
９ 要配慮個人情報の取扱い

Ｑ 人種・病歴等（要配慮個人情報）を含む情報を取り扱う
場合にはどのような点に注意が必要ですか。

Ａ ①要配慮個人情報を取得する際には、一部の例外的な場合を
除き、原則として本人の同意が必要です。また、②要配慮個人
情報を含む個人データを第三者に提供する際には、いわゆるオ
プトアウトの方法を用いることはできません。事業者として
は、特にこの2点に注意が必要です。

解 説

1 要配慮個人情報の取扱い
(1) 改正内容
今回の法改正では、個人情報の一類型として、新たに「要配慮個人

情報」が追加されました（新法2③）（詳細はＱ3を参照）。個人情報取扱
事業者における要配慮個人情報の取扱いについては、次の2つの規律
が定められました。まず、①取得の際には、原則として本人の同意が
必要です。また、②要配慮個人情報を含む個人データを第三者に提供
する際には、いわゆるオプトアウトの方法を用いることはできません。
それぞれ、2以下で解説します。
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(2) 改正の趣旨
要配慮個人情報は、その性質上、本人に対する不当な差別や偏見が
生じ得るものです。EUなどの諸外国でも、このような情報は、「セン
シティヴデータ」等と呼ばれ、特別の規律が設けられています。
今回の法改正では、このような情報の性質と、諸外国の動向を考慮
し、要配慮個人情報の取扱いが定められました（瓜生19頁）。

2 取得の際の注意点
(1) 原 則
個人情報取扱事業者は、次の(2)の場合を除き、あらかじめ本人の同
意を得ずに、要配慮個人情報を取得することはできません（新法17②柱
書）。
本人の同意は「あらかじめ」、すなわち要配慮個人情報の取得時まで

に必要です。同意を取得する方法には制限はなく、口頭による同意も
含まれ得ます（通則ガイドライン24頁）。
「取得」の定義については、必ずしも明確にされていませんが、個
人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合に、
単にこれを「閲覧」するにすぎず、「転記等」を行わない場合は、「取
得」とは解されません（通則ガイドライン32頁。なお通則パブコメ415も参照）。
また、第三者から要配慮個人情報の提供を受けて取得する場合は、
提供元において、本人から第三者への提供について同意を得ていれば、
提供先において重ねて取得について本人から同意を得る必要はありま
せん（通則ガイドライン36頁）。
なお、今後、各種ガイドラインや、認定個人情報保護団体が定める
個人情報保護指針等においては、より厳しい内容が求められる可能性
もあります（例えば、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5
条参照）。
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(2) 例 外
例外的に、図表9－1に挙げる6つの場合には、個人情報取扱事業者は、
本人の同意なく要配慮個人情報を取得することができます（新法17②。
具体例については通則ガイドライン33頁以下を参照。①から④の具体例はＱ7の

図表7－2も参照）。
【図表9－1：本人の同意なく要配慮個人情報を取得できる場合】

① 法令に基づく場合（新法17②一）
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（新法17②二）

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（新法17
②三）

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（新法17②四）

⑤ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、新法76
条1項各号に掲げる者、下記⑤－1の者、⑤－2の者により公開されて
いる場合（新法17②五）
⑤－1 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機

関（規則6一）
⑤－2 外国において新法76条1項各号に掲げる者に相当する者（規

則6二）

⑥ 下記⑥－1、⑥－2の場合（新法17②六）
⑥－1 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らか

な要配慮個人情報を取得する場合（新令7一）
⑥－2 新法23条5項各号に定める委託、事業承継又は共同利用によ

り個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき（新令
7二）
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①から④は、改正前の法文の他の箇所（旧法16③・23①）で用いられて
いた文言と同一であり、各号の解釈も同一と解されます（通則パブコメ
425参照）。⑤と⑥は新設された文言です。
①の例としては、個人情報取扱事業者が労働安全衛生法に基づいて
健康診断を実施し、従業員の病状等の情報を健康診断実施機関から取
得する場合が挙げられます（通則ガイドライン33頁。労働安全衛生法66の3
参照）。これに対し、法令に基づいて事業者に結果取得義務が生じない
健康診断等は含まれないと解されます。
⑤の例としては、本人がホームページなどを通じて、自己の信条や
病歴について表明している場合等が挙げられます。
「公開」する主体は、「本人」や「〔新法〕第76条第1項各号に掲げる
者」（すなわち報道機関等）のように、条文上明記された者（以下「本
人ら」といいます。）に限られ、その他の第三者が無断で公開した場合
は含まれません。
また、「〔新法〕第76条第1項各号に掲げる者」による公開の場合は、

