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『債権管理回収業における個人情報保護に関する自主規制規則』 

（略称「個人情報自主ルール」） 

            

一般社団法人 全国サービサー協会 

制定 ２００５年 ２月 ３日 

改正 ２０１１年 ６月１５日 

改正 ２０１３年 ６月２７日 

改正 ２０１６年 ６月３０日 

改正 ２０１７年 ６月３０日 

 

 

１ 本自主ルールの目的等について 
（１）本自主ルールの目的 

ア 個人情報保護対策の整備の必要性 

「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下｢個人情報保護法｣

又は単に「法」という。）については、同法施行日である平成１７年４月１日以降、一般

社団法人全国サービサー協会の社員たる債権回収会社（以下「会員」又は「債権回収会社」

という。）において、債権管理回収業及びこれに付随する業務における個人情報の適正な

取扱いを確保するため、必要な個人情報保護対策の整備、見直しを実施してきたところで

ある。 

この個人情報保護法に関しては、平成２７年９月の大幅な改正に続いて、平成２８年５

月にも改正が行われ、これらの改正に関して、①「個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（通則編）」（平成２８年個人情報保護委員会告示第６号。以下「通則ガ

イドライン」）及び同ガイドラインを基礎として「債権管理回収業分野における個人情報

保護に関するガイドライン」が策定され、また、②「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（外国にある第三者への提供編）」（平成２８年個人情報保護委員会告

示第７号）、③「同ガイドライン（第三者提供時の確認・記録編）」（同第８号）、④「同

ガイドライン（匿名加工情報編）」（同第９号）も策定された。 

そのため、会員は、上記改正に係る法施行日（平成２９年５月３０日）以降は、上記①

から④までの各ガイドライン（以下、まとめて「個人情報保護委員会ガイドライン」とい

う。）の内容に留意する必要がある。 

イ 債権管理回収業の業態 

また、債権管理回収業は、「債権管理回収業に関する特別措置法」（以下｢サービサー

法｣という。）の下、法務大臣の許可を受けて、特定金銭債権に係る債権の譲受け及び債

権管理回収業務の受託に伴い、多岐にわたる業種から大量の個人データの移転又は管理の

委託を受けている。したがって､本人への配慮及び委託者又は原債権者との連携が求めら

れる業態である。 

ウ 本自主ルールの制定 
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本自主ルールは、法、法務省サービサーガイドライン及び個人情報保護委員会ガイドラ

インを参考に、会員が講じることが望ましい措置を示すことにより、当該会員が行う個人

情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援することを目的として定められたもので

ある。 

（２）本自主ルールの位置付け 

本自主ルールは、会員が適正な個人情報管理に関する措置を講じる目的で講じる措置が適切

かつ有効に実施されるように具体的な指針として定めるものであり、自社コンプライアンスプ

ログラムを策定するための基本指針になるものである。本自主ルールには、個人情報取扱事業

者の義務である個人情報保護法第１５条から第３５条までを中心に、債権管理回収業務に関し

て講ずべき必要な措置と対策並びにこれらを実施するべき行動指針及び運用上の考え方につ

いて記載している。 

会員においては､法、法務省サービサーガイドライン、個人情報保護委員会ガイドライン及

び本自主ルールを参考にして､自社の個人情報の利用と保護の体制整備を行うこととされたい。

具体的には、コンプライアンスプログラムの一環として､個人情報取扱いに関する規程・マニュ

アルの整備・策定を行い、研修を通じて､実践を行うとともに､定期的な見直しを実施すること

が望まれる。 

併せて､債権管理回収業務を行う各会員は、取扱債権の特性に応じて、当該債権に関して取

得する情報が異なるため（例えば、担保に関する情報、保証人に関する情報、オリジネーター

に関する情報等）、取り扱う個人情報項目も多岐にわたることが予想されることから、対応す

る措置が独自に必要になると考えられる。 

なお、本自主ルールは､法務省サービサーガイドライン又は個人情報保護委員会ガイドライ

ンの見直し及び社会情勢・法規制環境の変化に対応して、適宜改正する。また、本自主ルール

において記載した具体例については、これに限定する趣旨で記載したものではなく、記載した

具体例においても、個別ケースによって別途考慮すべき要素があり得るので注意を要する。 

（３）会員に求められる措置 

本自主ルールにおいて､「～ならない」としているものは､法の義務の対象である個人情報取

扱事業者の法的義務であるため、会員が従わない場合には、法務大臣により、法違反と判断さ

れる可能性がある。 

本自主ルールにおいて、｢～こととする｣又は「～ことが望ましい」と記載している規定につ

いては、法の課す義務ではなく、債権回収会社がこれに従わない場合には、直ちに法違反と判

断されることはないが、法の基本理念（法第３条）を踏まえ、個人情報保護推進の観点から積

極的な取組に努めることを求める努力規定である。 

 

 

２ 定義（個人情報保護法第２条関係）                

本自主ルールにおいて掲げる用語の定義及び保護の対象とする個人情報の範囲は、以下のとお

りとする。 

（１）「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合する
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ことができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。）又は個人識別符号

が含まれるものをいう。 

（運用上の考え方） 

（注１）「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情

報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全

ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報

も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。 

（注２）死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、        

当該生存する個人に関する情報に該当する。 

（注３）法人その他の団体は、個人に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は、

「個人情報」には該当しないが、役員の氏名などの個人に関する情報が含まれる場合には、そ

の部分については、「個人情報」に該当する。なお、「個人」には日本国民に限られず、外国

人も含まれる。 

（注４）「他の情報と容易に照合することができ」るとは、債権回収会社の実態に即して個々の

事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に

照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合

が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると解される。 

 

（２）「個人識別符号」とは、法令で定められている文字、番号、記号その他の符号をいう。 

（運用上の考え方） 

（注）個人識別符号として法令で定められている文字、番号、記号その他の符号は、以下のとお

りである。 

（１） 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、

記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適

切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換するもの 

ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列 

イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定ま

る容貌 

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 

エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化 

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様 

カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の

形状 

キ 指紋又は掌紋 

ク 組合せ（上記アからキまでに掲げるものから抽出した特徴情報を、組合せ、本人を認証

することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにし

たもの） 

（２） 旅券法（昭和２６年法律第２６７号）第６条第１項第１号の旅券の番号 

（３） 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第１４条に規定する基礎年金番号 

（４） 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９３条第１項第１号の免許証の番号 
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（５） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第１３号に規定する住民票コード 

（６） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号 

（７） 次に掲げる証明書に係る文字、番号、記号その他の符号 

ア 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第９条第２項の被保険者証の記号、番号

及び保険者番号 

イ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５４条第３項の被保険

者証の番号及び保険者番号 

ウ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２条第３項の被保険者証の番号及び保険者

番号 

（８）その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則4条で定める文字、番号、記号

その他の符号 

 

（３）「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに

特に配慮を要するものとして次の①から⑪までの記述等が含まれる個人情報をいう。なお、次

の①から⑪までに掲げる情報を推知させる情報にすぎないものは、要配慮個人情報には含まな

い。 

① 人種：人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。なお、単純な国籍や「外

国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まない。また、肌の色は、人

種を推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。 

② 信条：個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含むものである。 

③ 社会的身分：ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易

にそれから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含まない。 

④ 病歴：病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分（例：特定の個人

ががんに罹患している、統合失調症を患っている等）が該当する。 

⑤ 犯罪の経歴： 前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。 

⑥ 犯罪により害を被った事実：身体的被害、精神的被害及び金銭的被害の別を問わず、犯罪

の被害を受けた事実を意味する。 

（運用上の考え方） 

（注）具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る行為のうち、刑事事件に関す

る手続に着手されたものが該当する。 

⑦ 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の法令で定める心身の機能の

障害があること 

（運用上の考え方） 

（注）⑦は、次のイからニまでに掲げる情報をいう。この他、当該障害があること又は過去に

あったことを特定させる情報（例：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく障害福祉サービスを受けていること又は

過去に受けていたこと）も該当する。 

イ 「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上の障害」があ

ることを特定させる情報 
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（イ）医師又は身体障害者更生相談所により、別表に掲げる身体上の障害があることを診

断又は判定されたこと（別表上の障害の名称や程度に関する情報を含む。） 

（ロ）都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長から身体障害者手帳の交付を受け並び

に所持していること又は過去に所持していたこと（別表上の障害の名称や程度に関す

る情報を含む。） 

（ハ）本人の外見上明らかに別表に掲げる身体上の障害があること 

ロ 「知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害」があることを特定

させる情報 

（イ）医師、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、障害者職業セ

ンターにより、知的障害があると診断又は判定されたこと（障害の程度に関する情報

を含む。） 

（ロ）都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳の交付を受け並びに所持していること

又は過去に所持していたこと（障害の程度に関する情報を含む。） 

ハ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）にいう精

神障害（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発

達障害を含み、 知的障害者福祉法にいう知的障害を除く。）」があることを特定させ

る情報 

（イ） 医師又は精神保健福祉センターにより精神障害や発達障害があると診断又は判定

されたこと（障害の程度に関する情報を含む。） 

（ロ） 都道府県知事又は指定都市の長から精神障害者保健福祉手帳の交付を受け並びに

所持していること又は過去に所持していたこと（障害の程度に関する情報を含む。） 

ニ 「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第４条第１項の政令で定めるものによる障害

の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの」があることを特定させる情報 

（イ） 医師により、厚生労働大臣が定める特殊の疾病による障害により継続的に日常生

活又は社会生活に相当な制限を受けていると診断されたこと（疾病の名称や程度に関

する情報を含む。） 

⑧ 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」とい

う。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号におい

て「健康診断等」という。）の結果 

（運用上の考え方） 

（注）疾病の予防や早期発見を目的として行われた健康診査、健康診断、特定健康診査、健康

測定、ストレスチェック、遺伝子検査（診療の過程で行われたものを除く。）等、受診者

本人の健康状態が判明する検査の結果が該当する。 

具体的な事例としては、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づいて行われ

た健康診断の結果、同法に基づいて行われたストレスチェックの結果、高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に基づいて行われた特定健康診査の結果など

が該当する。また、法律に定められた健康診査の結果等に限定されるものではなく、人間

ドックなど保険者や事業主が任意で実施又は助成する検査の結果も該当する。さらに、医

療機関を介さないで行われた遺伝子検査により得られた本人の遺伝型とその遺伝型の疾
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患へのかかりやすさに該当する結果等も含まれる。なお、健康診断等を受診したという事

