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Privacy

Japan's Personal Information Protection
Commission Publishes Rules for Handling
Personal Data Transferred from EU to Japan

Following the agreement between Japan and the European
Union regarding personal data protection in July 2018 (please
see the August 2018 issue), the European Commission decided
to officially launch the procedure for adoption of its adequacy
decision for Japan on September 5, 2018.
Accordingly, Japan’s Personal Information Protection
Commission published the “Supplementary Rules for Handling
Personal Data Transferred from the EU to Japan in accordance
with the Adequacy Decision” (“Rules”) on August 24, 2018.
The Rules establish additional regulations in connection with the
handling of personal data provided from the European Union
based on the adequacy decision and supplement the provisions
of Japan’s Personal Information Protection Act. The Rules’
purpose is to make the standards of the legal regulations
regarding protection of personal data in Japan equal to those in
the European Union. The Rules will come into effect on the date
on which the European Commission’s adequacy decision for
Japan comes into force.
The following is an outline of the Rules:
1. Special Care-Required Personal Information
If a personal information handling business operator (“PIHBO”)
receives personal data from the European Union in accordance
with the adequacy decision, the PIHBO must handle the data as
special care-required personal information if the data includes
information regarding a labor union, sex life, or sexual
orientation.
2. Retained Personal Data
If a PIHBO receives personal data from the European Union in
accordance with the adequacy decision, the PIHBO must handle
the data as retained personal data, and the principal can demand

that the PIHBO disclose, correct, or delete the data, regardless
of the length of the retention period.
3. Specification of Utilization Purpose/Limitation of Use
If a PIHBO receives personal data from the European Union in
accordance with the adequacy decision or a PIHBO receives
personal data from another PIHBO, the PIHBO must confirm
and record the process by which the personal data was acquired
(including the specified utilization purpose) and handle the
personal data within the scope of the specified utilization
purpose.
4. Restrictions on Provision to Third Parties in Foreign
Countries
If a PIHBO provides personal data received from the European
Union in accordance with the adequacy decision to a third party
in a foreign country, the PIHBO must provide information
regarding the third party to the principal so that the principal can
determine whether to consent to such provision of the personal
data. The PIHBO also must acquire the advance consent of the
principal.
5. Anonymously Processed Information
Personal data received from the European Union in accordance
with the adequacy decision will be deemed to be anonymously
processed information only when a PIHBO deletes the
information regarding the methods used to anonymize the data
and makes it impossible to re-identify the specific individual to
whom the original data relates.
Once the European Commission adopts the adequacy decision
for Japan, Japanese business operators will be able to receive
personal data from the European Union in accordance with the
adequacy decision. Since the Rules apply to such personal data,
businesses that expect to handle personal data should familiarize
themselves with the Rules in advance.

IP
Enforcement Date of the Amendment to the Unfair Competition Prevention Act Announced: On September 12, 2018,
the Cabinet Order to Specify an Enforcement Date of the Act of Partial Revision of the Unfair Competition Prevention Act, Etc. was
promulgated. The Amendment to the Unfair Competition Prevention Act (excluding certain provisions) will come into force on July 1, 2019.
For details, please see the April 2018 issue of this newsletter.
Disputes
Legislative Council Adopts Outline for the Amendments to the Civil Execution Act: On October 4, 2018, the Legislative
Council adopted the Outline for the Amendments to the Civil Execution Act (“Outline”) and submitted it to the Minister of Justice. As with
the Interim Proposal (please see the November 2017 issue of this newsletter), the Outline recommends the introduction of a system in which,
upon petition by a creditor, a court can obtain certain information from financial institutions regarding the existence of a debtor’s deposit or
savings accounts and other items necessary to petition the attachment of those accounts. According to media reports, the Ministry of Justice
aims to prepare a bill for the amendments based on the Outline and to submit the bill to the Diet soon. Progress of this situation should be
monitored.
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「個人情報の保護に関する法律に係る EU
域内から十分性認定により移転を受けた個
人データの取扱いに関する補完的ルール」
の公表

