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Ⅰ．はじめに 
 
本ニュースレターは、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」とい

います。）の改正を取り上げます。平成 27 年 9 月 9 日に公布された「個人情報の保護

に関する法律及び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

る法律の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 65 号）」のうち、平成 28 年 1 月 1

日に施行された個人情報保護委員会に関する規律等を除いた部分が、公布の日から起

算して 2 年を超えない範囲内において政令で定める日までに施行されます。（以下個

人情報保護法を引用する場合、改正の対象となる規定については条数に「改正前」又

は「改正後」を付して記載し、改正の対象となっていない規定については条数のみを

記載しています。） 

今回の個人情報保護法の改正は、個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの

利活用を促進することによる、新産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上

の実現等を目的とするものであり、その改正内容も、個人情報の定義の明確化、適切

な規律の下で個人情報等の有用性を確保、個人情報の保護の強化、個人情報の取扱い

のグローバル化等多岐にわたります。 

本ニュースレターにおいては、その中から REIT の実務に特に関連のある項目につ

いて概説します。なお、改正内容の全てを記載しているものではなく、また、改正内

容の詳細は、今後公表される政令、委員会規則、及びガイドラインに委ねられている

部分も多いことにご留意ください。 
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Ⅱ．個人情報取扱事業者の範囲に係る改正 

 

個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」（個人情報データベース等1を事業の用に

供している者をいいます。）（改正前第 2 条第 3 項、改正後同条第 5 項）に対して、様々

な義務を課しています。個人情報取扱事業者が遵守する必要がある義務には、個人情

報を取り扱うにあたり利用目的を特定する義務（第 15 条第 1 項）、その特定された利

用目的の達成に必要な範囲で個人情報を取り扱う義務（第 16 条第 1 項）、個人情報を

利用する目的を通知又は公表する義務（第 18 条第 1 項）、取り扱う個人データの漏え

い、滅失又はき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

を講じる義務（第 20 条）や個人データを第三者に対して提供する場合には原則とし

て本人の同意を取得する義務（第 23 条第 1 項）があります。 

改正前は、これらの義務を課される対象である「個人情報取扱事業者」の定義から、

過去 6 か月以内のいずれの時点でも 5 千人以下の個人情報しか取り扱っていない事業

者（小規模取扱事業者）が除外されていたため（改正前第 2 条第 3 項第 5 号、施行令

第 2 条柱書）、そのような小規模取扱事業者には、個人情報保護法上の義務規定が適

用されませんでした。 

しかし、今回の改正により、小規模取扱事業者を「個人情報取扱事業者」から除外

する改正前第 2 条第 3 項第 5 号が削除されたことから、個人情報データベース等を事

業の用に供している事業者は、その取り扱う個人情報の量にかかわらず、「個人情報取

扱事業者」に該当し、個人情報保護法上の義務を遵守する必要があることになります2。 

 

Ⅲ．個人情報取扱事業者に対する規制等に係る改正 
 

1．利用目的の制限の緩和 

 

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をでき

る限り特定する必要があり（第 15 条第 1 項）、本人の同意がある場合（第 16 条第

1 項）や法令等により認められている場合（第 16 条第 3 項）を除き、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ものとされ

ています（第 16 条第 1 項）。 

今回の改正により、利用目的を変更する場合の制限が、次のように緩和されまし

                               
1 改正後第 2 条第 4 項に定義されています。改正によって取り扱う個人情報が 5 千人以下の事業者に

対する適用除外の制度が廃止されたため、事業者に過剰な負担が課されることを防ぐべく、改正法で

は、「個人情報データベース等」の定義から、「利用方法から見て個人の権利利益を害するおそれが少

ないものとして政令で定めるものを除く」ものとされました。 
2 新たに個人情報取扱事業者となった者について過度な負担が生じないよう、改正法附則第 11 条は、

個人情報保護委員会は、改正後第 8 条の規定する事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図る

ための指針（いわゆるガイドライン）の策定に当たっては、改正法の施行により、改正前第 2 条第 3
項第 5 号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動

が円滑に行われるよう配慮するものとする旨定めており、今後個人情報保護委員会により策定される

ガイドラインは、当該附則を考慮した内容となることが予想されます。 
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た。改正前には、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる

範囲を超えて」（改正前第 15 条第 2 項）利用目的を変更することは許されていませ

んでしたが、改正によって、「相当の」という言葉が削除され、「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」利用目的を変更することは

できないという規定となりました（改正後第 15 条第 2 項）。改正前は、非常に限定

された範囲でしか利用目的を変更できないと考えられることがありましたが、改正

によって当初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において、機

動的に利用目的の変更ができるようになりました。 

なお、利用目的を変更した場合には、従前どおり、本人に通知又は公表する必要

がある点には留意が必要です（第 18 条第 3 項）。 

 
2．不要となった個人データの消去 

 

