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１．マーケティング・リサーチ産業と個人

情報保護 

 マーケティング・リサーチ（市場・世論・

社会調査）を業とする調査会社は、商品・

製品開発や販売・広報・営業などのマーケ

ティング活動を遂行するために必要な情報

の調査を消費者など市場関与者を対象に実

施し、市場等の調査・分析を行うことを業

としている。情報処理及び情報通信技術の

高度化に伴い、調査会社が日常的にリサー

チ業務において取り扱う個人情報の多様化

及びその量の飛躍的増加は目覚ましいもの

がある。 

 産業としてのマーケティング・リサーチ

の位置づけは、日本における産業を分類し

ている「日本標準産業分類」において、情

報を取り扱う産業として「大分類 G 情報

通信業」の区分内の「中分類 39 情報サービ

ス業」のうち「392 情報処理・提供サービス

業」の中の「3929 その他の情報処理・提

供サービス業」に分類されてきた。つまり、

長らく「市場調査」という業種は産業分類

としては明記されてこなかった。しかし、

マーケティング・リサーチは現在の情報化・

ネットワーク化が進展した社会の経済活動

において重要な地位を占める事業であり、

国際規格の ISO においても「ISO20252 市

場・世論・社会調査 - 用語及びサービス

要求事項」として、独立した製品規格とし

て明確に定義されている。このような背景

を踏まえ、日本標準産業分類の平成 25 年

10 月改定（平成 26 年４月１日施行）では

市場調査が新たな産業分類として明記され、

「3923 市場調査・世論調査・社会調査業」

としての区分が新設されている。 

 個人情報保護への取り組みについては、

個人情報保護法制定前の 1999 年１月に、日

本マーケティング・リサーチ協会が当時の

財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）

からプライバシーマーク付与認定指定機関

として最初に認定された三つの機関のうち

の一つとして認定されている。当時は、日

本国内では民間部門を対象とした個人情報

保護法が制定されていなかった段階ゆえに、

ESOMAR(ヨーロッパ世論・市場調査協会）が

ICC (国際商業会議所)と共同で制定した国

際綱領（ICC／ESOMAR International Code 

of Marketing and Social Research 

Practice）などの国外の基準やマーケティ

ング・リサーチ綱領及びマーケティング・

リサーチ実施のための品質管理基準である

JMRQS(JMRA Marketing Research Quality 

Standard)などを踏まえ、マーケティング・

リサーチ産業に特化した個人情報保護ガイ

ドラインを制定して取り組みがなされてき

た。その後、2003 年に個人情報保護法が制

定されてからは、その後の改正に対応して

随時ガイドラインの見直しが行われ、現在

は JIS Q 15001:2017 準拠「マーケティン

グ・リサーチ産業 個人情報保護ガイドライ

ン（以下、「JMRA ガイドライン」という。）」

に基づく個人情報の適正な取扱いと保護が

実施されている。 
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２．個人情報保護法の改正 

 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年

５月 30 日法律第 57 号）（通称：個人情報保

護法）は、平成 27 年法律第 65 号として改

正された際に、「個人情報の保護に関する国

際的動向、情報通信技術の進展、それに伴

う個人情報を活用した新たな産業の創出及

び発展の状況等を勘案し」（改正個人情報保

護法附則第 12 条第３項）３年ごとに法改正

に必要な検討を行うことを定める規定が新

たに設けられた。これを受けて、平成 30 年

12 月から改正に向けた検討がなされ法改

正が行われ、令和２年６月 12 日に「個人情

報の保護に関する法律等の一部を改正する

法律」（令和２年法律第 44 号）が公布され

ている。 

 さらに、民間部門、行政機関、独立行政

法人等に係る個人情報の保護に関する規定

を集約し、地方公共団体の個人情報保護制

度の見直しを行うため、「公的部門（国の行

政機関等・地方公共団体等）における個人

情報保護の規律の考え方（令和３年個人情

報保護法改正関係）」及び「学術研究分野に

おける個人情報保護の規律の考え方（令和

３年個人情報保護法改正関係）」が個人情報

保護委員会において決定された。それらを

踏まえ、「デジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律」（令和３年５

月 19 日法律第 37 号）において個人情報保

護法が改正され、同年５月 19 日に公布され

ている。 

 短期間に二度の改正がなされたため、前

者を「令和２年改正」、後者を「令和３年改

正」と呼称している。 

 令和２年改正法は、令和４年４月１日に

全面施行される。ただし、改正法第 23 条第

２項により個人データを第三者に提供しよ

うとする際の経過措置（第 23 条第２項）は

令和３年 10 月１日に施行され、法定刑の引

上げ（第 83 条から第 87 条）は令和２年 12

月 12 日に施行されている。 

 令和３年改正法は、行政機関及び独立行

政法人等に関する規律の規定や学術研究機

関等に対する適用除外規定の見直し等（デ

ジタル社会形成整備法第 50 条による改正）

については公布の日から起算して１年を超

えない範囲内において政令で定める日、地

方公共団体に関する規律の規定（デジタル

社会形成整備法第 51 条による改正）につい

ては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に施行され

る。 

  

３．令和２年改正法の概要 

 令和２年の個人情報保護法の主な改正事

項は、(１)個人の権利の在り方、(２)事業

者の守るべき責務の在り方、(３)事業者に

よる自主的な取り組みを促す仕組みの在り

方、(４)データ利活用に関する施策の在り

方、(５)ペナルティの在り方、(６)法の域

外適用・越境移転の在り方である。 

 

（１）個人の権利の在り方 

 個人情報保護法が定める開示・訂正・利

用停止等の手続きは、不正取得や第三者へ

の無断提供など個人情報の取扱いについて

法が定める手続に違反している場合に限っ

て、個人情報取扱事業者が開示等の請求に

応ずる義務が定められていた。令和２年改

正では、開示等の請求権に個人情報取扱事

業者が応じなければならない場合について、

不正取得等の一部の法違反の場合に加えて

個人の権利又は正当な利益が害されるおそ

れがある場合にも要件が緩和された。 

 開示等の対象が「保有個人データ」に限

定されていた点も、法改正により６ヶ月以
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内に消去する個人データも保有個人データ

