 1 項）(1) 94 個人関連情報

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

1 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報（個人関連情

報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第６章に

同じ。）を個人データとして取得することが想定されるときは、第

27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、

あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認する

ことをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはなら

ない。

(1)当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を

受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨

の当該本人の同意が得られていること。

72 法第31条（第 1 項）(2) 96 個人関連情報

外国にある第三者への提

供にあっては、必要な情

報が当該本人に提供され

ていること

(2)外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得よ

うとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところに

より、 あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制

度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本

人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

73 法第31条（第2項） 96 個人関連情報

外国にある第三者への提

供にあっては、必要な情

報が当該本人に提供され

ていること

2 第28条第3項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者

が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合におい

て、同条第3項中「講ずるとともに、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」とあるのは、「講じ」と読

み替えるものとする。

74 法第31条（第3項） 100 個人関連情報 提供元における記録義務

3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により個人関連情

報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合におい

て、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と

読み替えるものとする。

75 法第30条（第3項） 100 個人関連情報 提供元における記録義務

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの

提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委

員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

76 法第31条（第3項） 104 個人関連情報 提供元における記録事項

2 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により個人関連情

報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合におい

て、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と

読み替えるものとする。

77 法第30条（第3項） 104 個人関連情報 提供元における記録事項

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの

提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委

員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

78 法第31条（第3項） 107 個人関連情報 保存期間

3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により個人関連情

報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合におい

て、同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と

読み替えるものとする。

79 法第30条（第4項） 107 個人関連情報 保存期間
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日か

ら個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

80 法第30条（第1項） 108 個人関連情報
提供先の第三者における

確認義務

1 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに

際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲

げる事項の確認を行わなければならない。（略）

81 法第30条（第1項） 108 個人関連情報 確認方法

1 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに

際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲

げる事項の確認を行わなければならない。（略）

(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その

代表者の氏名

(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯

82 法第30条（第3項） 110 個人関連情報
提供先の第三者における

記録義務

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの

提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委

員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

83 法第30条（第4項） 115 個人関連情報 保存期間
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日か

ら個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

84 法第33条（第5項） 127 保有個人データ
第三者提供記録の開示の

方法

5 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データ

に係る第29条第1項及び第30条第3項の記録（その存否が明らかにな

ることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定める

ものを除く。第37条第2項において「第三者提供記録」という。）に

ついて準用する。

85 法第33条第5項 128 保有個人データ
第三者提供記録の開示の

方法

5 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データ

に係る第29条第1項及び第30条第3項の記録（その存否が明らかにな

ることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定める

ものを除く。第37条第2項において「第三者提供記録」という。）に

ついて準用する。

86 法第33条第1項 128 保有個人データ
第三者提供記録の開示の

方法

1 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有

個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委

員会規則で定める方法による開示を請求することができる。

87 法第33条第5項 128 保有個人データ
第三者提供記録の開示の

方法

5 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データ

に係る第29条第1項及び第30条第3項の記録（その存否が明らかにな

ることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定める

ものを除く。第37条第2項において「第三者提供記録」という。）に

ついて準用する。
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88 法第33条（第2項） 129 保有個人データ
第三者提供記録の不開示

事由等

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、

本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法（当該方法

による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示

が困難である場合にあっては、書 面の交付による方法） により、

遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただ

し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の全部又は一部を開示しないことができる。

(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するお

それがある場合

(2)当該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

(3)他の法令に違反することとなる場合

89 法第33条（第3項） 129 保有個人データ
第三者提供記録の不開示

事由等

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人

データの全部 若しくは 一部について開示しない旨の決定をしたと

き 、 当該保有個人データが存在しないとき 、又は同項の規定によ

り本人が請求した方法による開示が困難であるとき は、本人に対

し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

90 法第41条（第1項） 145 仮名加工情報 仮名加工情報の作成等

1 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報（仮名加工情報データベー

ス等を構成するものに限る。以下同じ。）を作成するときは、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

