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1. Introduction 1. はじめに

The European Union will soon enact the General Data 
Protection Regulation (GDPR) to regulate the collection 
and processing of personal information of EU individuals. 
When the GDPR comes into effect in 2018, it will replace 
the 1995 Data Protection Directive (95/46/EC) (the 
“Directive”) and introduce new obligations that will impact 
companies around the globe. 

欧州連合はまもなく、EU 域内の個人に係る個人情報の収

集・処理を規制する一般データ保護規則（General Data 
Protection Regulation、略称：GDPR）を施行する。 GDPR
が 2018 年に発効すると、1995 年データ保護指令

（95/46/EC）（「現行指令」）に代わって、世界中の企業に影

響を及ぼす新たな義務が導入されることになる。

Key changes include: 重要な変更点は次のとおり。

• The GDPR will apply not only to companies
established in the EU, but to all companies that
target EU markets or consumers.

• Penalties for non-compliance will reach
unprecedented heights with new maximum fines of
EUR 20 million or 4% of annual worldwide revenue.

• EU legislators have introduced significant
compliance burdens such as recordkeeping
obligations and mandatory privacy impact
assessments (PIAs) and, under the accountability
principle, companies will have to be able to
demonstrate compliance upon request.

• New individual rights include the right to be
forgotten and the right to data portability.

• Binding Corporate Rules (BCRs) are formally
recognized as an international transfer mechanism.

• Mandatory breach notification will be established
for all of the EU Member States.

• GDPR は、EU 域内で設立された企業のみでなく、EU
域内の市場又は消費者を対象とする全ての企業に適

用される。

• GDPR 違反に対しては、新たに、2,000 万ユーロ以下

又は全世界における年間売上高の 4%の、いまだか

つてないほど高額な罰金が課される。

• EU の立法者らは、記録管理義務や強制的なプライバ

シー影響評価（privacy impact assessments、略称：

PIA）など重大なコンプライアンスの負担を導入し、説

明責任の原則の下で、企業は要請に応じてコンプライ

アンスを立証できるようにしなければならなくなる。

• 新たな個人の権利として、忘れてもらう権利及びデー

タポータビリティに関する権利が設けられる。

• 拘束力を有する企業の内部規程又は拘束的企業準

則（Binding Corporate Rules、略称：BCR）が国際的

なデータ移転の仕組みとして正式に承認される。

• EU 加盟国全てについてデータ侵害の届出が義務化

される。

2. Overview of Key Concepts and Principles 2. 重要な概念及び原則の概要

Both the Directive and the GDPR impose obligations with 
regard to virtually all processing of personal data. 
Personal data includes any information relating to an 
identified or identifiable individual. The GDPR specifically 

現行指令及び GDPR はいずれも、個人データに係る事実

上全ての処理に関して義務を課している。個人データには、

個人を特定する情報や個人を特定可能な情報が含まれる。

具体的には、GDPR は、個人データとして位置データやオン
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includes location data and online identifiers as personal 
data (Article 4(1)).[1] Heightened restrictions continue to 
be imposed on processing of sensitive data, which under 
the GDPR also include genetic data and biometric 
identification data (Article 9). The obligations under the 
GDPR focus primarily on companies that are “data 
controllers” who make decisions regarding how personal 
data are collected, used and shared, but the GDPR also 
introduces new obligations for companies that are only 
data processors. Data processors will have direct 
responsibility for compliance with requirements relating to 
cross-border transfers, security, appointing data privacy 
officers (DPOs), and recording their processing activities. 
The GDPR’s regulatory framework is guided by a set of 
principles, which include: lawfulness, fairness and 
transparency; purpose limitation; data minimization; 
accuracy; storage limitation; data security; and 
accountability (Article 5). The following sections highlight 
aspects of the implementation of these principles. 

