Member Circular 1/2018

EU一般データ保護規則2016/679の施行に関する一般的なガイダン
ス
こちらは、英文記事「Implementation of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 – General Guidance to
Members」
（2018 年 2 月）の和訳です。

メンバー各位
概要
一般データ保護規則（以下「GDPR」または「規則」
）を含む EU 規則 2016/679 が 2018 年 5 月 25 日に
施行されると、EU/EEA 域内で直接影響が出ることになります。1 規則は、同時に施行される見込み
の、個人データ法に基づくノルウェーの法律に組み込まれます。88 ページに及ぶ規則は、以下のサイト
から入手可能です。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
本一般的ガイダンスは、Gard P&I2 とそのメンバーに関連する範囲で、GDPR に関する概要を説明する
ものです。本規則は、傷病、その他自然人のデータを含むクレームに対して最も影響を及ぼします。個
人情報を含まない法人データやその他自然人に無関係な情報には影響がありません。
規則は、指令 95/46/EC に代わるものであり、個人情報の収集、保管、処理、アクセス、使用、移転、
消去に関する EU/EEA 域内の手続の強化および調和を図ることを意図しています。また、個人情報の
「管理者」と「処理者」に関する責任を定めることにより、自然人に対して EU/EEA 域内で同等の法的
強制力のある権利を付与し、コンプライアンス確保のための監督実施体制を整備することを目的として
います。
GDPR は、データの処理に関連して自然人を保護することを目的としています。規則は、当該データを
保有する EU/EEA 域内の事業者はもちろん、EU/EEA 域内の自然人に物品や役務を提供する、または
EU/EEA 域内の受取人に個人情報を提供する EU/EEA 域外の事業者にも適用されます。Gard P&I は
EU/EEA 域内で事業を営んでいるため、GDPR の適用を受けることになります。同様に、EU/EEA 域内
で事業を展開する、または EU/EEA 域内の自然人に物品や役務を提供するメンバーや第三者サービス提

1

「EU/EEA」とは、EU 加盟国と EFTA 加盟 3 国（アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）を含む欧州経済

地域（EEA）をいいます。
2

「Gard P&I」には、Gard P. &I. (Bermuda) Ltd および Assuranceforeningen Gard - gjensidig を含みます。
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供者、また、EU/EEA 域内で保持される EU/EEA 域外の個人に属する個人情報も適用を受けることにな
ります。
違反に対する罰金
新法令に定める罰金水準は、旧法のものより大幅に引き上げられます。罰金の額については、違反の内
容や期間、データ主体が被った損害を軽減すべく取られた措置の有無等、個々の事件における幾つかの
要因によって決まります。しかし、注目すべき点は、GDPR の違反に対する罰金は、特定の条項に関し
て、2,000 万ユーロまたは企業の前会計年度の全世界年間売上高の 4％のいずれか高い方の額を上限と
していることです。

定義3


「個人情報」とは、データ主体に関する情報を意味します。



「データ主体」とは、特定された、または特定可能な生存する自然人もしくは個人を意味します。
これは、氏名、識別番号、位置データ、オンライン ID 等の情報、またはその自然人の身体的、生
理学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的もしくは社会的アイデンティティに特有の一つあるいは
それ以上の要素を参照することにより、直接・間接的に特定できる個人を指します。ここで言う自
然人は、生存者に限られます。



「管理者」とは、単独であるか他人と共同であるかを問わず、関連データの処理の目的や手段を決
定する自然人、法人、公共団体、政府機関その他の団体を意味します。



「処理者」とは、管理者かに代わり個人情報を処理する自然人、法人、公共団体、政府機関その他
の団体を意味します。



「処理」とは、自動・手動の別を問わず、収集、記録、統合、構造化、保管、修正または変更、回
復、参照、使用、送信や流布その他利用可能な状態にするような開示、整列または結合、制限、消
去や廃棄等、個人情報に対して行われる作業または一連の作業を意味します。

Gard P&I、メンバー、ブローカー、外部サービス提供者および賠償請求者の役割
Gard P&I は、規則における管理者に該当すると考えています。Gard P&I は、業務委託契約に基づき日
常業務の一部を Gard AS に委託しており、場合によっては、Gard AS が共同管理者になることがありま
す。これは、Gard P&I が、Gard AS が構築した GDPR 対応体制に基づき事業を実施できるようにする
ものであり、かつ、Gard AS は、管理者または共同管理者に限り認められる事務作業を行うことができ
るようになります。また、Gard AS は、データ保護当局とのやり取りに際して、Gard P&I の代理を務
めることができるようになります。

