
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国連邦データプライバシー法案 

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 6月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

サンフランシスコ事務所 

海外調査部 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【免責条項】 

 

 

 

 

 

禁無断転載 Copyright (C) 2021 JETRO. All rights reserved. 

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下 

さい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポー 

トで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとして 

も、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。 



 

 
 

〈目次〉 

エグゼクティブサマリー .........................................................................................................1 

I. 米国データプライバシー法案の内容 ...............................................................................3 

表 1 個人情報保護法違反によって生じる恐れのあるリスク ............................................5 

＜ここがポイント－現時点での想定される COPRA 適用開始までのスケジュール＞ ......6 

表 2 COPRA 適用開始までのスケジュール ......................................................................7 

1. COPRA の適用対象 .........................................................................................................8 

（1） COPRA を一言で説明すると？＝米国在住の個人の「対象データ」の処理およ

び譲渡に関する法 ................................................................................................................8 

表 3 基礎的な概念の説明と例 ...........................................................................................8 

（2） 保護対象となる「対象データ」の範囲 .................................................................8 

表 4 「対象データ」に該当しない情報 ............................................................................9 

＜ここがポイント－「従業員データ」の適用除外規定の適用の有無を確認するためのデ

ータマッピングが必須＞ .................................................................................................. 10 

表 5  COPRA 上の「対象データ」から除外される「従業員データ」 ......................... 10 

（3） COPRA の規制対象の範囲................................................................................. 10 

表 6 対象事業者の定義 .................................................................................................... 11 

表 7 「対象事業者」の範囲の判断基準の考え方 ............................................................ 11 

＜ここがポイント－「年間ベースで平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世

帯が使用する機器の対象データを処理しておらず」のカウントの仕方＞ ...................... 12 

2. 「対象データ」を「処理」または「譲渡」するために満たすべき法的要件 .............. 13 

（1） COPRA 上の対象事業者の義務および個人の権利 ............................................ 13 

（2） 対象事業者の義務－対象データの処理と譲渡に関する義務 ............................. 15 

表 8 対象データの処理と譲渡に関する義務 .................................................................. 15 

（i） 適法性の義務・透明性の義務 ............................................................................ 15 

表 9 積極的明示的同意の取得の要否 ............................................................................. 17 

（ii） 公平性の義務 ...................................................................................................... 18 

（iii） 限定の義務・データ最小化の義務（データ最小化権） .................................... 18 

（iv） データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務（脆弱性の評価、リスク評

価、情報保持と破棄の義務、トレーニング義務） .......................................................... 18 

表 10 データセキュリティ慣行に含めるべき内容 ......................................................... 19 

（v） 自動的意思決定に関する義務 ............................................................................ 19 

（vi） 権利放棄の禁止 .................................................................................................. 20 

（vii） 忠実義務 ............................................................................................................. 20 

表 11 欺瞞的なデータ慣行および有害なデータ慣行 ..................................................... 20 

（3） 対象事業者の義務－社内態勢に関する義務....................................................... 22 

表 12 社内態勢に関する義務 .......................................................................................... 22 

（i） プライバシー責任者・データセキュリティ責任者の選任義務 ......................... 22 

（ii） 包括的データプライバシープログラムおよびデータセキュリティプログラム 23 

（iii） 経営陣の責任 ...................................................................................................... 23 

（iv） サービスプロバイダ/第三者に関する義務 ......................................................... 24 

表 13 サービスプロバイダおよび第三者の定義............................................................. 24 

＜ここがポイントーサービスプロバイダの選択や第三者への対象データの譲渡の決定に

あたって合理的なデューデリジェンスの実施義務＞....................................................... 24 

（v） 内部告発者の保護 ............................................................................................... 26 

（4） 個人の権利.......................................................................................................... 27 

（i） 個人の権利の内容 ............................................................................................... 27 

① 概要 ............................................................................................................................ 27 

表 14 個人の権利の内容 ................................................................................................. 27 

② 譲渡のオプトアウト権の内容 .................................................................................... 27 

③ ウェブサイトの訪問者の対象データをクッキーを通じて取得する場合の譲渡のオプ

トアウト権 ........................................................................................................................ 28 



 

 
 

図 1 ウェブサイトの訪問者の個人情報を収集する場合に必要な CCPA 上のオプトアウ

ト権の付与の例 ................................................................................................................. 28 

（ii） 例外..................................................................................................................... 29 

（5） COPRA の一部適用除外 .................................................................................... 30 

表 15 「（2）対象事業者の義務－対象データの処理と譲渡に関する義務」および「（4）

個人の権利」の適用除外 .................................................................................................. 30 

表 16 データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務の要件を遵守しているとみなさ

れる場合 ............................................................................................................................ 30 

3. COPRA のエンフォースメント（執行） .................................................................. 31 

表 17 COPRA の執行の概要 .......................................................................................... 31 