ライン識別子を挙げている（第 4 条(1)[1]
）。機微データの処

理には引き続き厳格な規制が課され、GDPR の下では、機

微データには遺伝子データや生体認証データも含まれる（第

9 条）。GDPR 上の義務の対象は主に、個人データをいかに

収集・使用・共有するかに関して意思決定をする「データ管

理者」たる企業を中心としているが、単なるデータ処理者た

る企業にも新たな義務を導入している。データ処理者は、ク

ロスボーダーのデータ移転、セキュリティ、データ保護責任

者（data privacy officer、略称：DPO）の任命、データ処理作

業の記録などに関する要件の充足に直接責任を負うことに

なる。GDPR による規制の枠組みは一連の原則から導かれ

たものでこの原則には、合法性、公平性及び透明性、利用

目的の限定、データの最小化、正確性、データ保存期間の

制限、データのセキュリティ、説明責任（第 5 条）などがあ

る。次項では、これらの原則の実施面を取り上げる。 

3. Conditions for Collection and Use 3. データ収集・使用の条件 

Legal Basis for Processing. Under the GDPR 
companies must have a legal basis or “good reason” to 
process personal data, such as consent of the individual; 
necessity to perform a contract; compliance with a legal 
obligation; or a legitimate interest of the company that 
outweighs the privacy rights of the individuals. While 
these legal bases are very similar to the rules under the 
Directive, some legal bases such as consent and 
legitimate interest will change under the GDPR (Article 
6). 

データ処理の法的根拠  GDPR の下では、対象者となる

個人の同意、契約履行の必要性、法的義務の遵守、又は個

人のプライバシー権を上回る企業の正当な利益といった個

人データを処理する法的根拠又は「正当な理由」が企業にな

ければならない。これらの法的根拠が現行指令に基づく諸

ルールと非常に類似する一方で、同意や正当な利益など、

GDPR において変更されるものもある（第 6 条）。 

Consent. The GDPR defines consent as a “freely given, 
specific, informed and unambiguous indication” in the 
form of a statement, or “clear affirmative action,” and 
prescribes detailed conditions for its validity (Articles 
4(11), 7). For example, individuals can withdraw consent 
at any time (Article 7(3)). Furthermore, the provision of a 
service cannot be made conditional on the individual 
providing his/her consent to certain processing, if that 
processing is not necessary for the performance of the 
contract (Article 7(4)) (for instance, when a service is 
only available if the individual also consents to analytics 
or advertising, the consent will be invalid). If sensitive 
data or data relating to children (under the ages of 13 to 
16, depending on the Member State) are involved, 
further restrictions apply, requiring explicit consent and 
parental consent, respectively. This means that 

同意  GDPR は、同意を陳述の形式で「自由に行われる、

具体的で、通知されたその者の、明確な意思表示」又は「明

らかな積極的行為」と定義し、その有効性につき詳細な条件

を規定している（第 4 条(11)、第 7 条）。例えば、データの対

象者はいつでも同意を取り下げることができる（第 7 条

(3)）。また、サービスの提供は、特定の処理が契約の履行

に必要でなければ、当該対象者の当該処理への同意を条

件とすることはできない（第 7 条(4)）。（例として、あるサービ

スが分析又は宣伝についても当該個人の同意が得られた

場合に限り利用可能であるときは、当該同意自体が無効と

なる）。機微データ又は子供（加盟国により、13 歳又は 16
歳未満）に関する情報が関係する場合、さらなる制限が適用

され、本人の明示的な同意と親の同意がそれぞれ必要とな

る。これは、上記の同意が法的効力を有するためには、デー

タを収集する際に、企業はデータの対象者に対し詳細な情
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companies must provide detailed information to 
individuals when collecting their data in order for the 
consent to be valid. 

報を提供する必要があることを意味する。 

Legitimate Interest. The difficulty of complying with the 
requirements of consent often causes companies to look 
for alternative grounds for processing. Under the GDPR, 
a company’s interest must be weighed against the rights 
of individuals. There are some specific examples given in 
the GDPR of a company’s legitimate interest including 
fraud prevention, information security, and intra-group 
disclosures (Recitals 47-49). 

正当な利益  同意に係る要件を遵守することが困難なこと

から、企業は、データ処理について他の法的根拠を求めるこ

とも多い。GDPR の下では、企業の利益と個人の権利の比

較考量が必要となる。GDPR では、詐欺の防止、情報セキ

ュリティ、グループ内での開示などの企業の正当な利益につ

いて具体的な実例がいくつか挙げられている（前文 47 及び

49）。 

Purpose Limitation and Big Data. According to the 
principle of purpose limitation, personal data may only be 
processed for the purposes specified when the personal 
data were collected. This is a challenge for companies 
wishing to employ Big Data analytics using data that 
were previously collected. The GDPR introduces an 
exception which allows for processing if the purpose is 
not “incompatible” with the original purpose, and a set of 
factors to assess (in)compatibility. The factors include the 
link between the purposes for which the data were 
collected and the intended new purposes; the 
relationship between the individual and the company; the 
nature of the personal data; the “possible consequences” 
for individuals; and the existence of safeguards such as 
encryption or pseudonymization (Article 6(4)). 