実は該当しない。 

なお、身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診断、診療

等の事業及びそれに関する業務とは関係ない方法により知り得た場合は該当しない。 

⑨ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対

して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと 

（運用上の考え方） 

（注１）「健康診断等の結果に基づき、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための

指導が行われたこと」とは、健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要がある者

に対し、医師又は保健師が行う保健指導等の内容が該当する。 

指導が行われたことの具体的な事例としては、労働安全衛生法に基づき医師又は保健

師により行われた保健指導の内容、同法に基づき医師により行われた面接指導の内容、

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医師、保健師、管理栄養士により行われた特

定保健指導の内容等が該当する。また、法律に定められた保健指導の内容に限定される

ものではなく、保険者や事業主が任意で実施又は助成により受診した保健指導の内容も

該当する。なお、保健指導等を受けたという事実も該当する。 

（注２）「健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本

人に対して医師等により診療が行われたこと」とは、病院、診療所、その他の医療を提

供する施設において診療の過程で、患者の身体の状況、病状、治療状況等について、医

師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が知り得た情報全てを指し、例えば

診療記録等がこれに該当する。また、病院等を受診したという事実も該当する。 

（注３）「健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本

人に対して医師等により調剤が行われたこと」とは、病院、診療所、薬局、その他の医

療を提供する施設において調剤の過程で患者の身体の状況、病状、治療状況等について、

薬剤師（医師又は歯科医師が自己の処方箋により自ら調剤する場合を含む。）が知り得

た情報全てを指し、調剤録、薬剤服用歴、お薬手帳に記載された情報等が該当する。ま

た、薬局等で調剤を受けたという事実も該当する。 

（注４）身長、体重、血圧、脈拍、体温等の個人の健康に関する情報を、健康診断、診療等の

事業及びそれに関する業務とは関係のない方法により知り得た場合は該当しない。 

⑩ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事

件に関する手続が行われたこと（犯罪の経歴を除く。） 

（運用上の考え方） 

（注）本人を被疑者又は被告人として刑事事件に関する手続が行われたという事実が該当する。

他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実や、証人として尋問を受けた事

実に関する情報は、本人を被疑者又は被告人としていないことから、⑩には該当しない。 

⑪ 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少年又はその疑いの

ある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が

行われたこと 

（運用上の考え方） 
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（注）本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手

続が行われたという事実は、⑪に該当する。 

 

（４）「機微（センシティブ）情報」」とは、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本

籍地、保健医療及び性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。）に関する

情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第７６条第１項各号若しくは法令で定める範囲の外

国政府等により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得

するその外形上明らかなものを除く。）をいう。 

 

（５）「個人情報取扱事業者」とは、次に掲げる者を除いた、個人情報データベース等を事業の用

に供している者をいう。 

ア 国の機関 

イ 地方公共団体 

ウ 独立行政法人等（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１５年法

律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。） 

エ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。） 

 

（６）「個人情報データベース等」とは、①特定の個人情報をコンピュータを用いて検索すること

ができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、及び②コンピュータを用い

ていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定

の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体

系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により、他人によっても容易に検索可能な

状態に置いているものをいう。 

   ただし、次の（ア）から（ウ）までのいずれにも該当するものは、利用方法からみて個人の

権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。 

（ア）不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その

発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 

（イ）不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 

（ウ）生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであ

ること。 

 

（７）「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

（運用上の考え方） 

（注）上記（７）の事例は以下の場合である。 

① 個人データに該当する事例 

事例１）個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報 

事例２）個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報 

② 個人データに該当しない事例 

事例）個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報 
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（８）「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

 

（９）「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、本人又はその代理人から求められる開示、

内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じるこ

とができる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他

の利益が害されるものとして次に掲げるもの以外のもの又は６か月以内に消去すること（更新

することを除く。）となるもの以外のものをいう。 

ア 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 

イ 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もの 

ウ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又

は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

エ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがある

もの 

（運用上の考え方） 

（注）上記（９）の事例は以下の場合である。 

① ア「本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの」の事例 

・ 家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が保有している、加害者（配偶者又は親権者）

及び被害者（配偶者又は子）を本人とする個人データ 

・ 本人を被害者とする犯罪行為（又はそのおそれ）への対応の目的のために、債権回収会

社が取り扱う犯罪行為に係る個人データ 

② イ「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もの」の事例 

・ 暴力団等の反社会的勢力による不当要求の被害等を防止するために事業者が保有してい

る、当該反社会的勢力に該当する人物を本人とする個人データ 

・ 不審者や悪質なクレーマー等による不当要求の被害等を防止するために事業者が保有し

ている、当該行為を行った者を本人とする個人データ 

③ エ「犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれが

あるもの」の事例 

・ 警察から捜査関係事項照会等がなされることにより初めて取得した個人データ 

・ 警察から契約者情報等について捜査関係事項照会等を受けた事業者が、その対応の過程

で作成した照会受理簿・回答発信簿、照会対象者リスト等の個人データ（ただし、当該契

約者情報自体は「保有個人データ」に該当する。） 

・ 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号）第８条第１項に基

づく疑わしい取引（以下「疑わしい取引」という。）の届出の有無及び届出に際して新た

に作成した個人データ 

・ 振り込め詐欺に利用された口座に関する情報に含まれる個人データ 

 

（１０）「匿名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定

の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個

人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものをいう。 
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（１１）「公表」とは、広く一般に内容を自己の意思を知らせること（不特定多数の人々が知るこ

とができるように発表すること）をいい、公表に当たっては、事案の性質及び個人情報の取扱

状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。 

（運用上の考え方） 

（注）公表に該当する事例 

・ 自社のホームページのトップページから１回程度の操作で到達できる場所への掲載 

・ 自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、

パンフレット等の備置き・配布 

 

（１２）「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」とは、ホー

ムページへの掲載、パンフレットの配布、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本

人が知ろうとすれば、知ることができる状態をいい、常にその時点での正確な内容を本人の知

り得る状態に置かなければならない。必ずしもホームページの掲載、又は事務所等への窓口等

へ掲示すること等が継続的に行われることまでを必要とするものではないが、事業の性質及び

個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に識別される合理的かつ適切な方法によらなければな

らない。 

（運用上の考え方） 

（注）本人の知り得る状態に該当する事例 

・ 問合せ窓口を設け、問合せがあれば、口頭又は文書で回答できるよう体制を構築してお

く場合 

・ 事務所にパンフレットを備え置く場合 

 

（１３）「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱

状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。なお、

債権回収会社は、本人に通知する場合には、原則として書面（電磁的記録を含む。以下同じ。）

によることとする。 

（運用上の考え方） 

（注）本人への通知に該当する事例 

・ ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。 

・ 口頭又は自動応答装置等で知らせること。 

・ 電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせるこ

と。 

 

（１４）「提供」とは、個人データ、保有個人データ又は匿名加工情報を、自己以外の者が利用可

能な状態に置くことをいう。 

（運用上の考え方） 

（注）個人データ、保有個人データ又は匿名加工情報等が、物理的に提供されていない場合であっ

ても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば（利

用する権限が与えられていれば）、「提供」に当たる。 
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（１５）「本人の同意」とは、本人の個人情報が、債権回収会社によって示された取扱方法で取り

扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。債権回収会社は、法第１６条、第２

３条及び第２４条に規定する本人の同意を得る場合には、原則として、書面によることとする。 

この際、債権者から委託を受けた者又は債権者としての立場を不当に利用して、同意を強い

ることのないようにすることとする。 

同意を確認する書面においては、個人情報の取扱いに関する項目と、他の項目とを明確に区

別し、包括的な同意とならないようにすることとする。 

（運用上の考え方） 

（注）本人が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、個人情報の取扱いに関

して同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していない場合などは、

親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。 

 

（１６）「本業」とは､債権回収会社の業務のうち､サービサー法第１２条（ただし書を除く。）に

規定する業務をいう。 

 

（１７）「兼業」とは､債権回収会社の業務のうち､サービサー法第１２条ただし書に規定する法務

大臣の承認を受けた業務をいう。 

 

（１８）その他、本自主ルールにおいて使用する用語は、法令において使用される用語の例による 

 

 

３ 本自主ルールの適用対象者の範囲 

本自主ルールは、一般社団法人全国サービサー協会の社員たる債権回収会社を対象とする。 

 

 

４ 利用目的の特定（個人情報保護法第１５条関係） 

（１）債権回収会社は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り具体的に特定し

なければならない。債権回収会社は、利用目的の特定に当たっては、本人が自己の個人情報の

利用結果を合理的に予測し得る程度の具体性をもって特定しなければならない。 

（２）債権回収会社は、あらかじめ個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利

用目的の特定に当たっては、その旨が明確に分かるよう特定しなければならない。 

（３）債権回収会社は、前二項により特定した利用目的について、変更前の利用目的と関連性を有

すると合理的に認められる範囲（変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、

本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内）で変更することができる。 

（運用上の考え方） 

（注１）本業での利用目的については､少なくとも「特定金銭債権の管理及び回収」という程度

には特定しなければならない。また、可能であれば「特定金銭債権の権利行使」「特定金銭

債権に係る期限の利益の付与、一部債務免除などの権利の変更」「特定金銭債権の分析､
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デューデリジェンス」など、個人情報の取扱いの具体的態様が本人に明らかになるような特

定をすることが望ましい。 

（注２）兼業での利用目的については､少なくとも兼業承認申請書の「事業の種類」欄の記載程

度には特定しなければならない。さらに、可能であれば、個人情報の取扱いの具体的態様が

本人に明らかになるような特定をすることとする。 

（注３）本業又は兼業における当初の利用目的を変更する場合の「変更前の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲を超える変更」の事例は、以下のとおり。 

① 本業で利用する目的を、本業と全く関連性のない兼業で利用する目的に変更し、又は本

業と全く関連性のない兼業で利用する目的を、本業で利用する目的に変更すること。 

② ある兼業で利用する目的を、当該兼業と全く関連性のない他の種類の兼業で利用する目

的に変更すること。 

（注４）許容範囲内での利用目的を変更した場合は、本人に対して、通知又は公表することでよ

いが､これを超える場合は､改めての同意が必要となる。 

 

 

５ 利用目的による制限（個人情報保護法第１６条関係） 

（１）債権回収会社は､あらかじめ本人の同意を得ることなく、４（１）及び（２）の規定により

特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

ただし、上記の本人の同意を得るために個人情報を利用することは、当初特定した利用目的

にない場合にも、目的外利用には当たらない。 

（２）債権回収会社は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継すること

に伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該

個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

ただし、上記の本人の同意を得るために個人情報を利用することは、承継前の利用目的にな

い場合であっても、目的外利用には当たらない。 

（３）次に掲げる場合については、（１）又は（２）の規定により本人の同意を得ることが求めら

れる場合であっても、以下の場合には、本人の同意は不要である。 

ア 法令に基づいて、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合 

イ 人の生命、身体又は財産（法人の財産を含む。）の保護のために利用目的の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報を取り扱う必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、個人情報を取り扱う必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

エ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して債権回収会社が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときに、利用目的の達成に必要な範囲を超え

