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JISQ15001 と EU 一般データ保護規則の比較
―同意取得の観点を中心としてー
西郡 裕子†1

湯淺 墾道†2

概要：2018 年 5 月 30 日に全面施行された改正個人情報保護法等との関係を整理するため，日本の工業規格の一つで
ある「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項（JISQ15001）が 2017 年 12 月 20 日公表された．一方，国際的
な動きとしては，来る 5 月 25 日「EU 一般保護規則（GDPR）」の加盟国への適用が開始される．GDPR は，EU 域内
に拠点を有しない事業者であっても，EU 域内の個人データを取扱う場合は適用され，日本国内のみ拠点を有する企
業であっても，EU 域内へサービスを提供する場合などは，GDPR への対応を考慮する必要がある．今回，個人情報を
取得する際の同意に焦点を絞り，JISQ15001 の要求事項と GDPR で求められる事項を比較する．
キーワード：JISQ15001，GDPR，P マーク，同意

1. はじめに

一方，国際的な動きとしては，来たる 2018 年 5 月 25 日，
「EU 個人データ保護指令」を改正した「EU 一般データ保

2017 年 5 月 30 日に全面施行された「個人情報の保護に

護規則（General Data Protection Regulation,以下 GDPR とい

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

う．）」の加盟国への適用が開始される．加盟国の立法措置

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

を必要とする「指令」から立法措置なくして直接適用され

成 27 年法律第 65 号）（以下，「改正個情法」という．）」

る「規則」への変更，第三国への越境適用，明示的同意の

及び他のマネジメントシステムと整合するよう改正された

原則，「消去権（忘れられる権利）」，「データポータビリテ

「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項（JISQ15

ィの権利」，「プロファイリングを含む，自動処理による個

001:2017）」が，2017 年 12 月 20 日公表された．今回の改正

人に関する決定」など多くの改正事項が設けられた

では，経済産業省が JISQ15001 改正原案委員会を組織し，

[4].GDPR は，EU 域内に拠点を有しない事業者であっても，

JIS 原案を作成した[1].

EU 域内の個人データを取扱う場合は適用される．このた

JISQ15001 は，個人情報保護のためのマネジメントシス

め，日本国内のみに拠点を有する企業であっても，EU 域内

テムを規格化したものであり，PDCA（計画（Plan），実施

へサービスを提供する場合などは，GDPR への対応を考慮

（Do），点検（Check），見直し（Act）の略．）サイクルにの

する必要があるが，中小企業等での GDPR の日本での認知

っとり，要求事項を定めている．JISQ15001 は，1980 年の

は低く，今回の JIS15001 の改正では GDPR との整合はとら

「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガ

れていないのだが，P マークを取得していれば，GDPR に

イド林に関する OECD 勧告」
（OECD 勧告）及び 1995 年の

対応可能であると間違った認識を持っているケースもある

「個人データ処理に係る個人情報の保護及び当該データの

と聞く．

自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」
（EU 個人

しかし，GDPR では，改正個情法では個人情報とされて

データ保護指令）を基礎として，通商産業省（現，経済産

いない cookie が個人情報とされているなど，実務上の影響

業省）が 1989 年に策定し，1997 年に改定したガイドライ

はかなり大きい．

ンを JIS 化したものであり，個人情報の保護を適切に行っ

本稿では，個人情報を取得する際の同意に焦点を絞り，

ていると認められた企業に付与されるプライバシーマーク

JISQ15001 の要求事項と GDPR で求められる事項を比較す

（付与機関：一般財団法人日本情報処理開発協会，以下，

る．

P マークという．）の認証基準として運用されている[2]．
P マークは，財団法人日本情報処理開発協会（現，一般
財団法人日本情報経済社会推進協会）が通商産業省（現，
経済産業省）の指導により創設，運用を開始した制度であ