改正法では新たに、個人データを利用する必要がなくなった場合には、当該個人

データを遅滞なく消去する努力義務が規定されました（改正後第 19 条）。 

もっとも、従前より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 9 条

では「利用目的に応じ保存期間を定め、当該期間を経過した個人データを消去する

こととする。」と規定されていたので、個人データについて、既に同ガイドラインに

準拠した取扱いをしている場合には、実務上の影響は限定的だと思われます。 

 
3．オプトアウト手続による第三者提供の厳格化 
 
（1）オプトアウト手続による第三者提供を行う際の条件 

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するため

には、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要とされています（第

23 条第 1 項）。ただし、本人の同意の有無にかかわらず、個人情報の利用目的に第

三者への提供が含まれているなどの一定の条件を満たす場合には、個人データを第

三者に提供することは認められています（改正前第 23 条第 2 項、同条第 3 項）。

この制度は、オプトアウト手続による第三者提供とよばれていますが、今回の改正

により、オプトアウト手続による第三者提供を行うために必要な条件が、以下のと

おり、厳格化されることになりました。 

まず、オプトアウト手続による第三者提供を行うためには、従来より一定の事項

につき、本人への通知又は本人が容易に知りうる状態に置くこと（以下「通知等」

といいます。）が要求されていましたが（改正前第 23 条第 2 項）、今回の改正によ

り、この本人への通知等を行う事項に「本人の求めを受け付ける方法」3が追加さ

れるとともに（改正後第 23 条第 2 項第 5 号）、本人への通知等を行う事項をあら

                               
3 電話、メール、ホームページにおける入力フォームへの記載、書面、窓口での応対といった、本人の

求めを受け付ける具体的な方法を指すものと考えられています（瓜生和久編「一問一答平成 27 年改正

個人情報保護法」（商事法務、2015）77 頁参照）。 
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かじめ個人情報保護委員会4に届け出ておくことが必要となりました（改正後第 23

条第 2 項柱書）5。個人情報保護委員会は、届出があった場合には、届出に係る事

項を公表しなければならないものとされています（改正後第 23 条第 4 項）。 

なお、今回の改正においては、上記の本人への通知等及び個人情報保護委員会へ

の届出を改正法の施行前においても行うことができることとする経過措置が設け

られています（改正後附則第 2 条）。 

 

（2）要配慮個人情報についての制限  

改正前は、オプトアウト手続による第三者提供の制度を利用できる個人データは、

特に限定されていませんでした。しかし、今回の改正において、新たに概念が設け

られた「要配慮個人情報」（改正後第 2 条第 3 項）については、オプトアウト手続

による第三者提供を利用することはできなくなりました（改正後第 23 条第 2 項括

弧書）。 

「要配慮個人情報」は、人種、信条、社会的身分、病歴等、その他取扱いによっ

ては差別や偏見を生じる恐れがあるため、特に慎重な取扱いが求められる個人情報

を類型化したものです。改正法の施行後は、要配慮個人情報である個人データは、

原則として、本人の同意を得ないで取得することができなくなるほか（改正後第

17 条第 2 項）、かかる要配慮個人情報である個人データを第三者に提供するために

は、その提供行為が法令に基づく場合である等、第 23 条第 1 項各号や同条第 5 項

に定める一定の場合を除いて、必ず本人の事前の同意を得ることが必要となります。 

 
4．外国にある第三者への提供の制限 
 
改正前の個人情報保護法のもとでは、外国の第三者に対する個人データの提供に

ついての特別な規定はなく、国内の第三者に対する個人データの提供に関する規定

（改正前第 23 条）が適用されていました。しかし、社会のグローバル化により、

個人データが外国へ移転することが急激に増加していること、諸外国においては、

外国への個人データの移転に関する規定を設けていることが多いこと6等から、外国

の第三者に対する個人データの提供について規定する必要性が高まっていました。 

そこで、改正後第 24 条では、個人情報取扱事業者は、「外国にある第三者」に個

人データを提供する場合には、法令に基づく場合等（第 23 条第 1 項各号）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

                               
4 個人情報保護委員会は特定個人情報委員会を改組して内閣府の外局に新設された委員会であり、主務

大臣の有する権限が集約されるとともに、立入検査の権限等が追加されます（改正後第 40 条から第 44
条まで及び改正後第 59 条から第 74 条まで）。 
5 なお、本人への通知等及び個人情報保護委員会への届出については、その具体的な方法等が個人情報