す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

に従い、個人情報を加工しなければならない。

91 法第41条（第2項） 145 仮名加工情報
仮名加工情報の安全管理

措置等

2 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名

加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等（仮名加工情報の

作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号

並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。

以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項におい

て同じ。）を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するため

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に従い、

削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

92 法第42条（第3項） 145 仮名加工情報
仮名加工情報の安全管理

措置等

3 第23条から第23条まで、第40条並びに前条第7項及び第8項の規定

は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて

準用する。この場合において、第23条中「漏えい、滅失又は毀損」

とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「た

めに、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

93 法第41条（第3項・第4項） 146 仮名加工情報
利用目的の制限・ 公表

等

3 仮名加工情報取扱事業者（個人情報取扱事業者である者に限る。

以下この条において同じ。）は、第18条の規定にかかわらず、法令

に基づく場合を除くほか、第17条第1項の規定により特定された利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個人情報である

ものに限る。以下この条において同じ。）を取り扱ってはならな

い。

4 仮名加工情報についての第21条の規定の適用については、同条第1

項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表

し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又

は公表する」とあるのは「公表する」とする。

94 法第41条（第5項） 146 仮名加工情報
利用する必要がなくなっ

た場合の消去

5 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び

削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及

び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この

場合においては、第22条の規定は、適用しない。

95 法第41条（第6項） 146 仮名加工情報 第三者提供の禁止等

6 仮名加工情報取扱事業者は、第27条第1項及び第2項並びに第28条

第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工

情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合に

おいて、第27条第5項中「前各項」とあるのは「第41条第6項」と、

同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

いて」とあるのは「公表して」と、同条第6項中「、本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表

しなければ」と、第29条第1項ただし書中「第27条第1項各号又は第5

項各号のいずれか（前条第1項の規定による個人データの提供にあっ

ては、第27条第1項各号のいずれか）」とあり、及び第30条第1項た

だし書中「第27条第1項各号又は第5項各号のいずれか」とあるのは

「法令に基づく場合又は第27条第5項各号のいずれか」とする。

96 法第42条（第1項・第2項） 147 仮名加工情報 第三者提供の禁止等

1 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名

加工情報（個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同

じ。）を第三者に提供してはならない。

2 第27条第5項及び第6項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者

について準用する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあ

るのは「第42条第1項」と、同項第1号中「個人情報取扱事業者」と

あるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第3号中「、本人に通

知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表

して」と、同条第6項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加

工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り

得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替

えるものとする。

97 法第41条（第7項） 147 仮名加工情報 識別行為の禁止

7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たって

は、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識

別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならな

い。

98 法第42条（第3項） 147 仮名加工情報 識別行為の禁止

3 第23条から第25条まで、第40条並びに前条第7項及び第8項の規定

は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて

準用する。この場合において、第20条中「漏えい、滅失又は毀損」

とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「た

めに、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

99 法第41条（第8項） 147 仮名加工情報 本人への連絡等の禁止

8 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たって

は、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関す

る法律平成14年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者

若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に

規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若

しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定める

ものをいう。を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮

名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

100 法第42条（第3項） 148 仮名加工情報 本人への連絡等の禁止

3 第23条から第25条まで、第40条並びに前条第7項及び第8項の規定

は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて

準用する。この場合において、第20条中「漏えい、滅失又は毀損」

とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「た

めに、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

101 法第41条（第9項） 148 仮名加工情報 適用除外

9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報

である保有個人データについては、第17条第2項、第26条及び第32条

から第39条までの規定は、適用しない。

102 法第43条（第1項） 148 匿名加工情報 匿名加工情報の作成等

1 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報（匿名加工情報データベー

ス等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。）

を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用い

る個人情報を復元することができないようにす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に従い、当該個人情報

を加工しなければならない。
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103
法第43条（第2項・第3項・

第6項）
149 匿名加工情報

匿名加工情報の安全管理

措置等

2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作

成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前

項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止する

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に従

い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならな

い。

3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、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しなければならない。