当該各号に規定する目的での公開でなければなりません（通則パブコメ
452。瓜生26頁も参照）。例えば、報道機関による公開の場合は、報道の
用に供する目的（新法76①一）でなければ⑤の要件を満たしません。
「公開」とは、自らがその意思にかからしめて一定のものを他人の
知ることができる状態に置くことをいいます（通則パブコメ438等、令開
示資料28－7・31－3）。ただし、ＳＮＳ等において一定の範囲のみに限定
して表示している場合は、「公開」に該当しないと解されます（通則パ
ブコメ428）。
また、公開「された」ではなく、現在形で公開「されている」こと
も必要です。そのため、例えば本人らが病歴などの要配慮個人情報を
一旦公開したものの、後に同情報を公開停止し、それにもかかわらず
インターネット上の第三者のウェブサイト（いわゆるアーカイブサイ
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トや、「まとめサイト」などと呼ばれるウェブサイト等）において情報
が公開され続けている場合は、本人らにより「公開されている」とは
いえず、⑤の要件を満たさないものと考えられます（通則パブコメ453
には、「〔新〕法第17条第2項第5号に定める者により公開された情報で
あれば、原則としてその先の規制は受けない」とありますが、本人ら
が公開情報を後に削除した場合は、この「原則」に対する例外に該当
するものと解されます。）。
(3) 違法な取得を行った場合の効果
個人情報取扱事業者が、新法17条に違反して要配慮個人情報を取得

した場合には、個人情報保護委員会からの勧告や命令の対象になり得
ます（新法42①②）。そのような場合には、本人は、事業者に対して利用
停止等を請求できますし（新法30①）、事業者に対して利用停止等の訴
えを提起することも可能です（新法34①）（詳細はＱ18を参照）。

3 第三者提供の際の注意点
(1) オプトアウトの方法による第三者提供の禁止
個人情報取扱事業者は、第三者に個人データを提供する際には、い

わゆるオプトアウトの方法によることができます（新法23②）（詳細は
Ｑ12・Ｑ13を参照）。しかし、今回の改正で、要配慮個人情報について
は、オプトアウトの方法で第三者に提供することはできなくなりまし
た（新法23②括弧書）。
(2) 改正の趣旨
オプトアウト手続については、法定の手続をとったとしても、実際

には本人が明確に認識できないうちに、個人データが第三者に提供さ
れるおそれがあります。そのため、情報の性質上、特に慎重な取扱い
が求められる要配慮個人情報については、オプトアウト手続による第
三者提供は認められませんでした（瓜生23頁）。
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(3) 事業者における注意点
事業者が個人データをオプトアウトの方法で第三者に提供する際に
は、その中に要配慮個人情報が含まれていないか確認してください。
要配慮個人情報が含まれている場合には、同情報が含まれないように
処理した上で第三者に提供するか、又は本人の同意をあらかじめ取得
した上で第三者に提供する必要があります（新法23①）。

（数藤 雅彦）
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13 個人データの提供者・受領者の義務

Ｑ 当社は個人データを他社から入手し、第三者に提供して
いますが、新たにどのような義務が課せられますか。

Ａ 個人データを第三者から入手する場合には、①提供者の氏名、

住所及び個人データの取得の経緯等について確認し、②提供や

確認に係る事項の記録を作成し、③②の記録を保存する義務が

課され、また、個人データを第三者に対して提供する場合には、

提供に係る記録を作成し、保存する義務が課されました。

解 説

1 第三者提供における確認・記録義務の概要

個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける場合に

は、当該第三者が当該個人データを取得した経緯等を確認する義務を

負います（新法26①）。また、個人情報取扱事業者が第三者に個人デー

タを提供する場合又は第三者から個人データの提供を受ける場合に

は、当該第三者の氏名等の記録を作成・保存する義務を負います（新法

25・26③④）。

これらは、近年発生した大規模な個人情報の漏えい事件を契機に、

いわゆる名簿業者を介在し、違法に入手された個人データが社会に流

通している実態が社会に認識されたことから、流通のどの段階で違法

行為が行われたのかの証拠を残すこと（トレーサビリティ）を趣旨と

し、個人データの適正な第三者提供を確保するために設けられた規定

です。

この第三者提供における確認・記録義務については、個人情報保護
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委員会より、確認記録義務ガイドラインが公表され、確認・記録義務