2. 個人識別符号と個人識別子
JISQ15001 では，個人情報に該当するかどうかの判断は，

り，付与事業者は 2018 年 4 月 23 日現在，15,734 社である

法令，国が定める指針その他の規範に基づき行うことが求

[3]．取引開始の条件として個人情報保護法の遵守が求めら

められており[5]，改正個情法では，個人識別符号が含まれ

れる場合に，P マーク取得の有無が指標とされるケースが

るものを個人情報として明確化した．ここでは，改正個情

多く，民間部門の個人情報保護の促進及び消費者保護に重

法における個人識別符号と GDPR における識別子の違いを

要な役割を果たしている．

みる．

†1 一般財団法人日本データ通信協会
Japan Data Communications Association.
†2 情報セキュリティ大学院大学
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3. 同意
2.1 GDPR におけるオンライン識別子
GDPR 第 4 条第 1 項は，「個人データ」について，「識別
される自然人または識別可能な自然人（以下「データ主体」
という．）に関する全ての情報を意味する．識別可能な自然
人とは，とりわけ，氏名，識別番号，位置データ，オンラ
イン識別子のような識別子を参照することによって，また
は，当該自然人の肉体的，生理的，遺伝的，精神的，経済
的，文化的または社会的な同一性を示す 1 以上の要素を参
照することによって，直接的または間接的に，識別されう
るもののことである」と定義している[6]．オンライン識別
子について，GDPR 前文 30 項では，「自然人は，インター
ネットプロトコルアドレス，クッキー識別子，または，無

JISQ15001 の運用段階における個人情報の取扱いでは，個
人情報を適法かつ公正な手段で取得すること，要配慮個人
情報を取得，利用，提供する場合は，あらかじめ書面によ
る同意を得ること，利用目的を本人に通知または公表する
ことが求められ，本人から，直接書面に記載された個人情
報を直接取得する場合は，原則として，一定の事項をあら
かじめ書面により本人に明示し，書面により同意を得るこ
とを求めており，
「書面」には，電子的方式，磁気的方式な
ど人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録を
含む，としている．よって，JIS15001 で定める「本人の同
意」はインフォームド・コンセントの意味に近い概念であ
る．

線識別子タグのようなその他の識別子といったような，彼
らの装置，アプリケーション，ツール及びプロトコルによ
って提供されるオンライン識別子と関連付けられ得る．こ
れは，とりわけ，サーバによって受信されるユニークな識
別子その他の情報と組み合わされるときは，自然人のプロ
ファイルを作り出し，そして，自然人を識別するために用
いられる追跡の余地を残し得るものである」[7]としている.

3.1 GDPR 前文について
GDPR 前文 32 項では，同意は，電子的な手段による場合
を含め，書面による陳述または口頭による陳述を含むとし
ており[12]，この同意は，
「インターネット上の Web サイト
訪問する際にボックスをチェックすること，情報社会サー
ビスiのための技術的な設定を選択すること，または，この
文脈において，彼または彼女の個人データの予定された処

2.2 個人識別符号について
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 総合戦
略本部）に置かれた「パーソナルデータに関する検討会」
技術検討ワーキンググループの平成 26 年 5 月報告書は，
個人の身体的特性に関するものの他，
「個人または個人の情
報通信端末（携帯電話端末，PC 端末等）等に付番され，継
続して共用されるもの」及び（一律の判断は困難としつつ）
移動履歴や購買履歴，Web 閲覧履歴（Cookie を含む）等も，
「準個人情報」として保護すべき対象に含まれる可能性を
認めていた[8][9]が，改正個情法に「準個人情報」の定義は
なく，個人識別符号にこれらは含まれていない．
改正個情法で明確化された「個人識別符号」は政令で定
めているが，宇賀によると，個人識別符号に該当するか否
かの主要な判断基準は，(ⅰ)当該情報に基づき直接に本人

理についてのデータ主体の承諾を明確に示す上記以外の陳
述または行為を含み得る．それゆえ，沈黙，あらかじめチ
ェック済みのボックスまたは不作為は，同意を構成するも
のとしてはならない．データ主体の同意が電子的な手段に
よる要求の後に与えられる場合には，その要求は，明確で
あり，理解しやすく，かつ，提供されるサービスの利用を
不必要に損なわないものでなければならない.[13]」として
おり，JISQ15001 の要求事項と相違はみられない．
続いて，GDPR の同意に関する前文をみる．
GDPR 前文 33 項[14]では，「科学研究の目的のための個
人データの処理の目的をそのデータの取得の際に完全に特
定することは，しばしば，不可能なことである．それゆえ，
データ主体は，科学研究のための承認された倫理基準が保
たれている場合には，一定の科学研究の領域についての同