日本と欧州連合（以下「EU」といいます。）との間
の個人データ移転に関する平成 30 年 7 月の合意（2018
年 8 月号参照）に基づき、欧州委員会は、同年 9 月 5
日、日本について、十分な個人データ保護の水準を確
保しているとの決定（以下「十分性認定」といいま
す。）をするための手続を正式に開始することを決定
しました。
これに呼応して、個人情報保護委員会は、平成 30 年
8 月 24 日、「個人情報の保護に関する法律に係る EU
域内から十分性認定により移転を受けた個人データの
取扱いに関する補完的ルール」（以下「本ルール」と
いいます。）を公表しています。本ルールは、EU 域内
から十分性認定に基づき提供を受けた個人データの取
り扱いについて個人情報の保護に関する法律の定めを
補完する追加的なルールを定めるものであり、EU の一
般データ保護規則で求められる個人情報保護の水準に
達していない事項の法規制を EU と同等の水準とするこ
とを目的とします。本ルールは、欧州委員会の日本に
対する十分性認定の決定が発効する日から施行されま
す。
本ルールの概要は、以下のとおりです。
1. 要配慮個人情報
EU 域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人デ
ータに、性生活、性的指向又は労働組合に関する情報
が含まれる場合には、個人情報取扱事業者は、当該情
報について要配慮個人情報と同様に取り扱うことが要
求されます。
2. 保有個人データ

EU 域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人デ
ータに関しては、消去することとされている期間にか
かわらず、本人による開示、訂正、利用停止等の請求
の対象となる個人データ（保有個人データ）として取
り扱うことが要求されます。
3. 利用目的の特定、利用目的による制限
EU 域内から十分性認定に基づき個人データの提供を
受ける場合又は提供を受けた他の個人情報取扱事業者
から当該個人データの提供を受ける場合、提供を受け
る際に特定された利用目的を含め、その取得の経緯を
確認し、記録すること、また特定された利用目的の範
囲内で自らの利用目的を特定し、その範囲内で当該個
人データを利用することが要求されます。
4. 外国にある第三者への提供の制限
EU 域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人デ
ータを外国にある第三者へ提供するに当たっては、一
定の条件に該当する場合を除き、本人が同意に係る判
断を行うために必要な移転先の状況についての情報を
提供した上で、あらかじめ外国にある第三者への個人
データの提供を認める旨の本人の同意を得ることが要
求されます。
5. 匿名加工情報
EU 域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情
報については、個人情報取扱事業者が、加工方法等情
報を削除することにより、匿名化された個人を再識別
することを不可能とした場合に限り、匿名加工情報
（法第 2 条 9 項）とみなすこととされています。
欧州委員会による日本に対する十分性認定が採択さ
れれば、日本の事業者が十分性認定に基づいて EU 域内
から個人データの提供を受けることが可能となります。
そのような個人データについては本ルールが適用され
ますので、その取り扱いが予想される事業者は予め本
ルールに習熟しておくことが推奨されます。
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改正不正競争防止法の施行期日決定 平成30年9月12日、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期
日を定める政令が公布され、改正不正競争防止法が、一部の規定を除き、平成31年7月1日から施行されることとなりまし
た。同法の概要については、2018年4月号をご参照下さい。
Disputes

民事執行法制の見直しに関する要綱 平成 30 年 10 月 4 日、法制審議会は、「民事執行法制の見直しに関す
る要綱」を決定し、法務大臣への答申を行いました。当該要綱においては、中間試案（2017 年 11 月号参照）と同様、債
務者が有する預貯金の差押えに関して、債権者の申立てに応じて執行裁判所が金融機関に対し、債務者の預貯金債権の有
無に加え、当該預貯金債権に対する差押命令の申立てに必要な事項等につき情報提供を命じることができる制度等を設け
ることとされています。答申を受け、法務省は、改正法案の早期の国会提出を目指すとしており、今後の立法動向が注目
されます。
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