に含まれることとなったため、開示、訂正、

利用停止等の対象となった。なお、JMRA ガ

イドラインは半年以内に消去される個人情

報も開示等に対応しなければならない開示

対象個人情報として定めてきたことから、

法改正による特段の対応は不要である。 

 個人の権利の在り方に係る改正事項につ

いて、JMRA ガイドラインに基づいて開示等

への対応を実施している調査会社は、個人

情報の取扱いについて手続違反が認められ

ない場合であっても調査対象者の権利を尊

重して開示等の請求に応じていることから、

法改正による影響は少ないと考えられるも

のの、「当該本人の権利又は正当な利益が害

されるおそれがあると認めるに足りる相当

の理由があるとき」についても対象が拡充

されたことにより、大量の個人情報を取り

扱っている調査会社の性質上、新たに対応

しなければならない状況が生ずる可能性が

ある。 

 具体的な事例を考えてみると、①調査会

社が取扱う個人情報に関して、情報漏えい

や目的外利用事案が発生し、当該本人が識

別される個人情報の管理体制に疑義が生じ

た場合、②マーケティング・リサーチを装

ったサギング（Sales Under the Guise of 

Research）により、DM や調査票の送付停止

を対象者から求められていたにもかかわら

ず、調査会社又は当該送付業務の委託先事

業者が送付停止に適切に対応しない場合、

③サンプリングにおいて用いた名簿につい

て、当該名簿を取得する際に第三者提供に

関する確認記録義務に基づく記録を適切に

実施していなかったため、調査対象者から

当該記録開示請求がなされた際に、当該個

人が識別される個人情報の取得元を明らか 

にすることができない場合などが考えられ 

よう。 

 開示方法については、個人情報の保護に

関する法律施行令９条では、個人情報取扱

事業者が保有個人データを開示する方法を

「書面の交付による方法（開示の請求を行

った者が同意した方法があるときは、当該

方法）」としている。つまり、従来、開示等

の請求には書面による交付が原則となって

いたが、保有個人データの開示方法につい

て、法改正により電磁的記録の提供を含め

本人が指示できるようになった。 

 個人データの提供について本人が第三者

提供について同意していても、誰に提供し

たのかについては確認する方法がなかった。

法改正により、個人データの授受に関する

第三者提供記録について本人が開示請求で

きるようになった。 

 名簿販売など第三者に提供される個人デ

ータについては、不正に持ち出されたデー

タなどを取得したとしても、オプトアウト

（本人の求めがあれば事後的に停止するこ

とを前提に、提供する個人データの項目等

を公表等した上で、本人の同意なく第三者

に個人データを提供できる手続）によって

適法に提供することが可能である。その上

で、オプトアウトされて提供されている個

人データを取得し、さらにオプトアウトに

基づく手続によって第三者に本人同意なく

提供するといった転々流通する個人データ

の提供もオプトアウトを実施さえしていれ

ば適法に第三者に提供することが可能であ

った。このような第三者提供の連鎖状況を

是正するため、オプトアウト手続を実施す

ることにより第三者に提供できる個人デー

タの範囲を限定するため、①不正取得され

た個人データ、②オプトアウト規定により

提供された個人データについては、オプト 

アウトによる第三者提供が認められる手続 
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の対象から除外されることとなった。 

  