目的限定とビッグデータ  目的限定の原則によると、個人

データは、当該データが収集された時に明示された目的で

のみ処理することができる。これは、従前に収集されたデー

タによりビッグデータ分析を行おうとする企業にとっては課題

となる。GDPR は、その目的が当初の目的に「非同等」でな

い場合はデータ処理を認める例外規定、及び同等性を評価

する一連の要素を定めている。これらの要素には、情報が

収集された目的と新たな目的との間の関連性、データの対

象者と当該企業との関係、当該個人データの性質、データ

の対象者に「生じ得る結果（possible consequences）」、暗
号化又は仮名化などの保護の存在などがある（第 6 条

(4)）。 

4. New Individual Rights and Limits on Profiling 4. 新たな個人の権利とプロファイリングの制限 

The GDPR maintains the individual rights of access, 
correction, deletion, blocking, and objection and 
introduces new rights, such as the right to be forgotten 
and the right to data portability. Furthermore, it aims to 
regulate the use of profiling by granting individuals a right 
not to be subject to decisions based solely on automatic 
decision making. 

GDPR は、アクセス、訂正、削除、ブロック化及び異議申立

てに係る個人の権利を維持したうえで、忘れてもらう権利や

データポータビリティに関する権利などの新しい権利を導入

している。さらに、データの対象者に対し、自動的な意思決

定にのみ基づく判断の対象とされない権利を付与して、プロ

ファイリングの使用を規制することを目指している。 

The Right to Be Forgotten. The “new” right to be 
forgotten is best understood as a more detailed 
implementation of the right to request that personal data 
be deleted. While the idea of the right to be forgotten is 
mostly intuitive in the context of search engines and the 
retrievability of potentially old information on the Internet, 
the right applies to all data controllers. However, the right 
to be forgotten is not unlimited. Exemptions apply if the 
processing is deemed necessary for the exercise of 
freedom of expression, compliance with a legal 
obligation, public interests such as public health, 

忘れてもらう権利  「新たな」忘れてもらう権利は、個人デ

ータの削除を請求する権利をその具体的な実現として理解

するのが最もわかりやすい。忘れてもらう権利という考え

は、直感的にはインターネット上のサーチエンジンや古い可

能性のある情報の再読取可能性を想起させるが、この権利

は全てのデータ管理者に適用される。もっとも、忘れてもらう

権利は無制限ではない。当該処理が表現の自由の行使、法

的義務の遵守、公衆衛生などの公共の利益、科学・歴史の

研究又は法的請求権の成立若しくは抗弁に必要とみなされ

るときの適用除外規定がある（第 17 条(3)）。忘れてもらう権

利がどのように解釈され、サーチという文脈以外で実施され
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scientific or historic research, or the establishment or 
defense of legal claims (Article 17(3)). It is not yet clear 
how the right to be forgotten will be interpreted and 
implemented outside the search context. 

るかはまだ明らかではない。 

The Right to Data Portability. With the right to data 
portability, the EU aims to provide a way for consumers 
to take their data from one service provider to another. 
Individuals will be able to request a copy of their personal 
information in a structured and commonly used electronic 
(“machine readable”) format, and—where feasible—
request that the data be transferred between companies 
directly. However, companies need not implement 
systems that are technically compatible to facilitate such 
direct transfers. Furthermore, the portability right only 
applies with regard to information that was obtained on 
the basis of consent or as necessary for the performance 
of a contract, but not where information was obtained on 
other grounds (e.g., compliance with a legal obligation). 