て、個人情報を取り扱う場合 

（運用上の考え方） 

（注１）上記（１）の「利用目的の達成に必要な範囲」を超える事例は、以下のとおり。 
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① 債権の管理回収に際し、業務に不必要な当該債務者の隣人に関する個人情報を取り扱

う場合 

② 債権の管理回収目的で取得した情報を名簿化して、債務状況リストなどとして販売等

する場合 

（注２）上記（３）の適用除外（法第１６条第３項）の事例は、以下の場合である。 

① 「法令に基づいて、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合」

の事例 

・ 警察の捜査関係事項照会に対応する場合（刑事訴訟法第１９７条２項） 

・ 裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合（刑事訴訟法第２１８条） 

・ 税務署の所得税等に関する調査に対応する場合（国税通則法第７４条の２） 

・ 弁護士会からの照会に対応する場合（弁護士法第２３条の２） 

・ 債務者の本人確認のために住民票の写しを交付請求する際、市町村役場の職員の求

めに応じて、不当な目的で請求するものではないことを証明するため、当該債務者の

個人情報を提出する場合 

・ 民事訴訟法第２２３条に基づく裁判所による文書提出命令に対して文書を提出する

場合 

・ 民事訴訟法第１８６条に基づく調査の嘱託又は同法第２２６条に基づく文書の送付

の嘱託に応ずる場合 

なお、当該法令に、目的外利用の便益を得る相手方についての根拠のみあって、目的

外利用をする義務までは課されていない場合には、債権回収会社は、当該法令の趣旨に

照らして目的外利用の必要性と合理性が認められる範囲内で対応するものとする。 

② 「人の生命、身体又は財産（法人の財産を含む。）の保護のために利用目的の達成に

必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき」の事例 

・ 急病その他の事態が生じたときに、本人について、その血液型や家族の連絡先等を

医師や看護師に提供する場合 

・ 大規模災害や事故等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等を家族、行政機関、地

方自治体等に提供する場合 

・ 事業者間において、暴力団等の反社会的勢力情報、振り込め詐欺に利用された口座

に関する情報、意図的に業務妨害を行う者の情報について共有する場合 

・ 上記事例のほか、商品に重大な欠陥があり人の生命、身体又は財産の保護が必要と

なるような緊急時に、製造事業者から顧客情報の提供を求められ、これに応じる必要

がある場合 

・ 不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のため

に、他の事業者に提供する場合 

   ③ 「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に利用目的の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報を取り扱う必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき」の事例 
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・ 健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断の結果等に係る情報を、健康増進施

策の立案、保健事業の効果の向上、疫学調査等に利用する場合（なお、法第７６条第

１項第３号に該当する場合は、第４章の各規定は適用されない。）。 

④ 「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して債権回収会社が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときに、利用目的の達成に必要

な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合」の事例 

・ 事業者が税務署又は税関の職員等の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合 

・ 事業者が警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合 

・ 一般統計調査や地方公共団体が行う統計調査に回答する場合 

 

 

６ 適正な取得（個人情報保護法第１７条関係） 

（１）債権回収会社は、偽り、その他不正の手段で個人情報を取得してはならない。 

（２）債権回収会社は、要配慮個人情報を取得する場合には、次のアからキまでに掲げる場合を除

く他、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 

ア 法令に基づく場合 

イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。 

ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

エ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して、事業者が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

オ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第７６条第１項各号に掲げる

者その他施行規則で定める者により公開されている場合 

カ 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する

場合 

キ 法第２３条第５項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を

受けるとき。 

（運用上の考え方） 

（注１）（１）の「その他不正の手段」に該当すると解される場合は、例えば、次のような場合

である。 

・ 十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない家族

の収入情報などの家族の個人情報を、家族の同意なく取得する場合 

・ 法第２３条第１項に規定する第三者提供制限違反をするように強要して個人情報を取得

する場合 

・ 個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人か

ら個人情報を取得する場合 
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・ 他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人情報

を取得する場合 

・ 法第２３条第１項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又

は容易に知ることができるにも関わらず、当該個人情報を取得する場合 

・ 不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにも関わ

らず、当該個人情報を取得する場合 

（注２）個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、単にこれ

を閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を取得しているとは解されない。 

（注３） 

① アの「法令に基づく場合」の事例 

・ 個人情報取扱事業者が、労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これにより従業

員の身体状況、病状、治療等の情報を健康診断実施機関から取得する場合 

② イの「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき」の事例 

・ 急病その他の事態が生じたときに、本人の病歴等を医師や看護師が家族から聴取する

場合 

・ 事業者間において、不正対策等のために、暴力団等の反社会的勢力情報、意図的に業

務妨害を行う者の情報のうち、過去に業務妨害罪で逮捕された事実等の情報について共

有する場合 

・ 不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のために、

他の事業者から取得する場合 

・ 手話・筆談による通訳業務を行う提携会社と、本人の身体障害に関する情報を共有す

る場合 

・ 犯罪行為（又はそのおそれ）、反社会的勢力等への対応の場合 

③ ウの「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき」の事例 

・ 健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断等の結果判明した病名等について、健

康増進施策の立案や保健事業の効果の向上を目的として疫学調査等のために提供を受

けて取得する場合（なお、法第７６条第１項第３号に該当する場合は、第４章の各規定

は適用されない。） 

④ エの「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して、事業者が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の事例 

・ 事業者が警察の任意の求めに応じて要配慮個人情報に該当する個人情報を提出するた

めに、当該個人情報を取得する場合 

⑤ オの「当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第７６条第１項各号

に掲げる者その他施行規則で定める者により公開されている場合」の事例 

要配慮個人情報が、次に掲げる者により公開されている場合は、あらかじめ本人の同

意を得ることなく、当該公開されている要配慮個人情報を取得することができる。 

本人、国の機関、地方公共団体、放送機関・新聞社・通信社その他の報道機関（報道
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を業として行う個人を含む。）、著述を業として行う者、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、宗教団体、政治団体、外国政府、外国

の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関、外国において法第７６条第１項各号に

掲げる者に相当する者 

⑥ カの「本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を

取得する場合」の事例 

・ 身体の不自由な方が店舗に来店し、対応した店員がその旨をお客様対応録等に記録し

た場合（目視による取得）や、身体の不自由な方の様子が店舗に設置された防犯カメラ

に映りこんだ場合（撮影による取得） 

（注４）要配慮個人情報を取得する際の本人の同意取得について、債権回収会社が要配慮個人情

報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、本人が当該情報を提供し

たことをもって、当該債権回収会社が当該情報を取得することについて本人の同意があっ

たものと解される。 

（注５）債権回収会社が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得した場合、提供元が法第

１７条第２項及び法第２３条第１項に基づいて本人から必要な同意（要配慮個人情報の取

得及び第三者提供に関する同意）を取得していることが前提となるため、提供を受けた当

該債権回収会社が、改めて本人から法第１７条第２項に基づく同意を得る必要はないもの

と解される。 

 

 

７ 機微（センシティブ）情報について（法務省サービサーガイドライン第４関係） 

（１）債権回収会社は、機微（センシティブ）情報については、次に掲げる場合を除くほか、取得、

利用又は第三者提供を行わないこととする。 

ア 法令等に基づく場合 

イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 

ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合 

エ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合 

オ 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微（センシティブ）情

報を取得、利用又は第三者提供する場合 

カ 戸籍謄本その他の本人を特定することができる書類につき本人特定のために必要な場合 

キ 債権の内容の特定に必要な限りにおいて、機微（センシティブ）情報を取得、利用又は第

三者提供する場合 

ク 本業及び兼業その他債権管理回収業分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、

本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報を取得、利用又は第

三者提供する場合 

ケ 機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用

いる場合 
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（２）債権回収会社は、機微（センシティブ）情報を、前項に掲げる場合に取得、利用又は第三者

提供する場合には、前項に掲げる事由を逸脱した取得、利用又は第三者提供を行うことのない

よう、特に慎重に取り扱うこととする。 

（３）債権回収会社は、機微（センシティブ）情報を、第１項に掲げる場合に取得、利用又は第三

者提供する場合には、例えば、要配慮個人情報を取得するに当たっては、法第１７条第２項に

従い、あらかじめ本人の同意を得なければならないとされていることなど、個人情報の保護に

関する法令等に従い適切に対応しなければならないことに留意する。 

（４）債権回収会社は、機微（センシティブ）情報を第三者へ提供するに当たっては、法第２３条

第２項（オプトアウト）の規定を適用しないこととする。なお、機微（センシティブ）情報の

うち要配慮個人情報については、同項において、オプトアウトを用いることができないとされ

ていることに留意する。 

（運用上の考え方） 

（注１）（１）イの場合とは、例えば、債権譲渡の場合に、譲受人が当該債権に関して民事介入暴

力の事実の有無を判断するために取得した情報の一部に機微（センシティブ）情報が含まれ

ている場合などである。 

（注２）（１）キの場合とは、例えば、病院等の債権の集金代行業務を取り扱う場合に、「保険利

用」に関する情報のうち本人属性、未払金及び入退院に限定した情報の取得、利用及び第三

者提供をする場合などである。 

（注３）（１）クの場合とは、例えば、債務免除や支払猶予の可否を検討するために、債務者から

自発的に提供された、債務者の健康状態に関する情報（入院履歴など）を取得する場合など

である。 

（注４）（１）クの同意は、黙示的なものでもよいとされているが、できる限り明示的なものが望

ましい。 

（注５）本籍地の情報を取得等するときは、厳重に管理し、かつ、慎重に取り扱うこととする。 

 

 

８ 取得に際しての利用目的の通知等（個人情報保護法第１８条関係） 

（１）債権回収会社は､個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を公表しているこ

とが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公

表をしなければならない。 

（２）債権回収会社は、本人から直接、契約書その他書面による記載、ユーザー入力画面への打ち

込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に

対して、利用目的を明示しなければならない。この場合には、当該利用目的を書面に記載し、

その書面と同一の書面をもって、当該目的に利用することについての本人の同意を取得するこ

ととする。 

（３）債権回収会社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し

又は公表しなければならない。 

（４）次に掲げる場合については、（１）から（３）までの規定は適用しない。 

ア 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を害するおそれがある場合 
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イ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより債権回収会社の権利又は正当な利益を