（２）事業者の守るべき責務の在り方 

 JMRA は、プライバシーマークを取得して

いる会員社による個人情報の漏えい等をプ

ライバシーマーク審査会への報告事項とし

てきたが、令和２年改正により、個人デー

タの漏えい等が発生し個人の権利利益を害

するおそれがある場合に、個人情報保護委

員会への報告及び本人への通知が義務化さ

れた。 

 調査会社としては、個人情報、個人デー

タ、保有個人データ、匿名加工情報、仮名

加工情報、統計情報、統計情報作成のため

に使用していたその他の非個人情報など、

漏えい発生時の報告義務の対象を認識する

必要がある。 

 漏えい等報告義務の対象は、「個人データ

の漏えい、滅失、毀損その他の個人データ

の安全の確保に係る事態」（改正個人情報保

護法 22 条の２）に限定されており、その対

象は「個人データ」である。よって、個人

データ及び保有個人データは対象となるが、

統計情報や非個人情報が含まれないことは

もとより、検索性・体系性がない個人情報、

仮名加工情報、匿名加工情報も含まれない。 

 「個人情報取扱事業者は、違法又は不当

な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ

る方法により個人情報を利用してはならな

い。」（改正法 19 条）との規定も創設された。 

 「違法又は不当な行為」の具体例として

は、①本人が予測し得ない形で発生し、か

つ、不特定多数の者によって引き起こされ

得る本人に対する差別（民事上違法と評価

され得る行為）や、②違法な行為を営む者

等からの突然の接触による本人の平穏な生

活を送る権利の侵害（いわゆる人格権や平 

穏安全な生活を営む権利等の侵害に当たる 

と評価され得る不法行為）等が想定される。 

 

（３）事業者による自主的な取り組みを促

す仕組みの在り方 

 個人情報保護のための取り組みを推進す

るために、認定個人情報保護団体制度が定

められている。この制度はあくまで事業者

が所属する業界団体などを念頭に置いたも

のであり、事業内容の多様化によって所属

する業界団体の所掌事業に合致しない事業

を行う場合も多くなりつつある。そこで、

既存の認定団体制度について、現行制度に

加えて企業の特定分野（部門）を対象とす

る団体を認定できるようにすることで、個

別の事業内容に応じた個人情報保護への取

り組みの促進が期待される。 

 

（４）データ利活用に関する施策の在り方 

 大量のデータを集積し、それらを瞬時に

突合して個人データとする技術が発展・普

及したことにより、提供先において個人デ

ータとなることをあらかじめ知りながら非

個人情報として第三者に提供する法の趣旨

を潜脱した取扱いが問題となった事例があ

る。 

内定辞退率を提供するサービスが個人情

報保護法に違反するとして、個人情報保護

委員会が二度の勧告等を行い、厚生労働省

も職業安定法に基づく行政指導を行った。

この事例では、個人情報である氏名の代わ

りに Cookie で突合し、特定の個人を識別し

ないとする方式で内定辞退率を算出し、第

三者提供に係る同意を得ずにこれを利用企

業に提供していた。また、内定辞退率の提

供を受けた企業側において特定の個人を識

別できることを知りながら、提供する側で

は特定の個人を識別できないとして、個人

データの第三者提供の同意取得を回避して
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おり、法の趣旨を潜脱した極めて不適切な