3

引用元：GDPR, Article 4
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さらに、GDPR が適用される場合、メンバー、ブローカーおよび外部サービス提供者（クラブのコレス
ポンデンツ、サーベイヤー、専門家等）は通常、それぞれ独立して関連データの処理の目的や手段を決
定する可能性があるため、管理者に該当することになります。処理者が処理の目的や手段を決定する場
合、その処理者は、当該処理において管理者とみなされます。4
これは、対象事項（例：傷病クレーム）に個人情報が含まれる場合に限り関係します。この場合、保険
金請求を行った個人はデータ主体となり、GDPR に定める権利が付与されます。
GDPR の関連要件
•

個人情報処理方針

•

データ主体の権利

•

管理者および処理者の責任

•

データ保護当局への通知義務

•

データ保護責任者の選任

•

個人情報の第三国への移転

個人情報処理方針5
個人情報処理方針の概要は以下のとおりです。

適法性 – 個人情報の処理は、それを実施する法的根拠（同意の取得等）がある場合、契約に

•

よる場合、法的義務がある場合、データ主体の重要な利益を保護するために必要な場合、また
は管理者にそれを実施する正当な権利がある場合に限られます。

公平性 – 個人情報の処理を行う者は、データ主体に対し、処理内容やデータ主体の権利に関

•

する情報を十分に提供する必要があります。
•

透明性 – 情報の提供は、簡潔で容易に理解できる方法で行わなければなりません。

•

利用目的制限 – 個人情報の収集・処理は、特定の明示的かつ正当な目的に限られるものと
し、当該目的に関係のない処理は認められません。

データ最小化 – 個人情報は、その収集・処理目的に照らして適切であり、関連性があり、必

•

要な範囲に限るものとします。
•

正確性 – 個人情報は、正確かつ最新の状態に保たなければなりません。

•

保管期限 – 個人情報は、データ主体を特定できる形で必要以上に長く保管してはなりませ
ん。

セキュリティ – 適切な手段を用いて、個人情報の不正または違法な処理、偶発的な滅失・毀

•

損を防ぐようにしなければなりません。

4

引用元：GDPR, Article 28

5

GDPR, chapter II.
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センシティブな個人情報
特定の厳しい要件がセンシティブな個人情報（人種、民族的背景、宗教的および政治的所属等の情報）
に適用されます。また、データ主体に関する健康・医療情報も含まれます。
当該データの処理は、明示的な同意取得等の特定の条件が適用される場合、法的請求の立証、行使、防
御のために必要な場合、または裁判所が司法権を行使する場合を除き、原則禁止されています。保険金
請求（例：人身傷害クレーム）は法的請求とみなされるので、その処理に必要な場合には、明示的な同
意がなくても、センシティブな個人情報を処理することができます。6

データ主体の権利7
以下は、情報請求権を含む、データ主体が有する権利をまとめたものです。

透明性および情報 – 管理者に関する情報、個人情報の処理目的等の所定の情報をデータ主体

•

に提供する措置を講じなければなりません。8 これには、個人情報の開示先となる第三者を知
らせることを含みます。

アクセス権 – データ主体は、個人情報の処理の有無、処理目的を確認する権利を有し、また

•

個人情報へのアクセスを要求する権利を有します。9
•

訂正する権利 – データ主体は、不正確な情報を訂正する権利を有します。10

•

忘れられる権利 – データ主体は、一定の条件が適用される場合、不当に遅れることなく、個
人情報の消去を要求する権利を有します。11

処理を制限する権利 –データ主体が個人情報の正確性に異議を唱える場合等には、データ主体

•

は管理者に対し処理の制限を求める権利を有します。

管理者、共同管理者および処理者の責任
管理者および共同管理者
管理者および共同管理者は、規則に従って個人情報を処理するための適切な措置を講じる必要がありま
す。12これには、「データ保護ポリシー」やその他以下のような特定要件の策定・実施を含みます。

6

GDPR, chapter II, articles 7 and 9.

7

GDPR, chapter III.

8

GDPR, chapter III, articles 12, 13 and 14.

9

GDPR, chapter III, article 15.

10

GDPR, chapter III, article 16.

11

GDPR, chapter III, article 17.