データポータビリティに関する権利  EU は、データポータ

ビリティに関する権利により、消費者があるサービス業者か

ら別のサービス業者へのデータを移行する方法を規定する

ことを目指している。個人は、構造化したうえで一般的に使

用される電子的（「機械可読な」）形式により、自己の個人情

報の複製を求めることができ、（実現可能な場合は）当該デ

ータの企業間での直接移転を求めることができる。ただし、

企業は、かかる直接移転を容易にする技術的に互換性のあ

るシステムを導入する必要はない。さらに、ポータビィリティ

の権利は、同意に基づき取得された情報、又は契約の履行

に必要な情報に関してのみ適用され、情報が他の根拠に基

づき取得された場合（例えば、法的義務の遵守）は適用され

ない。 

Limitations on Profiling. Profiling has been a hotly 
debated topic. The GDPR includes a right with regard to 
certain decisions companies may make as a result of 
profiling. Thus Article 22 limits decisions based solely on 
automated processing (including profiling) which produce 
a legal or similarly significant effect concerning an 
individual. In particular, to analyze or predict performance 
at work, economic situation, health, personal 
preferences, interests, reliability, behavior, location, or 
movements. Examples of profiling activities named by 
the GDPR include automatic refusal of an online credit 
application and e-recruiting practices without human 
intervention. Important questions remain regarding the 
scope of this provision: What effects are significant 
enough to trigger this provision? When is a decision 
based solely on profiling? Automated decisions may still 
be made when necessary for the performance of a 
contract with an individual, or with explicit consent, 
although additional restrictions may apply. 

プロファイリングの制限  プロファイリングは盛んに議論さ

れているテーマである。GDPR は、企業がプロファイリング

の結果行う特定の判断に関する権利を定めている。第 22
条は、データの対象者に関する法的効果又は類似の重大な

影響を生じさせる自動処理（プロファイリングを含む。）のみ

に基づく判断を制限している。特に、職務実績、経済状況、

健康、個人的嗜好、関心、信頼性、行動、位置、移動などを

分析又は予測するための自動処理である。GDPR が掲げる

プロファイリング活動の例としては、オンラインによる融資の

申込みや人間が介在しない e リクルート活動の自動拒絶が

ある。この規定が及ぶ範囲に関しては重大な問題が残って

いる。すなわち、この規定が発動されるほど重大な影響とは

何か。プロファイリングにのみ基づく判断がなされるのはい

つの時点か。さらなる制限が適用される可能性があるもの

の、データの対象者との契約の履行に必要な時点で、又は

明示的な同意により自動的な判断がなされる場面はあるだ

ろう。 

5. International Effects 5. 国際的な影響 

Applicability Regime. The GDPR will apply to the 
processing of personal data by controllers and 
processors that are established in the EU, but also to 
companies outside the EU that (a) offer goods or 
services to individuals located in the EU (regardless of 
whether payment is sought) or (b) monitor behavior of 
individuals in the EU (as far as that behavior takes place 

適用可能性  GDPR は、EU 域内で設立されたデータ管理

者及びデータ処理者による個人データの処理に適用される

が、(a)（対価の支払いを求められるか否かにかかわらず）

EU 域内に所在する個人に対し、商品・サービスを提供し、

又は(b)EU 域内の個人の行動を（それが EU 域内で行われ

る限りにおいて）モニタリングする EU 域外の企業にも適用

される。「商品又はサービスの提供」の該当性基準は、一定
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in the EU). The “offering of goods or services” criterion 
requires some form of targeting of individuals in the EU. 
The mere accessibility of a website from the EU, or the 
use of a language that is also used in Europe (where 
such language is also the language of the controller’s 
country) does not necessarily lead to applicability. A 
combination of factors may lead to the determination that 
the company is targeting EU individuals, such as the 
ability to order goods and services in an EU language, 
payment options in EU currencies, and providing local 
content. The “monitoring behavior of individuals” criterion 
requires that such behavior takes place in the EU, 
including the tracking and the profiling of EU individuals 
on the Internet. 

の態様で EU 域内の個人を対象とすることを要件とする。単

なる EU からのウェブサイトへのアクセス可能性、又は欧州

でも使用される言語（かかる言語はデータ管理者の属する

国の言語でもある）の使用では必ずしも適用可能性は導か

れない。EU の言語による商品・サービスの注文が可能であ

ること、EU の通貨による支払が選択できること、当地のコン

テンツが提供されていることなど、諸要素の組合せにより、

当該企業が EU 域内の個人を対象としていると判断される。

「個人の行動のモニタリング」の該当性基準は、かかる行動

（インターネット上で EU の個人の追跡及びプロファイリング

を含む。）が EU 域内で行われることを要件とする。 

Cross-Border Transfers and Binding Corporate 
Rules. EU data protection law prohibits transfers of 
personal data to non-EU countries that do not provide for 
an “adequate level of personal data protection” without 
individuals’ explicit consent, unless “appropriate 
safeguards” are in place. In addition to continuing to 
recognize the EU-approved Standard Contractual 
Clauses, the GDPR now formally recognizes the use of 
BCRs (Article 47). The GDPR also prescribes stricter 
criteria for the recognition of a country as “adequate,” 
based on the ECJ’s decision with regard to the EU-U.S. 
Safe Harbor Framework (Article 45) (see also our 
10/06/2015 client alert). Putting in place BCRs entails 
implementing a comprehensive privacy program which is 
then subject to the approval of European data protection 
authorities (DPAs). While each DPA has to approve the 
BCRs, many DPAs have joined the mutual recognition 
procedure, meaning that BCRs recognized by one DPA, 
will be recognized by the others. 