の運用について整理されています。

【図表13－1：個人データの流れ（例）】

【図表13－2：確認・記録義務の概要（「②第三者提供」の場合）】

確認義務 記録義務

提供者
(Ｘ)

新法25①
(下記3(2)及び4参照)

受領者
(Ｙ)

新法26①
(下記2参照)

新法26③
(下記3(1)及び4参照)

2 受領者の確認義務
第三者から個人データの提供を受ける個人情報取扱事業者（受領者）

は、第三者から個人データの提供を受ける際には、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、㋐（提供者となる）第三者の氏名（名

称）、住所及び代表者の氏名、並びに㋑当該第三者が個人データを取得

した経緯を確認する必要があります（新法26①）。

よって、図表13－1におけるＸからＹへの個人データの第三者提供

（「②第三者提供」）を例にとった場合、原則として、受領者となるＹ

は、㋐提供者であるＸの氏名（名称）、住所及び代表者の氏名、並びに
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41 外国にある第三者への個人データの提供

Ｑ 外国にある第三者に個人データを提供することはできま
すか。できるとした場合、どのような要件を満たす必要が
ありますか。

Ａ 新法は、旧法では定められていなかった、個人情報取扱事業
者が、個人データを外国にある第三者に提供する場合について
の規定を置きました。そのため、新法24条の適用を受ける場合
には、国内にある第三者に対して個人データを提供する場合と
は異なる要件を満たす必要があります。

解 説

1 新法24条制定の背景及び骨格
(1) 国際的な個人情報保護制度への志向
新法6条は、「政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の

権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施
を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が
講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、
国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同
して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要
な措置を講ずるものとする。」と定めています。
このうち、「政府は」から「その他の措置を講ずる」までは、旧法6
条と基本的に一致していますが、「とともに」以降は新たに追加された
ものです。旧法には、「国際」や「外国」といった文言を用いる条文は
ありませんでしたので、新法は、国内中心の個人情報保護制度から、
国際的な個人情報保護制度へと、大きく舵を切ったことになります。
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なお、個人情報保護制度に関する国際動向については、宇賀3頁以下
の1(5)～(8)、10頁以下の3(1)(2)(23)及びＱ39をご参照ください。
(2) 旧法の問題点
旧法23条は、個人データを第三者に提供する際のルールを定めてい

ましたが、当該第三者が国内にあるのか、外国にあるのかを区別して
いませんでした。そのため、パーソナルデータに関する検討会第8回
会合（平成26年4月24日）資料3「域外適用・越境執行協力・国外移転
制限等（事務局案）＜概要編＞」では、「日本に居住する者のパーソナ
ルデータが日本国外に移転される際、移転先国の法規定が国内法の保
護水準と比較して十分でない場合であっても、移転を制限できない。
海外から国内に移転されたパーソナルデータが日本国外に移転される
際、移転先国の法規定が国内法の保護水準と比較して十分でない場合
であっても、再移転は制限できない。」という問題点が指摘されていま
した。
また、法開示資料15・1頁では、「多国籍企業による国境を超〔原文

ママ〕えた個人情報の利用や、各種データを国の内外を問わずに設置
されたサーバに保存・管理するクラウドサービスの拡充により、国内
で事業者に提供した個人情報が国外に移転されるケースが増加して」
おり、「本人のあずかり知らぬところで、我が国より個人情報の保護水
準の低い国又は地域に個人情報が移転されてしまうことで、我が国に
居住している者の個人情報の保護が十分に図られず、個人の権利利益
の侵害につながるおそれがある」という問題点も指摘されています。
新法24条は、この問題点を解決するために新たに制定されたもので

す。
(3) 新法24条の骨格
新法24条の骨格を示すと、「個人情報取扱事業者は、外国〔中略〕に
ある第三者〔中略〕に個人データを提供する場合には、前条第1項各号
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