サービスが行われていた。 

 この問題を踏まえて、「個人関連情報」に

関する規律が新たに定められ、提供元では

個人データに該当しないものの、提供先に

おいて個人データとなることが想定される

情報の第三者提供について、本人同意が得

られていること等の確認が義務付けられる

こととなった。 

 

（５）仮名加工情報 

 平成 27 年の法改正により、「匿名加工情

報」について新たな定義が追加され、事業

者内部での規律及び第三者に提供した場合

にも提供先において再識別化が禁止される

など、文字通りの利活用に向けた手続きが

整備された。匿名加工情報は完全な匿名加

工処理を求めているため、特定の個人を識

別することが認められていないことはもと

より、他の情報と照合することで個人を識

別する行為が禁止されている。ゆえに、匿

名加工情報の利用意義についての有用性が

見出せないとの指摘もなされていた面があ

る。 

 情報技術の発展を背景として、仮名化さ

れた個人情報について、一定の安全性を確

保しつつデータとしての有用性を加工前の

個人情報と同等程度に保つことにより、匿

名加工情報よりも詳細な分析を比較的簡便

な加工方法で実施し得るものとして、個人

情報と匿名加工情報の中間的規律について

の法定を求める要望が従来から寄せられて

きた。そこで、事業者内部においてより積

極的な個人情報の取扱いを実現し事業にお

いて活用することを目的に、利用目的制限

を緩和するなどイノベーションを促進する

観点から氏名等を削除した「仮名加工情報」

を創設し、第三者への提供は認められない

ものの内部分析に限定する等を条件に、開

示・利用停止請求への対応等の義務が緩和

された。 

 仮名加工情報は、「個人情報としての仮名

加工情報」と「個人情報ではない仮名加工

情報」に分けられる。その作成に用いられ

た個人情報や削除情報等を引き続き保有し

ている場合、当該仮名加工情報は前者に該

当し、それ以外の場合は後者に該当する。 

 「個人情報としての仮名加工情報」は、

原則として第三者提供が禁止される。一方

で、第 15 条第２項（利用目的変更）（第 15 

条第１項の規定により利用目的をできる限

り特定する義務は存置）、第 19 条（データ

内容の正確性確保）（法第 35 条の 25 項に

よる消去が前提）、第 22 条の２（漏えい等

の報告等）、保有個人データに関する事項の

公表等や開示等に関する義務（第 27 条から

34 条まで）が適用されない。 

 

（６）ペナルティの在り方 

 個人情報保護法が制定されてから 10 年

以上が経過するが、法律が施行されてから

現在に至るまで罰則が適用された事例はな

い。しかし、個人情報保護法違反による個

人情報の取扱い事例は散見されるため、法

令遵守を促進する観点からも課徴金の導入

なども改正にあたっては検討がなされた。 

 結果的に、課徴金の導入については見送

られたが、個人情報保護委員会による命令

違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑

が引き上げられ、命令違反については、６

ヶ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が、

１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金と

なり、虚偽報告等は 30 万円以下の罰金が、

50 万円以下の罰金となった。 

 また、個人情報データベース等不正提供

罪、委員会による命令違反の罰金について、
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法人と個人の資力格差等を勘案して、法人

に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を

引き上げる「法人重科」が定められ、個人

と同額の罰金（50 万円又は 30 万円以下の

罰金）であったものが、１億円以下の罰金

となった。 

 

（７）法の域外適用・越境移転の在り方 

 個人情報は日々国境を越えて取り扱われ

ているが、日本国内にある者に係る個人情

報等を取り扱う外国事業者についても、罰

則によって担保された報告徴収・命令の対

象となった。 

また、外国にある第三者への個人データ

の提供時に、移転先事業者における個人情

報の取扱いに関する本人への情報提供の充

実等を求める改正がなされた。 

 