12

GDPR, chapter IV, article 24.
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•

目的に必要なデータのみ – 目的に必要な個人情報のみを処理するための手順を備えること。13

•

処理者 – 法令に準拠した措置を実施するための手順を備えること。

管理者および共同管理者は、規則遵守を証明する責任を負います。14
Gard P&I の場合、Gard P&I が管理者となり、Gard AS が共同管理者となることを想定しています。メ
ンバーとその共同被保険者は、乗組員や損害賠償請求者から受け取った個人情報の管理者となります。

処理者
処理内容が規則の要件を満たし、データ主体の権利を保護するために、処理者は、技術的かつ組織的な
対策を適切に実施することを管理者に保証しなければなりません。15 特定要件を遵守する旨の契約もし
くは協定を管理者と処理者との間で別途締結する必要があります。
管理者および処理者は以下について責任を負います。
•

処理に関する記録 – 処理記録を作成・保管し、監督機関が閲覧できるようにすること。16

•

処理の安全性 – 適切な安全対策を確立すること。17

データ保護当局への通知義務
管理者は、個人情報漏洩18 が発生し、データ主体の権利や自由に影響を及ぼす場合、GDPR に従ってそ
の旨をデータ保護当局に通知するものとします。処理者は、GDPR の違反に気付いた場合、その旨を通
知する義務を負います。19

データ保護責任者
大規模な個人情報処理20 を含む特定の状況においては、データ保護責任者（DPO）を置く義務がありま
す。21 DPO は、規則の遵守状況の監視を含む、報告や内部向けアドバイスといった特定の責任を負い
ます。

13

GDPR, chapter IV, article 25.

14

GDPR, Article 5.

15

GDPR, Article 28.

16

GDPR, chapter IV, article 30.

17

GDPR, chapter IV, article 32.

18

GDPR, Article 33

19

ノルウェーの監督機関は、ノルウェーデータ保護局（The Norwegian Data Protection Authority [Datatilsynet]）で

す。
20

GDPR, chapter IV, article 37, 38 and 39.

21

Gard P&I のデータ保護オフィサーの連絡先については、www.gard.no を参照のこと。
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第三国へのデータ移転
保険金請求（例：人身傷害クレーム）を行うために（法的義務に従って）データ移転が必要な場合等、
第三国（EU/EEA 域外）にデータを移転するための有効な法的根拠がある場合を除き、第三国へのデー
タ移転に当たっては、当該第三国が適切な水準の保護を確保している、または当該第三国の管理者もし
くは処理者22 が適切な水準のセキュリティ体制を構築しているもしくは今後構築する見込みであると欧
州委員会が判断する必要があります。23 別の法的根拠が必要な場合には、EU 標準モデル条項を使用す
ることができます。
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_en
規則が Gard P&I およびメンバーに与える影響とその対策
Gard P&I が行った GDPR 対応策は以下のとおりです。
•

データ保護ポリシーの策定・実施

•

DPO の選任

•

例えば不必要な個人情報の削除に関する定期的なレビューの実施を含めるといった書面による
社内手順およびプロセスの更新

•

必要に応じて、GDPR 上の権利を詳しく記載した通知をデータ主体に発すること。

•

個人情報を保存するシステムおよびセンシティブな個人情報を保存するシステムについて、情
報通信システムのセキュリティと統合性を検証すること。

メンバーへの影響
EU/EEA 域内で事業を営むメンバー、EU/EEA 域内の個人に物品や役務を提供する EU/EEA 域外のメン
バー、または EU/EEA 域外の個人に関する個人情報を EU/EEA 域内で保持するメンバーは、同様の対
応策を講じる必要があります。Gard P&I は、対象メンバーに対して、以下の項目に焦点を当てたレビュ
ーの実施をお勧めします。
•

データ保護ポリシーの更新または採用および実施

•

大量のデータを扱う組織において DPO の選任の検討

•

データ主体が個人情報の処理や自己の権利に関する適切な情報を受け取ることのできる業務体
制を整えること。

•

個人情報を引き続き保管する別の法的根拠がある場合を除き、必要ではなくなった個人情報を
削除すること。

•

センシティブな個人情報（例：健康情報、医療情報）を（他の P&I クラブを含む）第三者と送
受信する際のセキュリティを強化すること。

22

GDPR, chapter V.

23

GDPR; chapter V, article 49.1.
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•

認められる場合（例：法的根拠がある場合、別途合意がある場合）に限り個人情報が第三国に
移転されるよう複層的なチェック体制を構築すること。

本サーキュラーは、法的アドバイスを提供するものではありません。メンバーの皆様は、GDPR 遵守の
ために業務体制を見直すときには、弁護士や現地のデータ保護当局に別途助言を求めてください。
ご質問やご意見がございましたら、アレンダルオフィスの Stig Garmann Tønnesen もしくはガードジ
ャパン（gardjapan@gard.no）までお問い合わせください。
国際 P&I グループに加入するすべてのクラブが同様のサーキュラーを発行しています。

敬具
GARD AS

Rolf Thore Roppestad
CEO（最高経営責任者）

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠することによ
って生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。
本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されております。翻訳の正確
性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。した
がって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡く
ださい。

© Gard AS

Page 7 of 7