にアクセスできる本人到達性があるか，(ⅱ)唯一無二性（一

意を与えることが認められる．データ主体は，予定されて

意性）があるか，(ⅲ)不変性，変更可能性があるかである．

いる目的が許す範囲で，一定の科学研究の領域についての

インターネットプロトコルアドレス（以下，IP アドレス
という．）や cookie，位置データは改正個情法における個人
情報の定義に含まれていないが，JISQ15001 では，cookie,ス
マートフォンのアプリケーション経由で自動的に取得する
位置情報，端末情報によって個人情報を取得する場合は，
当該方法により個人情報を取得している旨及び取得する個
人情報の内容を開示することを要求している[10][11]．

み，または，その一部についてのみの同意を与える機会を
持つものとしなければならない．」としている．
日本の改正個情法第 76 条では，大学その他の学術研究
を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学
術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱うときは，一
般企業の研究所，私立大学等は適用対象外となる．しかし，
国立大学や理化学研究所等の独立行政法人では独立行政法
人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年

i 欧州議会及び理事会の指令(EU)2015/1535 の第 1 条第 1 項(b)で定義され

をいう，とされている[13]．

ているサービスをいい(第 4 条(25)項)，通常は，報酬を払う遠隔からの電
子的手段によるサービスであって，サービス利用者が個別に要請するもの
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法律第五十九号，平成二十八年法律第八十九号改正）が適

プリのサービス提供上必須とは考えられないのに，位置情

用され，法の適用対象となり，さらに公立大学等では，各

報の提供に同意しなければアプリを利用できない仕組みに

地方公共団体の条例が適用され，法制度が異なる．

なっている場合を挙げている．

GDPR 前文 42 項[15]では，「処理がデータ主体の同意に

一方，JISQ15001 の「本人が個人情報を与えることへの

基づくものである場合，管理者はそのデータ主体がその処

任意性」は，個人情報の記入欄ごとにその記入が必須事項

理業務に対して同意を与えたということを説明できるもの

か任意事項かを明らかにすることをいい，
「当該情報を与え

としなければならない．とりわけ，別の事項に関する書面

られなかった場合に本人に生じる結果」とは，個人情報の

上の宣言の中においては，その安全確保措置は，同意が与

記入欄に記入しなかった場合の本人に生じる結果を明記す

えられたことになるという事実及びその同意が与えられる

ることをいう,とし，例として，本人が結婚紹介申込書の年

範囲についてデータ主体が気付くことを確保するものとし

収の欄を記入しないため，年収を考慮した相手が紹介され

なければならない．理事会指令 93/13/EECiiに従い，管理者

ないことや，本人が中途採用に応募する場合に履歴書に履

によって予め作成された同意の宣言は，理解しやすく，利

歴を記入しないため，一定の職種で選考対象とされないこ

用しやすい方式により，明瞭かつ平易な言語を用いる方法

とを挙げている[17].

で示さなければならない．同意の通知のために，データ主

日本では，GPS の位置情報は，他の情報と結びつく場合

体は，少なくとも，管理者の識別子，及び，その個人デー

のみ個人情報として取り扱う[20]ため，単純に比較はでき

タについて予定されている処理の目的を理解していなけれ

ないが，GDPR は「同意が任意に与えられていること」に

ばならない．同意は，データ主体が真正または任意の選択

着目しており，JISQ15001 における「本人が個人情報を与

肢を持たない場合，または，不利益を受けずにその同意を

えることへの任意性」とは観点が異なる．同様に，JISQ15001

拒否または撤回することができない場合には，任意に与え

の「当該情報を与えられなかった場合に本人に生じる結果」

られたものとみなさない」としている．この他，GDPR 前

を 本 人 に あ ら か じ め示 す とい う 事 業 者 目 線 の 観点 は ，

文 43 項[16]では，同意が任意に与えられることを確保する

GDPR には見当たらない．

ため，データ主体と管理者の間に明確なアンバランスが存
在する特別な場合の同意について規定しており，同意に関
して，厳格に解されている．

②の目的が特定されている同意の取得については，デー
タ管理者は以下の要素を満たさなければならないとしてい
る[21]．

3.2 GDPR における同意の定義
GDPR では，第 4 条第 11 項で「データ主体の同意」を以
下のように定義している．

・予測不能な目的での利用への完全確保措置として，新た
な目的のためにデータ処理をしようとする場合，新たに
その目的のために同意を取得すること．
（JISQ15001 では，