6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿

名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工

情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加

工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、か

つ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

104 法第46条 150 匿名加工情報
匿名加工情報の安全管理

措置等

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要

かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他

の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら

講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならな

い。

105 法第43条（第4項） 150 匿名加工情報
匿名加工情報の第三者提

供

4 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情

報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含ま

れる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表する

とともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情

報である旨を明示しなければならない。

106 法第44条 151 匿名加工情報
匿名加工情報の第三者提

供

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報（自ら個人情報を加工し

て作成したものを除く。以下この節において同じ。）を第三者に提

供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あ

らかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関す

る情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該

第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明

示しなければならない。

107 法第43条（第5項） 151 匿名加工情報 識別行為の禁止

5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加

工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いら

れた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他

の情報と照合してはならない。

108 法第45条 151 匿名加工情報 識別行為の禁止

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たって

は、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識

別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識

別符号若しくはは第43条第1若しくはは第114条第1項（同条第2項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により行われた加工の方法に

関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合して

はならない。

109 法第57条 154 域外適用及び適用除外 適用除外

1 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、そ

の個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に

規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

(1)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行

う個人を含む。 報道の用に供する目的

(2)著述を業として行う者　著述の用に供する目的

(3)宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供す

る目的

(4)政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供す

る目的

2 前項第1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して

客観的事実を事実として知らせること（これに基づいて意見又は見

解を述べることを含む。）をいう。

3 第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加

工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、

個人情報等（個人関連情報を除く。以下この項において同じ。）の

取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確

保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表

するよう努めなければならない。

110 法第58条 156 域外適用及び適用除外 適用の特例

1 個人情報取扱事業 又は匿名加工情報取扱事業者のうち別表第2に

掲げる法人については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、

適用しない。

2 独立行政法人労働者康安全機構が行う病院（医療法（昭和23年法

律第205号）第1条の5第1項に規定する病院をいう。第66条第2項第3

号並びに第123条第1項及び第3項において同じ。）の運営の業務にお

ける個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについて

は、個人情報取扱事業 、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報

取扱事業 による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱い

とみなして、この章（第32条から第39条まで及び第4節を除く。）及

び第6章から第8章までの規定を適用する。

111 法第123条（第1項） 156 域外適用及び適用除外 適用の特例

1 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務におけ

る個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、

この章（第1節、第66条第2項（第3号及び第4号（同項第3号に係る部

分に限る。）に係る部分に限る。）において準用する同条第1項、第

75条、前二節、前条第2項及び第125条を除く。）の規定、第171条及

び第175条の規定（これらの規定のうち第66条第2 第3号及び第4号

（同 第3号に係る部分に限る。）に定める業務に係る部分を除

く。）並びに第176条の規定は、適用しない。

112 法第123条（第2項） 156 域外適用及び適用除外 適用の特例

2 別表第2に掲げる法人による個人情報又は匿名加工情報の取扱いに

ついては、独立行政法人等による個人情報又は匿名加工情報の取扱

いとみなして、第1節、第75条、前二節、前条第2項、第125条及び次

章から第8章まで（第171条、第175条及び第176条を除く。）の規定

を適用する。

113 法第123条（第3項） 156 域外適用及び適用除外 適用の特例

3 別表第2に掲げる法人及び独立行政法人労働者健康安全機構（病院

の運営の業務を行う場合に限る。）についての第98条の規定の適用

については、同条第1項第1号中「第61条第2項の規定に違反して保有

されているとき、第63条の規定に違反して取り扱われているとき、

第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第69条第1

項及び第2項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第

18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は

第20条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第2号

中「第69条第1項及び第2項又は第71条第1項」とあるのは「第27条第

1項又は第28条」とする。

114 法第59条 158 域外適用及び適用除外 学術研究機関等の責務

個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う

個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、

その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置

の内容を公表するよう努めなければならない。

115 法第166条 160 域外適用及び適用除外 域外適用

この法律は、個人情報取扱事業者等が、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、

当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個

人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、

外国において取り扱う場合についても、適用する。

116 10-7 外的環境の把握 175 安全管理措置の内容 外的環境の把握

個人情報取扱事業者が、外国において個人データを取り扱う場合、

当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人

データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。


