BUSINESS INTELLIGENCE

押さえておきたい GDPR の基礎知識
2018 年 5 月 25 日に施行開始となった
一般データ保護規則（GDPR）。
「EU での
規制だから、うちの会社には関係ない」、
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福山
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Q2 . GDPR とは一体何ですか？
また、その適用範囲とは？
GDPR は、EU 内に所在する各個人が自

「うちの会社にも影響がありそうだけど、

身の個人データを自由にコントロールす

どう影響するのか分からない」等、お考

る権利を保障する基本的人権の保護を強

えの企業も少なくないのではないでしょ

化する規則で、個人データを処理する事

うか。本稿では、GDPR の概要と基本的

業者に対して多数の義務を課すものです。

な注意点について、Q&A 形式で解説し

GDPR は、1）EU 内に「拠点」を有して
いる、2 ) EU 内居住者に商品やサービス

ます。
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Q1. GDPR の主な用語がよく分から

を「監視」する（クッキーやその他オンラ

ないのですが。

イン上の追跡機能等の使用を含む）管理

• 個人データ（personal data）: 個人を特定

者・処理者に対して適用されます。つま

する、または個人の特定が可能なデー

り、条件 2）と 3）により、GDPR は EU 内

タ。氏名や ID 番号等の典型的な個人情

に子会社や支店を持たない米国企業や日

報のほか、IP アドレス等の位置データ

本企業にも適用可能性を有する法律なの

を含むあらゆる情報が含まれます。な

です。

お、ここで言う「個人」は、EU 内に所
在する個人を意味する一方で、それは

Q3 . GDPR の適用対象となるとどう

国籍や居住場所を問わないため、例え

なりますか？また、
どのような義務が

ば短期出張や出向で EU 内に一時的に

生じますか？

所在する日本人従業員の個人データも
含まれます。

企業が GDPR の適用対象となる場合、

EU 外に個人データを移転することは、移

• データ主体（data subject）
: 個人データ

転先となる第三国で十分な保護レベルが

を基に特定されたまたは特定可能な

存在すると欧州委員会が判断しない限

当該個人

り、原則違法です。但し、米国の企業にお

• 管理者（controller）
: 個人データの処理
の目的と手段を決定する主体

• 処理者（processor）
: 管理者からの委託
で個人データを処理する主体

いては、米国プライバシーシールド（個
人データの保護に関する欧米間の枠組み
で米国国務省への登録が必要）の条件を
満たし、それに加入することにより、十

• 処理（processing）
: 自動化された手段に

分な保護レベルにあるとみなされて EU

よるか否かにかかわらず、個人デー

外への個人データ移転が可能となります

タもしくは個人データの集合に対し

が、そうでなければ一定の保護措置を別

いち

て行われる一 操作または一連の操作
（例 : 個人データの収集、保存、開示等）

途実施しなくてはなりません。また、主な
義務の一例は次の通りです。

• 移転（transfer）
: EU 外の第三国にデータ
を移転したり、第三国の第三者に対し

• 同意条項 : 個人データを処理・移転す

て個人データを閲覧可能にしたりする

るには、データ主体から自由意思に基

行為

づいた明確な「同意」を得る必要があ
ります。従って、同意する旨のチェッ
ク欄が既にチェックしてあったり、同
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意条項が契約書に埋もれていて他の条
項と明白に区別されていなかったりす
る場合等は、有効な同意を得たとは言
えません。また、同意の容易な撤回を
可能にするシステムを導入する義務も
生じます。

• 要求権への対応 : GDPR は、データ主
体が管理者に対して有する権利とし
て、1) 個人データの消去や第三者への
消去依頼を要求する権利、2) 自身の個
人データの引渡しを要求する権利、3 )
不正確な個人データの訂正を求める

的な個人データの処理・移転を主な

Q5. GDPR施行により一般商業契約に

権利等を規定しており、管理者は、原

業務とする場合で、一定の条件に該当

変化は予想されますか？

則こうした要求に応える義務を負い

する場合には、組織内での GDPR の遵

GDPR を遵守するため、GDPR 適用対

ます。

守を監督するデータ保護最高責任者

象となる企業またはその恐れがあると自

（Data Protection Officer: DPO）を選任

覚する企業は、取引先等に対しデータ保

• 通知義務: 管理者は、個人データの侵害
が生じた場合、監督機関に通知する義

する必要もあります。

護補遺（Data Protection Addendum: DPA）

務を負います。さらに侵害が個人の人

• 個人データ処理に関する原則: GDPR

権・自由を危険にさらす可能性がある

第 5 条には、7 つの基本原則が記してあ

DPA には GDPR への遵守を義務付ける条

へ の 署 名 を 既 に 要 求 し 始 め て い ま す。

場合には、監督機関のほか、データ主

ります。この中で特筆すべき原則とし

項が含まれ、またヨーロッパの裁判所が

体にも通知しなくてはなりません。一

ては、1）明示的且つ合法的な目的以外

管轄権を有することや、ヨーロッパの法

方で、処理者においては、管理者に侵

に個人データを収集しないこと、2）か

律が適用されることへの同意条項が入っ

害について通知する義務を負います。

かる目的を達成するために収集する個

てる場合も多々あるため、DPA への署名

• 記録保持義務: 管理者は、個人データ

人データは最小限に留めること、3）不

を要求された企業は DPA の必要性の有無

の処理操作の記録を保存する義務があ

正確なデータは遅延なく削除・訂正す

を慎重に検討する必要があります。

ります。当該義務が発生するのは、従

ることが挙げられます。さらに、こう

業員数が 250 人以上の組織である管理

した基本原則への遵守を証明する責任

者に限られますが、それを下回る規模

も負います。

るものであり、実際に各企業における

GDPR の影響を判断するには、その事業

の組織であっても、データ主体の人権・
自由に高い危険を生じさせる可能性が

本稿はあくまでも基本事項を概説す

Q4 . GDPR 違反の制裁金は？

様態を細かに検討する必要があります。

深刻な GDPR 違反（同意取得における

各企業においては、事業運営上どのよう

違反等）は、最高で 2 , 000 万ユーロ（もし

な個人データを取り扱っているか、また

くは企業であれば前年度の世界売上高の

その中に EU 内の個人データも含まれて

点を持たない一方で、EU 内居住者へ

4％のいずれか高い方）となります。また、

いるか否か、GDPR 施行開始を機に一度

の商品・サービスの提供において個人

より軽度の違反（記録保持義務違反等）

見直されてはいかがでしょうか。また、

データを取り扱う管理者・処理者は、

は、最高で 1 , 000 万ユーロ（もしくは企

GDPR は EU 加 盟 国 自 ら が 更 に 厳 し い

一定の場合において、GDPR の遵守に

業であれば前年度の世界売上高の 2 ％の

規則を導入する余地を残しているため、

関して監督機関やデータ主体への対応

いずれか高い方）となります。それ以外

GDPR は「上限」ではなく「下限」に留ま

窓口となる代理人（representative）を

に、監督機関が違反企業を公表する等の

ることを念頭に置き、EU 加盟国の動向を

EU 内で選任する必要があります。ま

可能性もあります。

注視していくことが重要です。

ある場合等には、当該義務が課される
可能性があります。

• 代理人・DPO の選任義務 : EU 内に拠

た、管理者・処理者が大規模且つ定期
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