「データ主体の「同意」とは，①任意に与えられ，②特

特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情

定され，③事前に説明を受けた上での，④不明瞭ではない，

報を取得する場合は，あらかじめ所定の事項を本人に通

データ主体の意思の表示を意味し，それによって，彼もし

知し，同意を取得することとしている．）

くは彼女が，その言辞または明確に肯定的な行動により，

・同意のリクエストの粒度を細かくする（多種多様な目的

彼もしくは彼女に関連する個人データの処理の同意を表明

に対し，個別のオプトインを設定する）こと．
（JISQ15001

するものを意味する．」[17]（①～④は筆者記載．）

では，利用目的をできるだけ特定し，取得した情報の利

上記①～④について，29 条作業部会は，ガイドラインで
具体例を含めて解説している[18]．
①について，GDPR では，データ主体が実質的に選択肢
を与えられておらず，同意を強要されている場合や，同意

用及び提供によって本人の受ける影響を予測できるよ
うに，利用及び提供の範囲をできる限り具体的に明らか
にするよう配慮しなければならない，とし，個別のオプ
トインの設定までは言及していない．）

により何かしらの負の結果に耐えなければならない場合

・データ処理業務に対する同意取得に関する情報と他の情

（追加費用を負担するなど）は，その同意は適法でないと

報を明確に分けること．
（JISQ15001 では，同意取得時に

している[19].

あらかじめ所定の事項を本人に通知し同意を得ること

GDPR のガイドラインでは，例として，写真画像を編集

としている．）

できるモバイルアプリが，サービス利用の条件として，ユ

③については，29 条作業部会は，同意が，事前に説明を

ーザに GPS の位置情報を行動ターゲティング広告の目的

受けたうえで同意が与えられているとみなされるために，

で収集することを告知の上，位置情報の提供を求めている

最低限，以下の情報はデータ主体に提供されるべきとして

場合を例に挙げ，位置情報も行動ターゲティング広告もア

いる[22]．

ii 不正契約条項に関する EU 指令第 93/13/EEC 号（1993 年 4 月 5 日）
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a. データ管理者の識別子

やすくかつ容易にアクセスしうる方式で，明瞭かつ平

b. 同意を求められている各処理業務の目的

易に文言を用いて，表示される．この規則の違反行為

c. どのような（種類の）データを収集し，利用するか

を構成するそのような書面上の宣言は，いかなる部分

d. 同意を撤回する権利を有すること

についても拘束力がない．

e. 第 22 条 2 項に従い，プロファイリングを含む，自動的に

3.

意思決定するためのデータの使用に関する情報

データ主体は，彼または彼女の同意を，いつでも，撤
回する権利をもつ．同意の撤回は，その撤回前の同意

f. 第 46 条に規定されているような適切な安全管理措置及

に基づく処理の適法性に影響を与えない．データ主体

び妥当な判断が欠如していることで，データ移転により

は，同意を与える前に，そのことについて情報提供を

起こりうるリスク

受ける．同意の撤回は，同意を与えるのと同じように，
容易にできるものとする．

これに対し，JISQ15001 では，少なくとも以下に示す事

4.

同意が任意に与えられたか否かを判定する場合には，

項又は同等以上の内容をあらかじめ書面によって本人に明

就中，役務の提供を含め，契約の履行が，当該契約の

示し，書面によって本人の同意を得なければならないとし

履行にとって必要のない個人データの処理に対する同

ている[23]．
（）内は各規定に対応する上記の GDPR の規定

意を条件とするものであるか否かについて，最大限に

である．e 及び f は，JISQ15001 にはない．

考慮に入れる．

 組織の名称又は氏名，個人情報保護管理者もしくはその
代理人の氏名又は職名，所属および連絡先（a）

第 1 項の管理者の説明責任に該当する，JISQ15001 の項
目は見当たらない．
「明示する書面は，本人が何に同意した

 利用目的(b)