害するおそれがある場合 

ウ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が

ある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 

エ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

（運用上の考え方） 

（注１）上記（１）の「通知」においては､取り扱う個人情報の具体的内容を明らかにする必要

はないが、できる限り取り扱う個人情報の項目を明らかにすることとし、項目によって､

利用目的が異なる場合には、それが明らかになるようにすることとし、利用目的と個人

情報の項目の対応関係を明らかにして通知することとする。 

（注２）「公表」においては、本人ごとに個別に公表すること及び取り扱う個人情報の具体的内

容を明らかにする必要はないが、できる限り取り扱う個人情報の項目を明らかにするこ

ととし、項目ごとに利用目的が異なる場合には、それが明らかになるようにすることと

する。 

（注３）上記（２）の「本人から直接、契約書その他書面に記載された個人情報を取得する場合」

とは、リファイナンスを行う際に債務者や連帯保証人､担保提供者の情報等を取得する場

合などが考えられる。 

（注４）上記（４）の個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合であって、その利用目的を

本人に通知又は公表しなくてもよい法第１８条第４項に規定された適用除外事例は、以

下の場合である。 

① 「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財

産その他の権利利益を害するおそれがある場合」の事例 

・ 児童虐待等に対応するために、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関において、

ネットワークを組んで対応する場合に、加害者である本人に対して当該本人の個人情報

の利用目的を通知・公表することにより、虐待を悪化させたり、虐待への対応に支障等

が生じたりするおそれがある場合 

・ 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、業務妨害行為を行う

悪質者情報の提供者が逆恨みを買うおそれのある場合 

② 「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより債権回収会社の権利又は正当な利

益を害するおそれがある場合」の事例 

・ 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、業務妨害行為を行う

悪質者情報等を、本人又は他の事業者等から取得したことが明らかになることにより、

当該情報を取得した企業に害が及ぶ場合 

・ 通知又は公表される利用目的の内容により、当該個人情報取扱事業者が行う新商品等

の開発内容、営業ノウハウ等の企業秘密にかかわるようなものが明らかになる場合 

・ 利用目的を知られることにより、企業秘密にかかわる事項が明らかになり、企業の健

全な競争を害する場合 
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③ 「国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の事例 

・ 警察が、公開手配を行わないで、被疑者に関する個人情報を、被疑者の立ち回りが予

想される個人情報取扱事業者に限って提供した場合において、警察から当該個人情報を

受け取った当該個人情報取扱事業者が、利用目的を本人に通知し、又は公表することに

より、捜査活動に支障を及ぼすおそれがある場合 

・ 犯罪捜査への協力のため、被疑者等に関する情報を取得した場合 

④ 「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」の事例 

・ 商品・サービス等を販売・提供するに当たって住所・電話番号等の個人情報を取得す

る場合で、その利用目的が当該商品・サービス等の販売・提供のみを確実に行うためと

いう利用目的であるような場合 

・ 一般の慣行として名刺を交換する場合、書面により、直接本人から、氏名・所属・肩

書・連絡先等の個人情報を取得することとなるが、その利用目的が今後の連絡のためと

いう利用目的であるような場合（ただし、ダイレクトメール等の目的に名刺を用いるこ

とは自明の利用目的に該当しない場合があるので注意を要する。） 

・ 事務代行業務として個人情報の入力等の処理業務の委託を受けて、委託者の指示の下、

機械的な事務として当該個人情報を取り扱う場合 

 

 

９ データ内容の正確性の確保（個人情報保護法第１９条関係） 

（１）債権回収会社は､利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個

人情報の入力時の照合及び確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備、

記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新の内容に保

つよう努めなければならない。 

（２）債権回収会社は､保有する個人データについて利用する必要がなくなったとき（利用目的が

達成され当該目的との関係では当該個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった

場合又は利用目的が達成されなかったものの当該目的の前提となる事業自体が中止となった

場合等）は、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。ただし、法令の

定めにより個人データの保存期間等が定められている場合は、この限りではない。 

（３）前２項の規定の目的を達成するために、債権回収会社は、次のような手続等を整備すること

とする。 

 ア 個人情報データベース等への個人データ入力時の照合・確認の手続 

 イ 個人データの誤り等を発見した場合の訂正・追加・削除の手続 

 ウ 不要となった個人データの消去・返還の手続 

（４）債権回収会社は、個人データの保存期間を設定し、利用目的の達成に必要のなくなった、次

のような個人データ等は、速やかに返還又は消去するなどして取扱いを止めることとする。 

ア 保存期間の満了したサービサー法第２０条に基づく法定帳簿に記載された個人データ 

イ 債権の買取査定のために個人データを取得したが、結局債権を譲り受けなかった場合の当

該個人データ 
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（運用上の考え方） 

（注１）（1）の努力義務は、評価又は判断に関する個人データには及ばない。 

（注２）「正確かつ最新の内容」とは、利用目的に照らして最新の事実と一致することをいう。

したがって、保有する個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利

用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足りる。 

（注３）「個人データの消去」とは、当該個人データを個人データとして使えなくすることで

あり、当該データを削除することのほか、当該データから特定の個人を識別できないよ

うにすること等を含む。 

 

 

１０ 安全管理措置（個人情報保護法第２０条関係） 

債権回収会社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データ

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

その際、債権回収会社において、個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被

る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況並びに個人

データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講ずることとす

る。 

一般に個人データの安全管理措置は、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管

理措置及び技術的安全管理措置に大別される。 

（組織的安全管理措置において講ずべき措置） 

・組織体制の整備 

・個人データの取扱いに係る規律に従った運用 

・個人データの取扱状況を確認する手段の整備 

・漏えい等の事案に対応する体制の整備 

・取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

（人的安全管理措置において講ずべき措置） 

・従業者の教育 

（物理的安全管理措置において講ずべき措置） 

・個人データを取り扱う区域の管理 

・機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

・電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止 

・個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄 

（技術的安全管理措置において講ずべき措置） 

・アクセス制御 

・アクセス者の識別と認証 

・外部からの不正アクセス等の防止 

・情報システムの使用に伴う漏えい等の防止 

特に、事業者の内部又は外部からの不正行為による個人データの漏えい等を防止するための手

法として、例えば次のような措置を講ずることとする。 

( 1 )責任の所在の明確化のための措置 



 
 20 / 40 

（例） 

・事業者内の個人データの取扱いの点検・改善等の監督を行う部署の設置 

・事業者内の個人データの取扱いの点検・改善等の監督を行う合議制の委員会の設置 

( 2 )新たなリスクに対応するための、安全管理措置の評価、見直し及び改善に向けた監査実施

体制の整備 

（例） 

・個人情報保護対策及び最新の技術動向を踏まえた情報セキュリティ対策に十分な知見を有する

者による事業者内の対応の確認（必要に応じ、外部の知見を有する者を活用し確認させること

を含む。） 

( 3 )漏えい等に早期に対処するための体制整備 

（例） 

・漏えい等が発生した場合又は発生のおそれがある場合の連絡体制の整備 

( 4 )不正な操作を防ぐための、個人データを取り扱う端末に付与する機能の、業務上の必要性

に基づく限定 

（例） 

・スマートフォン、パソコン等の記録機能を有する機器の接続の制限及び機器の更新への対応 

( 5 )入館（室）者による不正行為等の防止のための、業務実施場所及び情報システム等の設置

場所の入退館（室）管理の実施 

（例） 

・入退館（室）の記録の保存 

・個人データを取り扱う機器・装置等の破壊、火災、停電等からの保護 

( 6 )盗難等の防止のための措置 

（例） 

・カメラによる撮影や作業への立会い等による記録又はモニタリングの実施 

・記録機能を持つ媒体の持込み・持出し禁止又は検査の実施 

・離席時の個人データの放置禁止 

( 7 )次の各事項に関する個人データの保護に関する内部規程類の策定及びこれに従った運用 

・安全管理に関する組織的事項 

・個人データの取扱いの各場面（取得・入力、照合・確認、移送・送信、利用・加工、保管・バッ

クアップ、訂正・追加及び消去・廃棄・返還等の作業）に関する手続的事項 

・防犯、防災のための物理的保護の設備及び機器設置環境に関する事項 

・情報システムの安全管理に関する事項 

・従業者に対する教育研修に関する事項 

・個人データの取扱いを委託する場合の委託先の監督に関する事項（委託先の評価及び選定基準

並びに委託契約に盛り込むべき事項を含む。） 

・従業者及び委託先に対する監査に関する事項 

・個人データの漏えい等発生時の対処に関する事項 

・法令及び内部規程違反への対処に関する事項 
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１１ 従業者の監督（個人情報保護法第２１条関係） 

債権回収会社は､その従業者に個人データを取り扱わせる場合には、当該個人データの安全管

理が図られるよう、当該従業者に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

その際、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事

業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、個人データを取り扱う従業者に

対する教育及び研修等の内容及び頻度を充実させるなど、必要かつ適切な措置を講ずることが望

ましい。 

（運用上の考え方） 

（注１）「従業者」とは、債権回収会社内の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受け

て事業者の業務に従事している者等をいい、雇用関係にある従業員（正社員、契約社員、

嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみならず、取締役、執行役、監査役、監事、

派遣社員等も含まれる。 

 

 

１２ 委託先の監督（個人情報保護法第２２条関係） 

（１）債権回収会社は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託を受けた者（以

下「委託先」という。）において当該個人データについて安全管理措置が適切に講じられるよ

う、委託先に対し必要かつ適切な監督をしなければならない。 

（２）債権回収会社は、前項の委託先の監督に関し、取扱いを委託する個人データの内容を踏まえ、

個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、委託する事

業の規模及び性質、個人データの取扱状況（取り扱う個人データの性質及び量を含む。）等に

起因するリスクに応じて、次のアからウまでに掲げる必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

ア 適切な委託先の選定 

イ 委託契約の締結 

ウ 委託先における個人データ取扱状況の把握 

（運用上の考え方） 

（注１）「委託」とは、契約の形態・種類を問わず､債権回収会社が他の者に個人データの取扱

いの全部又は一部の処理を依頼する契約をいう。 

（注２）委託先の選定に当たっては、委託先の安全管理措置が、少なくとも法第２０条これに関

するガイドライン等で委託元に求められるものと同等であることを確認するため、当該ガ

イドライン等に定める各項目が、委託する業務内容に沿って、確実に実施されることにつ

いて、あらかじめ確認しなければならない。 

（注３）委託契約には、当該個人データの取扱いに関する、必要かつ適切な安全管理措置として、

委託元、委託先双方が同意した内容とともに、委託先における委託された個人データの取

扱状況を委託元が合理的に把握することを盛り込みことが望ましい。例えば、次のような

事項を明記する。 

【委託契約に盛り込む事項】  

・ 委託先の秘密の保持に関する事項 

・ 委託元及び委託先の責任の明確化に関する事項  
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・ 再委託に関する事項（再委託の禁止又は再委託する場合の個人データ保護の水準の条