クロスボーダーのデータ移転と拘束力を有する企業の内部

規程又は拘束的企業準則  EU のデータ保護法は、データ

の対象者の明示的な同意のない「適正な個人データ保護レ

ベル」を規定していない EU 加盟国以外の国への個人デー

タの移転を禁じている。ただし、「適切な保護」が実施されて

いる場合はこの限りでない。EU が承認した標準契約条項を

引き続き認めるほか、GDPR は、BCR の使用を正式に承認

する（第 47 条）。また、GDPR は、EU・米国間のセーフハー

バーの枠組みに関する ECJ（欧州裁判所）の決定に基づき

「妥当」であるとする国の承認について、より厳格な基準を定

めている（第 45 条）。（2015 年 10 月 6 日付 Client Alert も
参照のこと）。BCR を導入するにあたっては、その時点でデ

ータ保護当局（data protection authorities、略称：DPA）の
承認を要する包括的なプライバシープログラムを実施する必

要がある。各 DPA が BCR を承認しなくてはならない一方

で、多くの DPA が相互承認手続に参加しており、これはあ

る DPA が承認した BCR は他の DPA によっても承認され

ることを意味する。 

6. Compliance and Governance 6. 法令遵守及びガバナンス 

One of the new principles introduced by the GDPR is the 
accountability principle, which requires that companies 
must not only comply with the GDPR, but also be able to 
demonstrate their compliance to regulators on request 
(Article 24). As part of this effort, companies must have in 
place a privacy compliance program, document their 
processing activities, undertake PIAs, implement privacy 
by design, and in some cases appoint a DPO or even 
consult with regulators before engaging in certain 
processing activities. 

 

GDPR によって新たに導入される原則のひとつに、説明責

任の原則（accountability principle）がある。この原則に基

づき企業は、GDPR の遵守義務を負うのみならず、規制当

局に対し、要請に応じ、当該遵守について立証できるように

しなければならなくなる（第 24 条）。この取組みの一環とし

て、企業は、プライバシー法令遵守プログラムを構築し、そ

の処理作業を文書化し、PIA を行い、プライバシー・バイ・デ

ザインを整備し、場合によっては DPO を任命し、又は一定

の処理作業を行う前に規制当局に相談もしなければならな

い。 

http://www.mofo.com/%7E/media/Files/ClientAlert/2015/10/151006ECJSafeHarbor.pdf
http://www.mofo.com/%7E/media/Files/ClientAlert/2015/10/151006ECJSafeHarbor.pdf
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Documentation and Recordkeeping. Currently, in most 
EU Member States, companies must register their data 
processing activities with DPAs. The GDPR replaces this 
requirement with an internal documentation obligation 
(Article 30). Companies will thus be required to maintain 
a record detailing, among other things, the purposes of 
processing; categories of individuals; potential data 
recipients within and outside the EU; appropriate 
safeguards for transfers; and security measures. 
Processors will have similar recordkeeping requirements. 
Such records must be provided to DPAs upon request. 
Considering that the documentation requirement applies 
to all processing, this obligation will likely be quite 
burdensome. 