かわかるよう，本人の手元に残る（あるいはウェブサイト

 個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事

であればいつでも見ることができる）ようにすることが望

項(GDPR では同意取得時の明示を求めていない．)

ましい[27]」としており，説明義務についての言及はない．

 個人情報の委託を行うことが予定される場合にはその旨

第 2 項については，JISQ15001 においても，
「明示につい

(GDPR では委託先は処理者となるため，同意取得時の明

て，どこに書いてあるかを明確に指し示す必要があり，会

示を求めていない．)

員規約や契約約款を明示する書面として使うならば，例え

 保有個人データの利用目的の通知，開示，訂正，追加ま

ば，個人情報の取扱いの部分の切り出し，字の大きさや色

たは削除，利用または提供の拒否権，(d，GDPR では，同

調を変えるなど，個人情報の取扱いについて記載した部分

意取得時の明示を求めていない．第 21 条で，データ主体

を何らかの方法により強調し，本人が容易に認識できるよ

に対し，プロファイリングを含め，いつでも異議を申し

うに措置を講ずる必要がある，とし，また，文字が小さく

立てる権利を与えている．)

てどこに書いてあるかわからないとか，長すぎてどこに書

 本人が容易に知覚できない方法によって個人情報を取得

いてあるのかわからない場合は，明示しているとは言えな

する場合にはその旨(EU では，個人情報にあたるため，

い[28].」としており，他の事項と明らかに区別できる方法

明示的な同意を求めている．)

によって，理解しやすくかつ容易にアクセスしうる方式で，
明瞭かつ平易に文言を用いて表示させるよう求めている．

④の不明瞭でないデータ主体の意思表示について，ガイ

GDPR のガイドラインでは，同意を求めるとき，データ

ドラインでは，事前にチェックされたチェックボックスや

管理者は，明瞭で平易な言葉を使用し，平均的な人に容易

オプトアウト方式はデータ主体による同意を妨げるので，

に理解できるようにしなくてはならず，プライバシーポリ

GDPR では認められていない[24]．JISQ15001 では，明示的

シーを長く理解にくいものにしたり，法律専門用語で埋め

な同意とは書面による同意であり，黙示による同意は認め

尽くしてはならないとしている[29]．

られない[25]，としている．

第 3 項は，同意の撤回権を定めている．
ガイドラインでは，データ主体が容易に同意を撤回でき

3.3 同意の要件について
第 7 条で，同意を正当事由とする要件について，以下の

るよう設計されていない事例として，以下を挙げている
[30]．オンラインチケット代理店を通じてある音楽祭のチ

ように定めている[26]．

ケットが販売されている．オンラインチケットを販売する

1.

処理が同意に基づく場合，管理者は，データ主体が彼

際，マーケティング目的の詳細な連絡先を使用する旨の同

または彼女の個人データの処理に同意しているという

意を購入者に求めていた．この目的への同意において，顧

ことを説明できるようにする．

客は，同意する，同意しない，を選ぶことができた．管理

データ主体の同意が他の事項とも関係する書面上の宣

者は，顧客に同意撤回権を有していることを通知していた．

言の中で与えられている場合には，その同意の要求は，

そのためには，午前 8 時から午前 5 時までの営業日に無料

他の事項と明らかに区別できる方法によって，理解し

のコールセンターに連絡すればよい旨も説明した．管理者

2.
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は，この例では，GDPR 第 7 条 3 項を遵守しているとはい
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正誤表
下記の箇所に誤りがございました．お詫びして訂正いたします．
訂正箇所

誤

正

1 ページ

プライバシー保護と個人データ

プライバシー保護と個人データの国

左段 15-16 行目

の国際流通についてのガイド林

際流通についてのガイドライン

1 ページ
右段 21 行目

cookie

オンライン識別子や位置情報
JISQ15001：2006 をベースにした個

2 ページ
左段 42 行目、
4 ページ
左段 39 行目

人情報保護マネジメントシステム実
JISQ15001

施のためのガイドライン（実務上、プ
ライバシーマーク審査の基準として
参照されている）
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