件等） 

・ 個人データの取扱いの制限に関する事項（委託契約範囲外の取扱いの禁止等）に関す

る事項 

・ 個人データの取扱いに係る安全管理措置に関する事項 

・ 個人データの管理状況の報告及び監査に関する事項 

・ 個人データの漏えい等発生時の対処に関する事項 

・ 委託終了時における個人データの返還・消去に関する事項 

・ 契約に違反した場合の契約解除の措置その他必要事項（「その他必要事項」としては、

善良なる管理者の注意義務及び漏えい等事案発生時における被害に対する損害賠償責

任などがある。） 

（注４）委託先における委任された個人データの取扱状況を把握するためには、定期的に監査を

行う等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を調査した上で、その結果を記録

するとともに、個人情報保護管理者等が委託の内容等の見直しを検討することを含め、適

切に評価し、改善すべき事項があれば必要な措置を講ずることとする。 

（注５）委託先が再委託を行おうとする場合は、委託元は委託を行う場合と同様、再委託の相手

方、再委託する業務内容及び再委託先の個人データの取扱方法等について、委託先に事前

報告又は承認手続を求める、直接又は委託先を通じて定期的に監査を実施するなどにより、

委託先が再委託先に対して本条の委託先の監督を適切に果たすこと、再委託先が法第２０

条に基づく安全管理措置を講ずることを十分に確認することとする。再委託先が再々委託

を行う場合以降も、再委託を行う場合と同様とする。 

 

 

１３ 第三者提供の制限（個人情報保護法第２３条関係） 

（１）債権回収会社は､あらかじめ、本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはな

らない。 

   「同意」については、２（１５）と同様であるが、さらに、次の事項を本人に対してあらか

じめ書面で示した上で同意を得ることとする。 

ア 個人データの提供先の第三者の氏名又は名称及び連絡先 

イ 第三者に提供される個人データの項目 

ウ 提供先での個人データの利用目的 

（２）次に掲げる場合は、（１）の規定にかかわらず、本人の同意を得ることなく、個人データを

第三者に提供することができる。 

ア 法令に基づく場合 

イ 人の生命、身体又は財産（法人の財産を含む。）の保護のために個人データを第三者に提

供する必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

ウ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に個人データを第三者に提供す

る必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
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エ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して債権回収会社が協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときに、個人データを第三者に提供する場合 

上記アからエに該当する例は、５（３）（運用上の考え方）（注２）と同様である。 

（３）債権回収会社は、本業において、法第２３条第２項に基づく個人データの第三者提供（オプ

トアウト方式による第三者提供）は用いないこととする。また、債権回収会社は、兼業におい

て、新たにオプトアウトを用いる場合は、サービサー法第１２条により本業についての専業義

務が課されていることを踏まえ、兼業承認を受けた範囲を超えて業務を行わないこととし、必

要に応じて兼業承認を受けることとする。 

（４）債権回収会社が個人信用情報機関に加盟している場合は、個人信用情報機関に対する個人

データの提供にあたっては、オプトアウトを用いないこととし、あらかじめ本人の同意を得る

こととする。 

（５）次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は「第三者」に該当しないもの

とし、（１）から（３）までの規定（法第２３条第１項から第３項まで）にかかわらず、債権

回収会社は当該個人データを提供することができる。 

ア 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全

部又は一部を委託する場合 

イ 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

ウ 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、次に掲げる事項について、

当該共同利用をする前にあらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置い

ている場合 

（ア）共同利用をする旨 

（イ）共同して利用される個人データの項目 

（ウ）共同して利用する者の範囲 

（エ）利用する者の利用目的 

（オ）開示等の請求及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等

について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、個人データの安全管理等について共同

利用者の中で第一次的に責任を有する事業者の氏名又は名称 

ただし、（イ）又は（ウ）の規定に掲げる事項を変更する場合は、あらかじめ本人の同意

を得なければならない。 

また、（エ）又は（オ）の規定に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、

変更前にあらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならな

い。 

（６）債権回収会社が、個人信用情報機関（個人の返済能力又は支払能力に関する情報の収集及び

会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。）に対し個人データを提供する

場合には、当該提供が（５）ウの規定（法第２３条第５項第３号）に該当する場合であっても、

あらかじめ本人の同意を得ることとする（ただし、債権回収会社が債権の譲受け又は委託を受

ける以前に債権者において、当該個人信用情報機関への個人データの提供について本人の同意

を得ている場合は、この限りでない。）。この場合及び（１）の規定（法第２３条第１項）に

より同意を得るに当たっては、（１）アからウまでの事項に加えて、個人データが個人信用情
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報機関及び当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関並びにこれらの会員企業にも

提供される旨を示すこととする。 

また、できる限り、個人信用情報機関の加入資格に関する規約、個人信用情報機関及び当該

個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関に加入する会員企業のリストについては、本人

が容易に知り得る状態に置くこととする。  

（運用上の考え方 ） 

（注１）「第三者」とは、一般に、①当該個人データによって特定される本人、②当該個人デー

タを提供しようとする個人情報取扱事業者以外の者をいい、自然人、法人その他の団体を

問わない。 

（注２）債権管理回収業において、以下の事例は、第三者提供の適用の除外項目に該当し、本人

の同意取得は必ずしも必要ない。 

ア 債権譲渡等に伴う個人データの移転 

債権譲渡又はこれに関連して行われるデューデリジェンス若しくは譲受人の選定等当

然必要な準備行為については、債権の管理に必要な範囲に含まれることから同意の推定が

及ぶものとして取り扱うことができる。 

なお、本人たる債務者又は保証人等が債権譲渡に伴う個人データの第三者提供について

明示的に拒否する意思を示し、これにより当該債権の管理に支障を来し、債権の譲渡人又

は譲受人の財産等の保護のために必要な場合には、法第２３条第１項第二号に該当する。 

以上の考え方は、証券化の場合にも適用されるものと解される。 

法第２３条第５項において「委託」及び「合併その他の事由による事業の承継」は「第

三者に該当しない」と規定されているため、債権回収業務や M&Aのうち、法上の「委託」

又は「事業の承継」とみなされるものについては、そもそも第三者提供に関する同意は必

要ないものとされている（内閣府個人情報保護推進室による金融審議会特別部会における

平成１６年１２月２０日付回答）。 

イ 債権管理回収委託契約に基づく受託債権に関する個人データの移転（法第２３条第５項

第一号） 

「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託

する場合」とは、例えば、債権の管理及び回収の委託に当たり、それに必要な個人データ

の取扱いの委託を、委託者の利用目的の達成に必要な範囲内において行う場合がこれに該

当する。そこで、本業及び兼業のいずれの場合であっても債権管理及びそれに必要な個人

データの取扱いの全部又は一部を受託し、委託者の利用目的の達成に必要な範囲で個人

データを取り扱う場合はこれに該当し、本人の同意は必要ない。  

（運用上の考え方） 

（注）債権回収会社が譲受債権、受託債権に関して、債権回収目的など個人データの利用目

的達成に必要な範囲内において、データ処理、レター処理、システムバックアップ等の業

務を第三者に委託を行う場合は、第三者提供とはならない。ただし、法に基づき、個人デー

タの取扱いについての委託先の管理監督義務が課せられている点に留意する。 

ウ 関係会社等との間で個人データを共同利用する場合（法第２３条第５項第三号） 
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債権回収会社が関係会社と本業又は兼業において､個人データを共同利用する場合には、

あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くことにより、第三者提

供に該当しない。共同利用にあたっては、以下の点に留意する。 

(ア) 「共同利用」する場合には、所定の各事項について、あらかじめ、本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 

なお、管理する責任者の氏名又は名称が変更される場合には、その変更内容を通知

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 

（イ）「共同して利用する者の範囲」は、本人が理解可能な程度に、客観的に明確に示さな

ければならないが、これに加えて、できる限り個別企業名を示すこととする。 

（ウ）「利用する者の利用目的」については、４（２）と同様である 

（エ）「当該個人データの管理について責任を有する者」（以下「管理責任者」という。）

とは、当該個人データに係る苦情処理の責任を負い、個人データの内容等について、

共同で利用する者の中で第一次的に開示、訂正等又は利用停止等を行う権限を付与さ

れている者であり、複数であっても差し支えない。なお、同号は、管理責任者以外の

共同して利用する者における安全管理責任等を免除する趣旨ではないことに留意する。 

（オ）本人への通知は､書面によることとする。 

（カ）「本人が容易に知り得る状態」とは､事務所の窓口等への書面の掲示、備付けやホー

ムページへの掲載その他の継続的方法により、本人が知ろうとすれば、時間的にも手段

的にも簡単に知ることができる状態をいい､事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、

本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法によらなければならない。 

（本人が容易に知り得る状態に該当する事例） 

・ 本人が閲覧することが合理的に予測される個人情報取扱事業者のホームページにお

いて、本人が分かりやすい場所（例：ホームページのトップページから１回程度の操

作で到達できる場所等）に法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載する場合 

・ 本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、備付け等が継

続的に行われている場合 

・ 本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合 

（キ）共同利用の対象となる個人データの提供については、必ずしも全ての共同利用者が双

方向で行う必要はなく、一部の共同利用者に対し、一方向で行うこともできる。 

（ク）債権回収会社が共同利用を実施する場合には、共同利用者における責任等を明確にし

円滑に実施する観点から、例えば、次の事項についても、あらかじめ取り決めておくこ

とが望ましい。 

・ 共同利用者の要件（グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員であ

ること等、共同利用による事業遂行上の一定の枠組み） 

・ 各共同利用者の個人情報取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先 

・ (a)共同利用する個人データの取扱いに関する事項、 

(b)個人データの漏えい等防止に関する事項、 

(c)目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止、 

(d)共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項 

・ 共同利用する個人データの取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置 
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・ 共同利用する個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する

事項 

・ 共同利用を終了する際の手続 

（ケ）共同利用か委託かは、個人データの取扱いの形態によって判断されるものであって、

共同利用者の範囲に委託先事業者が含まれる場合であっても、委託先との関係は、共同

利用となるわけではなく、委託元は委託先の監督義務を免れるわけではない。 

 

 

１４ 外国にある第三者への提供の制限（個人情報保護法第２４条関係） 

債権回収会社は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）にある第三者に個

人データを提供する場合には、次の各号のいずれかに該当するときを除き、あらかじめ外国にあ

る第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 

（１）当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国

として法令で定める国にあるとき。 

（２） 当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるた

めに必要な体制として以下のいずれかの基準に適合する体制を整備しているとき。 

イ 債権回収会社と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当

該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第４章第１節の規定の

趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。 

ロ 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定

を受けていること。 

（３）法第２３条第１項各号に該当するとき。 

（運用上の考え方） 

（注１）個々の事例ごとに判断されるべきではあるが、本条において求められる本人の同意を

取得する場合、本人の権利利益保護の観点から、外国にある第三者に個人データを提供

することを明確にしなければならない。外国にある第三者への提供を認める旨の本人の

同意を取得する際には、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、当該本人が当該同

意に係る判断を行うために必要と考えられる適切かつ合理的な方法によることとする。

この方法には、提供先の国名を個別に示す方法、実質的に本人から見て提供先の国名を

特定できる方法とともに、国名を特定する代わりに外国にある第三者に提供する場面を

具体的に特定する方法などが含まれ得る。 

（注２）クラウドサービスの内容は契約により異なり得るところ、一律に規定することはでき

ないものと考えられるものの、一般論として、契約条項により「外国にある第三者」が

個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合

等においては、当該「外国にある第三者」は当該個人データの提供を受けて取り扱って

いるとはいえない場合も想定される。 

（注３）「適切かつ合理的な方法」は、個々の事例ごとに判断されるべきであるが、個人デー

タの提供先である外国にある第三者が、我が国の個人情報取扱事業者が講ずべきことと

されている措置に相当する措置を継続的に講ずることを担保することができる方法で

ある必要がある。例えば、次の事例が該当する。 
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事例1）外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合 