保護委員会の規則により定められる予定となっています（改正後第 23 条第 2 項柱書）。 
6 EU では、EU 域外の国への個人データの提供に関し、十分な水準の保護措置を確保していると EU
が認定した国に限り個人データを提供できるという制度（十分性認定の制度）が設けられています。

日本の個人情報保護法において外国への個人データの提供に関する規定がないことが日本の十分性認

定の障害になると予想されたことも、改正理由の一つとされています。 
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ならないこととなりました。この場合においては、個人データの第三者提供に関す

る規律（改正後第 23 条）は適用しないとされていることから、外国の事業者に個

人データの取扱いを委託する場合に当該事業者は「第三者」と取り扱われることに

なり（第 23 条第 5 項第 1 号参照）、またオプトアウト手続による第三者提供（第

23 条第 2 項参照）もできないことになる点に留意が必要です。 

もっとも、以下の場合については、「外国にある第三者」から除かれるため、改正

後第 24 条の適用はありません。 

まず、「外国にある第三者」のうち、「外国」とは、本邦の域外にある国又は地域

をいうところ、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（以下「同等水準国」といいます。）が除かれています。 

また、改正後第 24 条における「第三者」は、個人データの取扱いについて個人

情報保護法7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（以下「体制整備者」といいます。）が

除かれています。 

したがって、外国への個人データの提供の全てについて改正後第 24 条が適用さ

れるわけではなく、①同等水準国にある第三者への提供、②外国にある体制整備者

への個人データの提供については、国内にある第三者への提供と同様に改正後第 23

条が適用されることとなります。 

 
5．第三者提供に係る確認・記録義務 
 

改正法では新たに、①第三者に個人データを提供する場合及び②第三者から個人

データの提供を受ける場合に、個人情報取扱事業者に対して一定の事項の確認や記

録の作成・保存を行うことを義務付ける規定（改正後第 25 条、第 26 条）が新設さ

れました。 

 

（1）第三者に個人データを提供した場合 

まず、個人情報取扱事業者は、第三者8に個人データを提供したときは、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（改正後第 25 条第 1 項）、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りません（同条第 2 項）。 

 

（2）第三者から個人データの提供を受ける場合 

                               
7 第 4 章第 1 節（改正後第 15 条から第 35 条まで）の規定をいいます。 
8 改正後第 2 条第 5 項各号に掲げる者（国の機関、地方公共団体等）を除きます。 
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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

情報保護員会規則で定めるところにより、以下の事項の確認を行わなければなりま

せん（改正後第 26 条第 1 項各号）。 

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（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）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9 

また、個人情報取扱事業者は、かかる確認を行ったときは、個人情報保護委員会

規則に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（同条

第 3 項）、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

なければなりません（同条第 4 項）。 

 

（3）確認・記録義務が免除される場合 

もっとも、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる場合（改正後第 23

条第 1 項）、委託や共同利用等の改正後第 23 条第 5 項の定める場合（外国にある

第三者への提供の場合は除きます。）には、上記の確認・記録義務が免除されてい

ます（改正後第 25 条第 1 項但書、第 26 条第 1 項但書）。 

 

6．開示等請求権 
 

改正前の個人情報保護法のもとでは、本人の開示、訂正等及び利用停止等（以下

「開示等」といいます。）の求めに関する規定（改正前第 25 条、第 26 条、第 27 条）

について、本人が事業者を相手に裁判所に訴えを提起することができる請求権を認

めたものかどうかにつき疑義があり、それを否定する裁判例（東京地判平成 19 年 6

月 27 日判時 1978 号 27 頁）もありました。しかし、開示等の求めは、本人が自己

の個人情報の所在を把握し、その適正な取扱いを確保する重要な手段であることか

ら、司法による救済を認めるべきとの要請が高まり、改正法では、開示等の求めに

ついて、本人に請求権があることが明記され（改正後第 28 条第 1 項、第 29 条第 1

項、第 30 条第 1 項、同第 3 項）、本人は開示等の請求に係る訴えを提起できること

が条文上明確となりました。 

ただし、本人は、開示等の請求に係る訴えを提起するときは、その訴えの被告と

なるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、その到達した日から 2 週間を経

過した後又は当該訴えの被告となるべきものがその請求を拒絶した後でなければ、

訴えを提起することができないこととされています（改正後第 34 条第 1 項）。当事

者間の任意の解決を促すとともに、被告の応訴の負担を軽減する趣旨です。 
                               

9 ②の確認を通じて不正に流通する個人情報であることを認識しながら当該個人情報を取得すること

は、個人情報の適正な取得を求める改正後第 17 条第 1 項に反する違法なものとして禁止されるため、

確認義務には、不正な個人データの流通を防止する機能があるとされています。 
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Ⅳ．REIT 実務への影響 
 