文書化及び記録管理  現在、大部分の EU 加盟国におい

て、企業はデータ処理作業について DPA に登録しなければ

ならない。GDPR では、この要件の代わりに内部の文書化

義務が規定される（第 30 条）。これにより企業には、データ

処理の目的、データの対象者のカテゴリー、EU 内外におい

てデータを受領する可能性がある者、データ移転に関する

適切な保護措置及び安全対策などを詳述した書類の保持

が義務付けられる。処理者にも同様の記録管理義務が課さ

れる。このような記録は、要請があれば DPA に提供しなけ

ればならない。この文書化要件が全ての処理作業に適用さ

れることを考えれば、この義務は大変な負担となる可能性が

ある。 

Privacy Impact Assessments. Companies will be 
required to conduct PIAs for processing activities which 
are considered likely to result in a “high risk for the rights 
and freedoms of individuals” (Article 35). These high risk 
activities will include profiling, large scale use of sensitive 
data, or systematic monitoring of a public area on a large 
scale, among others. Furthermore, DPAs will maintain 
lists of processing activities for which PIAs will be 
required. The GDPR also lists substantive requirements 
for the PIA itself, including a systematic description of the 
processing operations, their purposes, and the interests 
pursued by the company; an assessment of the 
necessity and proportionality of the processing; a risk 
assessment with regard to individual rights; and the 
safeguards and accountability measures that are 
envisaged (Article 33(7)). Importantly, if the PIA indicates 
that processing would result in a high risk (which cannot 
be mitigated), the company must consult with the DPA. If 
the DPA is of the opinion that the processing would 
violate the GDPR, it may issue advice or use its 
investigatory and enforcement powers (Article 36(2)). 

プライバシー影響評価（PIA）  「データの対象者の権利及

び自由に高いリスク」が生じる可能性があると考えられる処

理作業について、企業は PIA の実施を義務付けられる（第

35 条）。ここでいう高リスクのデータ作業とは、プロファイリン

グ、機微データの大規模利用又は大規模に行われる公共の

場の組織的モニタリングなどである。さらに DPA は、PIA が

義務付けられるデータ処理作業のリストを整備する。GDPR
では、(i)データ処理過程の体系的な説明、その目的及び企

業が追求する利益、(ii)データ処理の必要性及び均衡性の

評価、(iii)個人の権利に関するリスク評価、並びに(iv)想定し

ている保護措置及び説明責任措置など、PIA 自体に関する

実質的な要件も列挙されている（第 33 条（7））。重要なの

は、PIA により、データ処理作業の結果（緩和不可能な）高リ

スクが生じることが示された場合、企業は DPA に相談しな

ければならないという点である。DPA がデータ処理作業は

GDPR 違反であると判断した場合、勧告を発行するか、調

査・執行権限を行使することができる（第 36 条（2））。 

Privacy by Design and by Default. The GDPR also 
introduces an explicit requirement of privacy by design, 
which requires that companies put in place technical and 
organizational measures designed to implement data 
protection principles, such as data minimization, in an 
effective way and to integrate the necessary safeguards 
into the processing in order to meet the requirements of 
the GDPR and protect the rights of individuals (Article 
25). The GDPR mentions pseudonymization which 
means replacing individual identifiers with artificial 
identifiers (such as replacing a name with an arbitrary 

プライバシー・バイ・デザイン及びプライバシー・バイ・デフォ

ルト  GDPR では、プライバシー・バイ・デザインの要件も

明確に定められ、これによって企業には、データの最小化な

どの効果的なデータ保護原則の実施や、GDPR の要件を満

たし、データの対象者の権利を保護するために必要な保護

措置のデータ処理作業への統合を目的とした、技術的かつ

組織的な措置の整備が義務付けられる（第 25 条）。GDPR
は、そのような措置の例として、個人の識別子を人工的な識

別子に置き換える（氏名を任意の数字に置き換えるなど）仮

名化に言及している。この他、キーコーディング技術、アクセ

ス制限、データの最小化、データ保持制限などが一般的な
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number) as an example of such a measure. Other 
common measures include key coding techniques, 
limiting access, data minimization, and limiting data 
retention. Furthermore, the GDPR introduces the 
requirement that certain measures be enabled by default. 
For example, companies should implement measures 
that ensure “that by default personal data are not made 
accessible without the individual’s intervention to an 
indefinite number of individuals” (Article 25(2)). This 
provision seems aimed at preventing personal 
information from being published on the Internet by 
default. These new obligations will require that 
companies consider privacy and data security in their 
development processes so these measures are built into 
the product or service from the start rather than being an 
after-thought. 