提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等 

事例2）同一の企業グループ内で個人データを移転する場合 

提供元及び提供先に共通して適用される内規、プライバシーポリシー等 

上記の方法を採用する場合、「法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措置」としてガ

イドライン等に記述する事項について、適切かつ合理的な方法に記述する方法によって

担保されていなければならない。なお、個人情報取扱事業者は、契約等にガイドライン

等に記述する全ての事項を規定しなければならないものではなく、「法第４章第１節の

規定の趣旨」に鑑みて、実質的に適切かつ合理的な方法により、措置の実施が確保され

ていれば足りる。 

 

 

１５ 第三者提供に係る記録の作成等（個人情報保護法第２５条関係） 

（１）第三者提供に係る記録の作成等 

債権回収会社は、個人データを第三者（２（５）アからエまで（法第２条５号）に掲げる者を

除く。以下、この条及び次条において同じ。）に提供したときは、以下の表で定める事項に関す

る記録を都度作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が１３（２）アからエ（法

第２３条第１項各号）又は１３（５）アからウ（法第２３条５項各号）のいずれか（１４の規定

による個人データの提供にあっては、１３（２）アからエ（法第２３条１項各号）のいずれか）

に該当する場合は、この限りでない。 

（記録事項） 

 本人の同意による第三者提
供 

オプトアウトによる第三
者提供 

提供年月日 × ○ 
第三者の氏名等 ○ ○ 
本人の氏名等 ○ ○ 
個人データの項目 ○ ○ 
本人の同意を得てい
る旨 

○ × 

  

（２）前項にかかわらず、債権回収会社が一定の期間内に特定の事業者との間で継続的に又は反復

して個人データを授受する場合は、個々の授受に係る記録を作成する代わりに、一括して記録

を作成することができる。 

（３）（１）にかかわらず、債権回収会社が、本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結

し、かかる契約の履行に伴って、契約の締結の相手方を本人とする個人データを当該債権回収

会社から第三者に提供する場合は、当該提供の際に作成した契約書その他の書面をもって個人

データの流通を追跡することが可能であることから、当該契約書その他の書面をもって記録と

することができる。 

（４）債権回収会社は、前項までに基づき作成した記録を、以下の各号の規定に基づく期間、保存

しなければならない。 

① 上記（３）に規定する方法により記録を作成した場合 
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最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して１年を経過する日まで

の間 

② 上記（２）に規定する方法により記録を作成した場合 

最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して３年を経過する日まで

の間 

③ 前二号以外の場合 

３年 

（運用上の考え方） 

（注１）次の①及び②に該当する場合は、確認・記録義務は適用されない。なお、記録・確認義務

の趣旨に鑑みて、その他にも、実質的に同義務が適用されない類型があることを排除するも

のではない。 

① 本人による提供 

事業者が運営する SNS等に本人が入力した内容が、自動的に個人データとして不特定多数

の第三者が取得できる状態に置かれている場合は、実質的に「本人による提供」をしている

ものである。 

したがって、債権回収会社が SNS等を通じて本人に係る個人データを取得したときでも、

SNS 等の運営事業者及び取得した債権回収会社の双方において、確認・記録義務は適用され

ない。 

【本人による提供に該当する事例】 

事例）SNS上で、投稿者のプロフィール、投稿内容等を取得する場合 

② 本人に代わって提供 

債権回収会社が本人からの委託等に基づき当該本人の個人データを第三者提供する場合

は、当該債権回収会社は「本人に代わって」個人データの提供をしているものである。した

がって、この場合の第三者提供については、提供者・受領者のいずれに対しても確認・記録

義務は適用されない。 

債権回収会社が本人からの委託等に基づいて個人データを提供しているものと評価し得

るか否かは、主に、委託等の内容、提供の客体である個人データの内容、提供するとき及び

提供先の債権回収会社等の要素を総合的に考慮して、本人が当該提供を具体的に特定できて

いるか否かの観点から判断することになる。 

【本人に代わって個人データを提供している事例】 

事例１）本人から、別の者の口座への振込依頼を受けた仕向銀行が、振込先の口座を有す

る被仕向銀行に対して、当該振込依頼に係る情報を提供する場合 

事例２）事業者のオペレーターが、顧客から販売商品の修理依頼の連絡を受けたため、提

携先の修理業者につなぐこととなり、当該顧客の同意を得た上で当該顧客に代わっ

て、当該顧客の氏名、連絡先等を当該修理業者に伝える場合 

事例３）事業者が、取引先から、製品サービス購入希望者の紹介を求められたため、顧客

の中から希望者を募り、購入希望者リストを事業者に提供する場合 

事例４）本人がアクセスするサイトの運営業者が、本人認証の目的で、既に当該本人を認

証している他のサイトの運営業者のうち当該本人が選択した者との間で、インター

ネットを経由して、当該本人に係る情報を授受する場合 
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事例５）保険会社が事故車の修理手配をする際に、本人が選択した提携修理工場に当該本

人に係る情報を提供する場合 

事例６）取引先・契約者から、専門業者・弁護士等の紹介を求められ、専門業者・弁護士

等のリストから紹介を行う場合 

事例７）事業者が、顧客から電話で契約内容の照会を受けたため、社内の担当者の氏名、

連絡先等を当該顧客に案内する場合 

事例８）本人から、取引の媒介を委託された事業者が、相手先の候補となる他の事業者に、

価格の妥当性等の検討に必要な範囲の情報を提供する場合 

（注２）代行により記録を作成する方法 

提供者・受領者のいずれも記録の作成方法・保存期間は同一であることに鑑みて、提供者（又

は受領者）は受領者（又は提供者）の記録義務の全部又は一部を代替して行うことができる（提

供者と受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。）。なお、この場合であって

も、提供者及び受領者は自己の義務が免責されるわけではないことから、実質的に自らが記録

作成義務を果たしているものと同等の体制を構築しなければならない。 

（注３）譲渡対象債権のデューデリジェンスの場合 

債権回収会社が金融機関等から債権の買取りを行うに際して、当該金融機関等と守秘義務契

約を締結して入札に参加する場合において、当該債権回収会社が当該金融機関等から提供を受

けた債務者データ（個人データ）を利用して、譲渡対象債権のデューデリジェンスを行って入

札価格を提示したものの、当該債権回収会社が落札に至らなかったために、守秘義務契約に基

づき当該データを速やかに削除する例においては、当該データの提供の形態は実質的に委託又

は事業承継に類似するものと認められ、また、守秘義務契約において提供の対象となる個人

データを削除することとなっているものである。そのため、その他確認・記録義務を課すべき

特段の事情がないものといえ、当該債権回収会社には、確認・記録義務は適用されないものと

考えられる。 

 

 

１６ 第三者提供を受ける際の確認等（個人情報保護法第２６条関係） 

（１）債権回収会社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、以下の各号に定める方

法により、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が

１３（２）アからエ（法第２３条第１項各号）又は１３（５）アからウ（法第２３条５項各号）

のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

① 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者（法人でない団

体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）の氏名 

個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法 

② 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す

契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法 

（２）上記（１）の第三者は、債権回収会社が同項の規定による確認を行う場合において、当該債

権回収会社に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。 
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（３）債権回収会社は、上記（１）の規定による確認を行ったときは、以下の表で定める事項に関

する記録を都度作成しなければならない。 

（記録事項） 

 本人の同意に
よる提供を受
けた場合 

オプトアウトによ
る提供を受けた場
合 

私人などから提供
を受けた場合 

個人情報保護委
員会による公表 

× ○ × 

提供を受けた年
月日 

× ○ × 

第三者の氏名等 ○ ○ ○ 
取得の経緯 ○ ○ ○ 
本人の氏名等 ○ ○ ○ 
個人データの 
項目 

○ ○ ○ 

本人の同意を得
ている旨 

○ × × 
 

（４）上記（３）にかかわらず、債権回収会社が一定の期間内に特定の事業者との間で継続的に又

は反復して個人データを授受する場合は、個々の授受に係る記録を作成する代わりに、一括し

て記録を作成することができる。 

（５）上記（３）にかかわらず、債権回収会社が、本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を

締結し、架かる契約の履行に伴って、契約の締結の相手方を本人とする個人データについて他

の事業者から提供を受ける場合は、当該提供の際に作成した契約書その他の書面をもって個人

データの流通を追跡することが可能であることから、当該契約書その他の書面をもって記録と

することができる。 

（６）債権回収会社は、前項までに基づき作成した記録を、以下の各号の規定に基づく期間、保存

しなければならない。 

① 上記（５）に規定する方法により記録を作成した場合 

最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して１年を経過する日まで

の間 

② 上記（４）に規定する方法により記録を作成した場合 

最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して３年を経過する日まで

の間 

③ ①②以外の場合 

３年  

（運用上の考え方） 

（注１）１５の（運用上の考え方）（注１）記載の①本人による提供や、②本人に代わって提供に

該当する場合には、同様に確認・記録義務は適用されない。なお、記録・確認義務の趣旨に

鑑みて、その他にも、実質的に同義務が適用されない類型があることを排除するものではな

い。 

（注２）代行により記録を作成する方法 

提供者・受領者のいずれも記録の作成方法・保存期間は同一であることに鑑みて、提供者（又

は受領者）は受領者（又は提供者）の記録義務の全部又は一部を代替して行うことができる（提

供者と受領者の記録事項の相違については留意する必要がある。）。なお、この場合であって
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も、提供者及び受領者は自己の義務が免責されるわけではないことから、実質的に自らが記録

作成義務を果たしているものと同等の体制を構築しなければならない。 

 

 