1．小規模取扱事業者の廃止への対応 
 

従前は 5 千人以下の個人情報しか扱っていないために「個人情報取扱事業者」と

しての義務を課されないとの整理を行っていた投資法人や資産運用会社も、個人情

報データベース等を事業の用に供している場合には、今回の改正により、個人情報

取扱事業者として個人情報保護法上の義務を負うことになりました。 

したがいまして、かかる場合には、改正法施行後は、個人情報取扱事業者である

ことを前提として、個人情報保護規程の中で個人情報の利用の目的を定めることや、

その目的を通知又は公表を行うこと、個人情報の漏えい防止等のための安全管理措

置を講じること等を通じて個人情報保護法上の義務を遵守する体制を整備すること

が必要であるといえます。 

 
2．個人情報取扱事業者に対する規制等に係る改正の対応 
 

（1）新たな規制への対応の準備 

今回、個人情報取扱事業者に対する規制が改正されることになりましたが、その

中でも特に①オプトアウト手続による第三者提供の条件の厳格化、②第三者提供に

係る確認・記録義務に関しては、新たに対応する必要があると考えられます。 

従来よりオプトアウト手続を利用して個人データの第三者提供を行っていた個

人情報取扱事業者は、改正法の施行に伴い、本人への通知等を行うべき事項として

「本人の求めを受け付ける方法」を追加し、個人情報保護委員会への届出を行うこ

とが必要となります。前述のとおり、個人情報保護委員会への届出を行うことは改

正法の施行前でも可能とする経過措置があることから、個人データの第三者提供を

途切れなく行うためにも、改正法が施行される前に、個人情報保護委員会への届出

を済ませておくことが望ましいといえます。 

また、改正法により第三者提供に係る確認・記録義務が新設されたことから、個

人情報取扱事業者は、改正法の施行に伴い、かかる義務に対応する必要があります。

確認・記録義務の内容は個人情報保護委員会規則に委ねられているため、規則策定

の動向に注視し、施行日までに確認・記録の体制を整えておくことが望ましいとい

えます。 

 

（2）規程類の整備 

金融商品取引業者である資産運用会社は、個人情報取扱事業者である場合、金融

商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅲ－２－４（１）①を踏まえ、個人情報保

護法の規定に対応する規程類を策定している必要がありますので、今回の個人情報

保護法の改正に対応して規程類のアップデートを行う必要があります。 
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（3）要配慮個人情報について 

前述のとおり要配慮個人情報についてのオプトアウト手続による第三者提供は

できなくなりましたが、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

6 条は、改正前から、「政治的見解、信教（宗教、思想及び信条をいう。）、労働組

合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪

歴に関する情報」を「機微（センシティブ）情報」と定義し、機微（センシティ

ブ）情報については、原則として、取得、利用又は第三者提供を行わないものと

規定していました。要配慮個人情報と機微（センシティブ）情報は、その内容が

必ずしも同一ではありませんが、既に同ガイドラインに従った対応をしている場

合には、実務上の対応としては大きな変更はないと考えられます10。もっとも、

今回の改正により、違反した場合には勧告、命令、罰則の適用対象となることに

なった点には留意が必要です。 

 
4．開示等の請求に係る訴訟対応の可能性 
 

改正法により開示等の求めが請求権であることが明記されたことにより、今後、

個人情報取扱事業者は、開示等の請求に係る訴えの対応に迫られる可能性があると

見込まれます。 

 
Ⅴ．全面施行までの流れ 
 

個人情報保護委員会の規律等に関しては、平成 28 年 1 月 1 日付で施行済みです。 

今後、順次、政令、委員会規則、ガイドライン等の策定作業がなされるものと見込

まれており、当該策定作業が完了した後、改正法の公布日である平成 27 年 9 月 9 日

から 2 年以内の政令で定める日に、改正法が全面的に施行されます。 

なお、オプトアウト手続による第三者提供に関する改正規定は、他の規定と同様、

公布の日から起算して 2 年以内の政令で定める日に施行されることとされていますが、

オプトアウト手続に係る本人への通知等及び個人情報保護委員会への届出に係る経過

措置（改正法の附則第 2 条）は、公布の日から 1 年 6 月以内の政令で定める日に施行

することとされています（改正法の附則第 1 条第 4 号）。 

 

 

 

 

 

 

                               
10 ただし、要配慮個人情報には、「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」が含まれており（改正後第 2 条

第 3 項）、今後公表される政令の内容によっては、実務に影響が生じる可能性があります。 
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