方法である。さらに、GDPR は、デフォルト設定で一定の措

置を有効にすることを義務付けている。例えば、企業は、「デ

フォルト設定で、データの対象者が敢えて選択しない限り、

その個人データに不特定多数の人間がアクセスすることは

できない」よう確実を期す措置を講じなければならない（第

25 条（2））。本条項は、インターネット上で個人データがデフ

ォルト設定により公開されるのを防止することを目的としてい

るようである。このような義務が新たに定められたことで、企

業が製品やサービスを提供する際には、後から補足するの

ではなく開始段階から当該措置を製品やサービスに組み込

めるよう、開発段階からプライバシー及びデータのセキュリ

ティについて考慮しなければならなくなる。 

Data Privacy Officer. The GDPR introduces a 
requirement to appoint a DPO, but only in limited 
circumstances, such as if the company’s core activities 
require regular and systematic monitoring of individuals 
on a large scale or if the core activities consist of large-
scale processing of sensitive data or data relating to 
criminal offenses (Article 38). Because of the limited 
application, it is expected that many companies will not 
have to appoint a mandatory DPO. The DPO must have 
expert knowledge of privacy and data protection law and 
practice, and should be able to perform his/her advisory 
and monitoring duties and tasks in an “independent 
manner” (Articles 38, 39, Recital 97). A DPO may be 
appointed for a group of companies (i.e., the group is not 
required to have a DPO for each affiliate). 

データ保護責任者（DPO）  GDPR では、DPO の任命義

務が定められるが、企業の核となる活動において大規模な

定期的かつ組織的な個人監視が必要な場合や、機微データ

又は犯罪関連データの大掛かりな処理を主要業務とする場

合などに限定される（第 38 条）。DPO の任命義務が適用さ

れる場合は限定的であることから、企業の多くは当該義務を

負わないと思われる。DPO は、プライバシーやデータ保護

に関する法令や実務について専門知識を有していなければ

ならないほか、「独立して」助言・監視の職務及び任務を遂

行することができなければならない（第 38 条、第 39 条、前

文 97）。DPO は 1 企業グループに 1 名置けばよい（すなわ

ち、当該グループの関連会社毎に DPO を置く必要はな

い）。 

7. Data Security 7. データのセキュリティ 

The GDPR requires that companies implement technical 
and organizational data security measures to ensure a 
level of security appropriate to the risk involved in the 
processing. This risk assessment should take into 
account the likelihood and severity of potential incidents. 
The GDPR also explicitly mentions certain security 
measures, including key-coding and encryption, the 
ability to respond to a physical and technical incident, 
and a process for ongoing evaluation of the effectiveness 
of security measures (Article 33). 

GDPR は、データ処理に係るリスクに相応しいセキュリティ

レベルを確保するための技術的かつ組織的なデータ保護措

置を講じることを企業に義務付けている。リスク評価におい

ては、潜在的なインシデントの可能性及び重大性を考慮す

べきである。GDPR では、キーコーディング及び暗号化、物

理的・技術的インシデントへの対応力、保護措置の効果の

継続的評価プロセスなど、一定の保護措置の内容も明示さ

れている（第 33 条）。 

Data Breach Notifications. The GDPR introduces a 
breach notification duty throughout the EU (Article 33). 
Companies must notify the competent DPA of a breach 

データ侵害通知  GDPR は、EU 全域でデータ侵害通知を

取り入れる（第 33 条）。企業が侵害を認識した場合、認識か

ら 72 時間以内に、所轄の DPA に通知しなければならない
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within 72 hours after the company becomes aware of it, 
unless the breach is unlikely to result in a risk for 
individuals. Companies must also notify the involved 
individuals of the breach without undue delay, unless the 
breach is unlikely to result in a high risk for individuals. 
Therefore, if a breach results in no risk for individuals, no 
notification will be necessary, but if there is some risk to 
individuals, the DPA must be notified, and if there is a 
high risk for individuals, both the DPA and individuals 
must be notified. The duty to notify the DPA about a 
breach within the required timeframe (72 hours) may 
become a significant challenge because typical 
investigations into the nature and scope of the breach will 
take more time than that allotted period. 

（ただし、侵害によりデータの対象者にリスクが生じる可能性

がない場合を除く）。また、企業は、当該侵害に関係のある

データの対象者にも遅滞なく通知をしなければならない（た

だし、かかる侵害によりデータの対象者に高リスクが生じる

可能性がない場合を除く）。したがって、データ侵害によって

データの対象者に何らのリスクも生じない場合は通知が不

要だが、データの対象者に何らかのリスクがある場合は

DPA に通知をしなければならず、また、データの対象者に

高リスクがある場合は DPA とデータの対象者の双方に通

知をしなければならない。所定の時間内（72 時間以内）の

DPA への侵害通知義務は、侵害の性質及び範囲の調査に

は通常これよりも長い時間を要することを考えれば、難しい

課題となる可能性がある。 

8. Enforcement by Data Protection Authorities 8. データ保護当局（DPA）による法執行 

EU data protection laws are enforced primarily by DPAs 
as independent agencies with investigatory and fining 
powers. 