１７ 保有個人データに関する事項の公表等（個人情報保護法第２７条関係） 

（１）債権回収会社は､保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態に

置かなければならない。 

ア 当該債権回収会社の商号 

イ 全ての保有個人データの利用目的（８（４）の規定に該当する場合を除く。） 

ウ 法第２７条第２項（本人から保有個人データの利用目的の通知を求められた場合）、法第

２８条第１項（当該本人から保有個人データの開示の請求を受けた場合）、法第２９条第１

項（本人から訂正、追加又は削除の請求を受けた場合）、法第３０条第１項又は第３項（法

第１６条、法第１７条又は法第２４条の規定に違反しているという理由で、利用の停止又は

消去の請求を受けた場合、法第２３条第１項の規定に違反しているという理由で当該保有個

人データの第三者への提供の停止の請求を受けた場合）に応じる手続、開示に関する手数料

を定めたときは、手数料の額 

エ 当該債権回収会社が行う保有個人データの取扱いに関する苦情を受け付ける担当窓口

名・係名、郵送用住所、受付電話番号その他の苦情申出先 

オ 当該債権回収会社が認定個人情報保護団体（法第４７条第１項の認定を受けた者をいう。

以下同じ。）の対象事業者である場合には、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解

決の申出先 

（２）債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人から、当該本人が識別さ

れる保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通

知しなければならない。なお、利用目的を通知しない旨の決定をしたときも、本人に対し、遅

滞なく、当該決定をした旨を通知しなければならない。 

ア （１）の規定（法第２７条第１項）により当該本人が識別される保有個人データの利用目

的が明らかな場合 

イ ８（４）の規定に該当する場合 

（３）債権回収会社は、上記（２）に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨

の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。当該通知に

は、通知を行わない旨に加え、法第２８条に従って、その理由を記載することとする。 

 

 

１８ 保有個人データの開示 （個人情報保護法第２８条関係） 

（１）債権回収会社は、本人から保有個人データの開示（当該本人が識別される保有個人データが

存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）の請求を受けたときは、本人に

対し、当該保有個人データ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）により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる

が、開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
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ない（当該通知には、開示しない旨に加え、法第３１条に従って、その理由を記載することと

する。）。 

ア 保有個人データを開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利

利益を害するおそれがある場合 

イ 保有個人データを開示することにより、当該債権回収会社の業務の適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合 

ウ 保有個人データを開示することが他の法令に違反することとなる場合 

（２）本人から開示の請求があった保有個人データの一部のみが法第２８条第２項各号のいずれか

に該当する場合には、債権回収会社は、その残りの開示すべき部分については、開示を拒んで

はならない。 

（運用上の考え方） 

（注１）上記（１）アからウに該当するのは、例えば、次のような場合である。 

ア 「保有個人データを開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害するおそれがある場合」の事例 

・ 反社会的勢力に関する保有個人データであって、当該本人に開示することにより、当

該反社会的勢力による業務妨害や従業者への危害を招くおそれがある場合 

イ 「保有個人データを開示することにより、当該債権回収会社の業務の適正な実施に著し

い支障を及ぼすおそれがある場合」の事例 

・ 同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事

実上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ対応業務が立ち行かなくなる等、

業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

・ 保有個人データを開示することにより、企業秘密にかかわる事項が明らかになるよう

な場合 

・ 当該保有個人データが債権回収会社等、本人以外の者による本人に関する評価又は判

断であって、これを開示することにより、債権管理回収業務における本人たる債務者及

び保証人との交渉の実施が著しく困難になるおそれがある場合 

・ 債権回収会社又は第三者企業の秘密・ノウハウに関する情報であって、当該債権回収

会社又は第三者企業の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合 

・ 当該債権に対する評価、分類及び分析に関する情報であって、当該債権回収会社又は

原債権者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合 

・ 債権回収会社内部の償却、債権譲受け等に関する業務に基づき記録される情報であっ

て、当該債権回収会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合 

ウ 「保有個人データを開示することが他の法令に違反することとなる場合」の事例 

・ 刑法第１３４条（秘密漏示罪）や電気通信事業法第４条（通信の秘密の保護）に違反

することとなる場合 

（注２）債権回収会社は、業務委託契約・債権譲渡契約に基づき複数のオリジネーターの債権を

個人データとして管理しており、譲受債権については、債権回収会社が開示権限を有し、

これに基づき開示する。委託を受け又は他に委託して債権の管理回収を行う場合、開示義

務が委託者と受託者のいずれにあるかは、委託者と受託者の契約関係において受託者に個

人データの開示又は内容の訂正等を行う権限が与えられているかどうかによる。したがっ
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て、受託者に当該権限が与えられている場合には、委託者及び受託者の双方に開示義務が

ある。受託者に当該権限が与えられていない場合には、委託者のみに開示義務がある。 

（注３）債権回収会社が法律的な利害関係を有する者からの開示請求に応じて保有個人データを

開示することは、本人以外の第三者に対して個人データを提供する場合にあたり、法第２

３条により当該開示が制限されることに留意する。 

 

 

１９ 訂正等（個人情報保護法第２９条関係） 

（１）債権回収会社は､本人から本人の識別される保有個人データの内容が事実でないという理由

で、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下単に「訂正等」という。）の請求

を受けた場合には、当該保有個人データの内容の訂正等に関して他の法令等の規定により特別

の手続が定められている場合を除き、利用目的達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な

調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 

（２）上記（１）の訂正等の対象となる保有個人データは、「評価又は判断」に関する保有個人デー

タ以外の保有個人データであるから、上記（１）の調査も「評価又は判断」に関する保有個人

データ以外の保有個人データを対象として行うこととする。 

（３）債権回収会社は､上記（１）の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは

一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知しなければならない。

また、利用目的から見て訂正等が必要でない場合や、本人からの誤りである旨の指摘が正しく

ない場合には、訂正等に応じる必要はないが、そういった場合を含め、訂正等を行わない旨の

決定をしたときも、同様とする。 

（４）上記（３）のうち訂正を行わない旨の通知には、訂正を行わない旨に加え、法第３１条に従っ

て、その理由を記載することとする。 

（運用上の考え方） 

（注１）受託債権に関して、委託者と受託者の契約関係によって、訂正等の権限者が決まること

となるため、本人から訂正等の請求のあった場合の対応について、例えば契約書において

下記の事項を規定する等により、契約上取り決めをしておくことが望ましい。 

    ア 訂正等の請求があった場合の対応手順 

    イ 訂正等を行う場合の委託者及び受託者間の連絡手続 

    ウ 訂正等の対応を行う責任者 

（注２）譲受債権についての訂正等の請求に対しては、債権回収会社は、自ら調査を行うととも

に必要に応じて譲渡人（原債権者を含む。）へ事実関係の調査依頼を行うなどの措置を講

じることが望ましい。 

（注３）調査結果とその結果に対する措置については、本人に対し、遅滞なく、通知しなければ

ならない。この通知は、書面によることとし、例えば、以下の事項等を記載することが考

えられる。 

事例１）訂正等を行う場合の通知書の記載事項例 

調査した結果、訂正する理由、訂正後の内容、訂正した日、訂正責任者名、謝辞   

等 

事例２）訂正等を行わない場合の通知書の記載事項例 
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本人の請求事由と調査結果、訂正を行わない理由とその旨、調査に関する責任者

名等 

（注４）債権回収会社は、上記（注３）の通知を本人に対して送付するだけでなく、本人から訂

正等の請求のあった事実及び当該通知書の内容を記録する等の社内措置を講じることが

望ましい。 

 

 

２０ 利用停止等（個人情報保護法第３０条関係） 

（１）債権回収会社は､本人から法第１６条（利用目的の制限）又は法第１７条（適正な取得）の

規定に違反しているという理由によって、当該保有個人データの利用停止又は消去（以下単に

｢利用停止等｣という。）の請求を受けた場合には、規定の違反の有無について事実関係の調査

を行い、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、

遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人

データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合

であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を講ずるときは、この

限りでない。 

（２）債権回収会社が保有個人データにつき、上記（１）の利用停止等を行ったときは、法第２３

条第５項第１号又は第３号の規定により当該個人データの提供を受けた者による利用を停止

するために必要な措置を講じることとする。 

（３）債権回収会社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが法第２３条第１項の規

定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への

提供の停止の請求を受けた場合には、規定の違反の有無について事実関係の調査を行い、その

請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を

停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用

を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益

を保護するため必要なこれに代わるべき措置を講ずるときは、この限りでない。 

（４）債権回収会社は、上記（１）により保有個人データの利用停止等を行ったとき（利用停止等

を行わない旨の決定をしたときを含む。）又は上記（３）により保有個人データの第三者への

提供を停止したとき（第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときを含む。）は、本人に

対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。この通知は、書面によることとする。 

（５）上記（４）の通知のうち、保有個人データの利用停止等を行わない旨の決定をした場合又は

第三者への提供を停止しない旨の決定をした場合の通知には、利用停止等を行わない旨又は第

三者への提供を停止しない旨に加え、法第３１条に従って、その理由を記載することとする。 

（運用上の考え方） 

（注）債権回収会社の取り扱う債権は、業務委託契約又は債権譲渡契約に伴うものであり、両者

ともに原債権者又は委託者から債権回収会社に対して個人情報の移転が行われているもの

の、受託債権又は譲受債権の別により、以下のとおり利用停止の権限者が異なることに留意

する。 

ア 受託債権 
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利用停止等の権限者は委託契約により委託者、受託者のいずれか又は双方となるが、 

利用停止等の権限の所在いかんにかかわらず、（ア）本人の請求の理由が受託時点まで

における法第１６条又は法第１７条違反の事実に関するものである場合には、委託者に

よる調査が求められる。そこで、受託者は、本人から利用停止等の請求があった時点で、   

その旨を委託者に通知するとともに、事実調査及び対応措置に関して委託者と協力する

こととする。（イ）本人の請求の理由が受託後の債権回収会社に関するものである場合

には、委託者に連絡するとともに、自社に法第１６条又は法第１７条違反の事実がある

かないかの事実調査を行うこととする。 

イ 譲受債権 

利用停止等の権限者は債権回収会社であることから、債権回収会社は、法第１６条又  

は法第１７条の規定に違反の事実関係に関して、債権回収会社は、独自に調査を行うと

ともに必要に応じて譲渡人（原債権者を含む。）に対し事実関係の調査依頼、調査への

協力要請などの措置を講じることが望ましい。 

 

 

２１ 理由の説明（個人情報保護法第３１条関係） 

債権回収会社は､ 法第２７条第３項（本人から保有個人データの利用目的の通知を求められ、

通知しない旨の決定をした場合）、法第２８条第３項（開示請求に対し、保有個人データの全部

又は一部について開示しない旨の決定をした場合）、法第２９条第３項（保有個人データの内容

の全部若しくは一部の訂正を行ったとき又は訂正等を行わない旨決定をした場合）、法第３０条

第５項（保有個人データの内容の全部若しくは一部の停止を行ったとき又は第三者提供の停止し

たとき若しくは第三者提供を停止しない旨の決定をした場合）に基づいてその措置を決定した場

合は、本人に対して理由を説明することとする。 

（運用上の考え方） 

（注）法及び各省庁のガイドラインを参考に社内規程及びマニュアルを策定、整備し、合理的な

説明をすることができる体制を構築することにより、本人等からの問合せに対して適切な対

応ができるように努めることが望ましい。 

 

 