４．令和３年改正法への対応 

 令和３年改正法がマーケティング・リサ

ーチに及ぼす影響として特に留意すべき点

は、(a)行政機関等個人情報保護法に基づい

て実施してきた調査や公的統計に係る個人

情報の取扱い、(b)独立行政法人通則法に規

定する大学や研究機関及び病院のうち令和

３年改正法により独立行政法人等の定義か

ら除外される法人等から受託してきた調査、

(c)地方公共団体の条例に基づいて実施し

てきた調査や自治体からの調査委託業務、

(d)統一地方選挙など地方議会の選挙に係

る調査、(e)地方独立行政法人からの受託調

査、(f)学術研究機関における調査として個

人情報保護法が定める学術研究目的として

一律に適用される除外規定に基づいて実施

してきた調査などがあげられる。 

 令和３年改正法に新たに設けられた第５

章「行政機関等の義務等」が適用されるの

は、改正法２条 11 項が定める「行政機関等」

である。しかし、その対象は、①行政機関、

②地方公共団体の機関（議会を除く）、③独

立行政法人等（別表第二に掲げる法人を除

く）、④地方独立行政法人（独立行政法人法

第 21 条第一号に掲げる業務を主たる目的

とするもの又は同条第二号若しくは第三号

（チに係る部分に限る。）に掲げる業務を目

的とするものを除く）と規定されている。 

 さらに、②のうち、病院・診療所及び大

学の運営については、改正個人情報保護法

58 条２項により第 4 章「個人情報取扱事業

者等の義務」（一部適用除外規定あり）が適

用される。③のうち、別表第二に掲げる法

人は、独立行政法人通則法が適用される国

立研究開発法人、国立大学法人法が適用さ

れる国立大学法人及び大学共同利用機関法

人、独立行政法人国立病院機構法が適用さ

れる独立行政法人国立病院などである。こ

れらの法人は、独立行政法人等から除外さ

れるため、個人情報取扱事業者の義務が適

用されるなど、令和３年改正法に対応した

マーケティング・リサーチの遂行において

は、ジグソーパズルのように法の適用関係

を一つずつ確認することが必要となる。 

 

５．個人情報保護法の改正とマーケティン

グ・リサーチ産業への期待 

 調査会社ではリサーチ業務において取り

扱う情報について、ローデータとしての個

人情報の取扱いから納品するデータの扱い

に至るまで、個人情報の適正な保護と調査

品質確保の両立をはかるため、クライアン

トに提供する情報の内容や範囲について

様々な取り組みが試行錯誤されてきた。そ

の一方で、いわゆるプラットフォーム事業

者による大規模なデータの収集、処理、分

析により、調査会社を介さずとも精度の高

いマーケティング・リサーチの恩恵を享受
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できる機会が増えつつある。オンライン調

査の普及にとどまらず、AI（人工知能）を

用いた情報分析ツールの開発の進展により、

これまでの調査とは異なる次元の悉皆性を

担保しつつ高精細な調査を実現できる環境

が今後さらに進展することが見込まれる。 

 このような変革期にあっても、調査対象

者個人の権利利益を保護し適正な個人情報

の取扱いと保護を行うための理念と義務は

今後も変わることはない。 

 平成 27 年の法改正の際に「匿名加工情

報」に関する手続が創設され、令和２年改

正では「仮名加工情報」の取扱いも新たに

定められた。これにより、ローデータとし

ての個人情報と非個人情報である統計情報

の間の情報について、高度な個人情報の保

護を実現しつつ高品質の調査を遂行するた

め、調査設計の段階から成果品として納品

するデータのフォーマットについて、個人

情報（個人データ・保有個人データ）、匿名

加工情報、仮名加工情報、統計情報、非個

人情報のそれぞれの取扱いについて検討を

行うことが可能となっている。 

個人情報保護法は、改正のたびに高度な

個人情報保護への取り組みと法解釈が求め

られる内容へとアップグレードしているが

ゆえに、法改正の内容のフォローアップに

精一杯の状況では、データ利活用に関する

新たな仕組みを十分活用することができな

い。個人情報の取扱いが業務上大きな比率

を占めるマーケティング・リサーチ業界で

は、個人情報保護法が制定される前から他

の業界に先駆けて業界全体で個人情報の有

用性に配慮しつつ積極的な取扱いと保護に

取り組んできた。これまでの経験と実績を

活かし、個人情報保護への取り組みに関す

る信頼性の維持と調査品質の一層の向上に

期待したい。 

本研究は、JST ムーンショット型研究開

発事業(JPMJMS2011)の支援を受けたもので

ある。 
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