主として、調査権限を有する独立機関である DPA が、EU
のデータ保護法令を執行する。 

New DPA Powers. The GDPR provides detailed rules 
regarding DPAs’ tasks and powers. The main innovation 
is that DPAs are given the explicit power to fine 
companies found to violate the GDPR. The maximum 
fine DPAs can impose is EUR 20 million or up to 4% of 
the total worldwide annual revenue of a company (Article 
83). DPAs will now have a lengthy set of tasks including 
monitoring compliance; promoting awareness; advising 
governments; providing information to individuals; 
handling complaints; cooperating with other authorities; 
conducting investigations; drafting standard contracts for 
data transfers; drawing up requirements for PIAs; 
encouraging private codes of conduct and certification 
mechanisms; and fulfilling any other tasks related to data 
protection (Article 57). DPAs have many powers 
including investigatory powers such as access to 
equipment and premises and corrective powers such as 
binding orders and bans on processing, administrative 
fines, and suspension of cross-border transfers (Article 
58). Due to these tasks and powers—especially the high 
fines—the landscape of data protection enforcement is 
expected to change considerably. 

DPA の新たな権限  GDPR では、DPA の任務と権限に

ついて詳細な規則が定められる。主な改革点は、GDPR 違

反が発覚した企業に罰金を課す権限を DPA に付与する旨

を明確に定めたことである。DPA は、2,000 万ユーロ以下又

は企業の全世界の年間売上高の 4%を上限として罰金を課

すことができる（第 83 条）。DPA は、法令遵守の監視、注意

の喚起、政府に対する助言、個人への情報提供、苦情処

理、政府の他の機関との協力、調査の実施、データ移転に

関する標準契約の作成、PIA 要件の策定、民間部門の行為

規範・認定方法の規定の奨励その他データ保護関連の任務

の遂行など、多岐に亘る任務を負うことになる（第 57 条）。

設備へのアクセスや敷地への立入りなどの調査権限や、デ

ータ処理に係る拘束力を有する命令・禁止措置、過料、クロ

スボーダーのデータ移転の停止命令などの是正措置権限を

含め、DPA は数多くの権限を有する（第 58 条）。これらの任

務と権限、特に高額の罰金の規定からみて、データ保護当

局の法執行活動は大きく変わることが予想される。 

9. Conclusion 9. おわりに 

The GDPR adds provisions that reflect the digital 
economy and signify a shift for companies towards a 
more uniform, yet still rather intricate, legal framework. 
Although it may take some time before the full 

GDPR では、デジタル経済を反映し、より統一された（とはい

え、むしろ複雑な）法的枠組みに企業が移行することを示す

条項が追加される。GDPR の意義を完全に理解できるまで

にはまだ時間を要するかもしれないが、企業が幸先のよい
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implications of the GDPR are understood, companies 
that want to have a head start should pay particular 
attention to the topics outlined above. The GDPR 
applicability regime will further extend data protection 
requirements to non-EU companies. Stricter limitations 
on profiling and Big Data may complicate development 
of, and innovation in, certain business areas. Mandatory 
data breach notifications to DPAs and individuals will 
require companies to be ready to act within 72 hours. 
And all of these new obligations come with 
unprecedented fines of up to EUR 20 million or 4% of 
annual worldwide turnover. Other new obligations such 
as accountability, recordkeeping, and PIAs may require 
further implementing regulations and DPA guidance 
before they are actionable.  

スタートを切りたいのであれば、上記に概要を述べた点に特

に留意すべきである。GDPR の適用可能性により、データ

保護の要件が EU 以外の企業にも拡大適用される。プロフ

ァイリングやビッグデータの制限の厳格化で、一定のビジネ

ス分野の開発や革新が困難になる可能性がある。DPA とデ

ータの対象者へのデータ侵害通知義務が定められれば、企

業は 72 時間以内に対応できるようにしなければならなくな

る。また、新たに定められるこれらの義務はすべて、2,000
万ユーロ以下又は全世界の売上高の 4%以下という前代未

聞の罰金を伴う。その他、説明責任、記録管理、PIA を義務

付けられるが、実施前には、規則の施行や DPA の指針の

策定が必要かもしれない。

FOOTNOTES 脚注

[1] Article numbers refer to the text adopted by the 
European Parliament on April 14, 2016. 

[1] 条項番号は、2016 年 4 月 14 日に欧州議会が採択した

法文を参考にしている。
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