２２ 開示等の請求等に応じる手続（個人情報保護法第３２条関係） 

（１）債権回収会社は、法第２７条第２項、第２８条第１項、第２９条第１項又は第３０条第１項

若しくは第３項の規定による請求（以下単に「開示等の請求等」という。）に関し、受け付け

る方法として次に掲げる事項を定めることができ、定めた場合には、本人の知り得る状態（本

人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない。この場合におい

て、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。 

なお、「開示等の請求等」に関し、「その請求等を受け付ける方法」を定めなかった場合で

も、迅速かつ適切な対応が可能となるよう「開示等の請求等」の対応手順、本人又は代理人の

確認方法及び対応に関する組織的事項などをあらかじめ定めておくこととする。 

ア 開示等の請求等の申出先（担当窓口名・係名、郵送用住所、受付電話番号、受付ＦＡＸ番

号等） 
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イ 開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の請求等の方式 

ウ 開示等の請求等をする者が本人又は代理人（未成年者若しくは成年被後見人の場合はその

法定代理人、又は開示等の請求等をすることにつき本人が委任した者がいる場合はその受任

者）であることの確認の方法 

エ 保有個人データの利用目的の通知又は保有個人データの開示について手数料を徴収する

場合は、その徴収方法 

（２）債権回収会社は、本人に対し、開示等の請求等に対応するため、その対象となる保有個人デー

タの特定に必要な事項の提示を求めることができる。なお、その際、本人が容易かつ的確に開

示等の請求等ができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便

性を考慮しなければならない。 

（３）開示等の請求等は、本人だけでなく、下記代理人によってもすることができる。債権回収会

社は、権限のない者に開示等することがないよう本人又は代理人の同一性の確認については、

身分証の提示を求めるなど、十分かつ適切な確認手続を採らなければならない。なお、施行令

第１１条第２号の代理人による開示等の請求等に対して、債権回収会社が、本人にのみ直接開

示等をすることは妨げられない。 

ア 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

イ 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人 

（４）債権回収会社は、（１）及び（２）の規定（法第３２条第１項から第３項まで）に基づき開

示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、事業の性質、保有個人データの取扱状況、

開示等の請求等の受付方法等に応じて適切なものとなるようにするとともに、本人に過重な負

担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 

（運用上の考え方） 

（注）債権回収会社は、開示に係る手数料を徴収する場合には、開示された情報の範囲、期間、

保管方法及び保管場所に応じて、実費を勘案して合理的な範囲内で開示１回あたりの料金を

設定した上、この料金を公表することとする。 

 

 

２３ 手数料（個人情報保護法第３３条関係） 

債権回収会社は、保有個人データに関する利用目的の通知の求め（法第２７条第２項）又は開示

の請求（法第２８条第１項参照）に応じる場合には、手数料を徴収することができる。その手数料

の額を定める際には、実費を勘案して合理的と認められる範囲内でなければならない。また、手数

料の額を定めた場合には、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含

む。）に置かなければならない（１７（１）ウ参照）。 

 

 

２４ 裁判上の訴えの事前請求（法第３４条関係） 

 債権回収会社は、本人から法第３４条に基づく事前請求がなされた場合には、当該請求を拒否し

又は当該請求から２週間経過した場合には、本人から裁判上の訴えを提起される可能性があること

を踏まえ、慎重な対応を行うよう努める。 
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２５ 個人情報取扱事業者による苦情の処理（個人情報保護法第３５条関係） 

（１）債権回収会社は､個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければな

らない。 

（２）債権回収会社は、上記（１）の処理を行うに当たり、苦情受付窓口の設置、苦情処理に関

する部署の設置、苦情処理に関する規程類の整備及び苦情処理に関する従業者への研修の実

施など必要な体制整備を行うこととする。もっとも、無理な要求にまで応じなければならな

いものではない。 

（３）上記（２）の苦情受付窓口に関しては、担当窓口名・係名郵送用住所、受付電話番号その

他の苦情申出先及び受付時間など当該窓口へのアクセス方法を継続的に公表することとする。 

（運用上の考え方） 

（注）債権回収会社は､個人情報に関する苦情事例を集積し、それを分析した結果により社員研

修を定期的に行うこととし、苦情の発生防止と適正な業務運営に努力する。 

 

 

２６ 個人情報の保護に関する宣言の制定について（法務省サービサーガイドライン第１

０関係） 

（１）債権回収会社は、法、同法に係る施行令、個人情報保護に関する基本方針（平成 16年 4月 2

日閣議決定）、法務省サービサーガイドライン、本自主ルール等を踏まえ、事業者の個人情報

保護に関する考え方や方針に対する宣言（いわゆるプライバシーポリシー、プライバシース

テートメント等。以下「個人情報保護宣言」という。）を策定、公表することとする。 

個人情報保護宣言では、以下の事項などを明らかにすることとする。 

ア 利用目的の通知及び公表に関する事項（法第１８条関係） 

イ 安全管理措置の概要（法第２０条関係） 

ウ 従業者の監督方針（法第２１条関係） 

エ 委託先の監督方針（法第２２条関係） 

オ 保有個人データの公表に関する事項（法第２７条関係） 

カ 開示等の請求等に応じる手続（法第３２条関係） 

キ 苦情処理に関する窓口の公表（法第３５条関係） 

（２）個人情報保護宣言には、消費者等、本人の権利利益保護の観点から、事業活動の特性、規模

及び実態に応じて、次に掲げる点に考慮した記述をできるだけ盛り込むこととする。 

ア 事業者がその事業内容を勘案して顧客の種類ごとに利用目的を限定して示したり、事業者

が本人の選択による利用目的の限定に自主的に取り組むなど、本人にとって利用目的がより

明確になるようにすること。 

イ 委託の有無、委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進めること。 

ウ 個人情報の取得元又はその取得方法（取得源の種類等）を、可能な限り具体的に明記する

こと。 

エ 保有個人データについて本人から求めがあった場合には、ダイレクトメールの発送停止な

ど、自主的に利用停止等に応じること。 
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２７ 法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対処について（法務省サービサーガイ

ドライン第１１関係） 

（１）債権回収会社は、その取り扱う個人情報（委託を受けた者が取り扱うものを含む。）につい

て、法違反又は法違反のおそれが発覚した場合には、例えば、次に掲げる措置を速やかに講ず

ることとする。 

ア 事実調査、原因の究明 

事実関係を調査し、法違反又は法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明にあ

たる。 

イ 影響範囲の特定 

アの規定で把握した事実関係による影響がどれほど及ぶのか、その範囲を特定する。 

ウ 二次被害防止策の実施 

イの規定により影響範囲を特定した場合には、漏えい情報の回収等の二次被害防止策を速

やかに実施する。 

エ 再発防止策の検討・実施 

アの規定で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。 

オ 影響を受ける可能性のある本人への通知 

法違反の中でも、特に個人データの安全管理（法第２０条から第２２条まで）について違

反があった場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等につ

いて、速やかに、本人に通知することとする。 

なお、この通知は速やかに行うことが求められるため、必ずしも書面によることを要しな

い。 

カ 事実関係、再発防止策等の公表 

法違反の中でも、特に個人データの安全管理（法第２０条から第２２条まで）について違

反があった場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再

発防止策等について、速やかに、公表することとする。 

キ 主務大臣への報告 

債権回収会社は、法違反又は法違反のおそれが発覚した場合には、事実関係及び再発防止

策等について、速やかに、法務大臣（法務省大臣官房司法法制部審査監督課。以下「法務省」

という。）に報告することとする。 

ク 債権回収会社は、個人情報の取扱いに関し格別の措置を講じる必要性があることに鑑み、

個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について（平成２９年個人情報保護委

員会告示第１号）３．（２）に規定する場合であっても、法務省に報告することとする。 

（２） 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応等 

   特定個人情報（個人番号（いわゆるマイナンバー）をその内容に含む個人情報）の漏えい事

案等が発生した場合の対応等については、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安

全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則（平成２７年特定個人情報保護委員会規則第５

号。以下「委員会規則」という。）」、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生

した場合の対応について（平成２７年特定個人情報保護委員会告示第２号。以下「委員会告示」
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という。）」及び平成２８年３月１０日法務省司審第１４８号に留意の上、対応を行うものと

する。 

これらにより求められる対応の概要は、以下のとおりである。 

① 特定個人情報の漏えい等事案について 

特定個人情報の漏えい等事案が生じた場合には、委員会規則第２条各号に掲げる特定個

人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保

に係る重大な事態（以下「重大事態」という。）に該当するか否かの判断を行い、次のア

及びイに従って対応を行う。 

    ア．重大事態に該当する場合 

法務省サービサーガイドラインに従い、発覚後直ちに法務省に報告するよう努め（い

わゆる第一報）、その後、事実関係及び再発防止策等について法務省に報告する（なお、

個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）に対しては法務省から報告することが

予定されている。）。 

イ．重大事態に該当しない場合 

個人情報取扱事業者である債権回収会社は、法務省サービサーガイドラインに従い、

法務省に報告するよう努める。 

なお、個人情報取扱事業者でない債権回収会社（ただし、このような債権回収会社は、

ほとんど想定されない。）であって、影響を受ける可能性のある本人全ての連絡した場

合等の委員会告示で定める一定の要件を充たす場合（すなわち、委員会に報告を要しな

い事案に該当する場合）であっても、個人情報の漏えい等に該当することから、法務省

サービサーガイドラインに基づき、法務省に報告するよう努める。 

② 番号法固有の事案について 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。以下「番号法」という。）第９条の規定に反して個人番号を利用した場合、

同法第１９条で限定的に明記された場合以外で特定個人情報を提供した場合など番号法

固有の規定に関する事案が生じたときは、上記①と同様に、まずは重大事態に該当するか

否かの判断を行い、次のア及びイに従って対応を行う。 

ア．重大事態に該当する場合 

発覚後直ちに委員会に報告するよう努め（いわゆる第一報）、その後、事実関係及

び再発防止策等について委員会に報告する。 

イ．重大事態に該当しない場合 

委員会に報告するよう努める。ただし、影響を受ける可能性のある本人全ての連絡

した場合等の委員会告示で定める一定の要件を充たす場合（すなわち、委員会に報告を

要しない事案に該当する場合）にはこの限りでない。 

③ 上記①及び②において報告する際には、適宜の様式又は委員会のホームページに掲載さ

れている様式を参考に、報告書を作成し、提出する。 
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【参考図】 

 

 

（運用上の考え方）  

（注１）漏えい等が発生した場合に債権回収会社が行う具体的な対応策としては、上記に加えて、

以下のものが考えられる。 

・ 被害拡大を防止するために公表した対応策の従業者に対する周知徹底 

（注２）漏えい事故等発生時には、例えば、債権回収会社の代表者を委員長とした事故対策委員

会を設立するなどの迅速な対応が可能となる緊急体制をとることが望ましい。 

 

 

２８ 本自主ルールの見直しについて 

本自主ルールについては、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸環境の変

化を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。 

 