（i） FTC による執行 ................................................................................................. 32 

① FTC の概要 ................................................................................................................ 32 

図 2 FTC の構成 ............................................................................................................. 32 

② FTC に設立される新しい局（Bureau）と権限 ....................................................... 33 

③ COPRA における FTC の権限 .................................................................................. 33 

表 18 COPRA における FTC の権限 ............................................................................. 33 

④ データプライバシー・セキュリティ救済基金 .......................................................... 34 

表 19 データプライバシー・セキュリティ救済基金 ..................................................... 34 

⑤ 2019 年の FTC による執行の記録 ............................................................................ 34 

図 3 および表 20 2019 年の FTC による執行の記録 ..................................................... 35 

⑥ FTC によるこれまでの FTC 法の執行 ...................................................................... 36 

図 4 FTC による FTC 法違反の調査のフローチャート ................................................ 36 

表 21 FTC による FTC 法違反に対する執行の 3 つの選択肢 ....................................... 37 

表 22 標準的な FTC 命令および差止条項 ..................................................................... 37 

表 23 過去の FTC 命令・裁判所命令に違反した場合に適用可能な民事制裁金に関する

ルールと執行実例 ............................................................................................................. 38 

（ii） 州司法長官による執行 ....................................................................................... 38 

（iii） 個人による民事訴訟 ........................................................................................... 39 

4. 連邦法および州法との関係 ....................................................................................... 40 

表 24 COPRA、SDA、CPRA、GDPR 上の対象事業者の義務および個人の権利、並び

に執行の比較..................................................................................................................... 40 

5. COPRA へのコンプライアンス実務対応 .................................................................. 44 

II. Q&A 編 .......................................................................................................................... 46 

Q1：COPRA が適用される対象データとは、どのようなデータを指しますか？ .......... 46 

Q2：CCPA/CPRA の対象となる個人情報と比べて、COPRA で規定する保護対象となる

個人情報のカテゴリは増えているのでしょうか？それとも同程度の水準なのでしょう

か？ ................................................................................................................................... 48 

Q3：COPRA において BtoB 企業が特に留意するべき内容はどのようなものになります

か？ ................................................................................................................................... 53 

Q4：センシティブではない「対象データ」は、例えば、どういう情報が対象になるので

しょうか？ ........................................................................................................................ 53 

Q5：センシティブ対象データは特に手厚い保護を受けるということですが、センシティ

ブ対象データだけを対象にした権利および義務とは何でしょうか？ ............................. 53 

Q6：「積極的明示的同意」はどのように取得すればよいのでしょうか？ ...................... 54 

Q7: COPRA はどのような場合に適用されますか？ ....................................................... 55 

Q8：COPRA は誰に適用されますか？①「米国在住の個人向けの商品・サービス、広告

をウェブサイト上に掲載し、米国在住の個人から対象データを収集している日本本

社」、②「米国で営業している日本本社の支店・駐在員事務所」や③「日本から輸出ベ

ースで米国のビジネスを行っている日本企業」は全て COPRA の適用対象になる可能性

があるということでしょうか？ ....................................................................................... 55 

Q9: COPRA が適用される地域はどこですか？ ............................................................... 58 

Q10：COPRA は公的機関、地方自治体、非営利団体にも適用されますか？ ............... 58 



 

 
 

Q11：米国国内に現地法人を置いていない場合も、COPRA の適用対象になりますか？

 .......................................................................................................................................... 59 

Q12：企業の現地従業員のデータも、COPRA の適用対象になりますか？ ................... 60 

Q13：COPRA を所管する当局とは何ですか？どのような権限がありますか？ ............ 60 

Q14：そもそも、COPRA のような規制が必要となった理由と目的を教えてください。

 .......................................................................................................................................... 61 

Q15：COPRA では、米国国内から米国国外に対象データを転送することは禁止されま

すか？ ............................................................................................................................... 61 

Q16：クラウドなどのオンラインサービスは、COPRA では、どのように扱われます

か？ ................................................................................................................................... 62 

Q17：COPRA に違反した場合、罰則などはありますか？............................................. 62 

Q18：プライバシーポリシーは、CCPA/CPRA と比較して、必要な項目は基本的には同

じでしょうか？それとも義務が増えたのでしょうか？既に CCPA/CPRA 対応済みのプラ

イバシーポリシーを策定しているカリフォルニア州の日系企業が追加で何をすればいい

のでしょうか。 ................................................................................................................. 62 

Q19：「データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務」は、例えば、CIS Control の

ようにセキュリティ措置の基準は、COPRA では示されているのでしょうか？ ........... 63 

Q20：「未成年者」の個人情報に関する特別な義務は、COPRA では示されていますでし

ょうか？ ............................................................................................................................ 64 

Q21：企業内での責任者の選任など、組織体制面ではどのような対応が必要ですか？ 64 

Q22：企業内の「プライバシー責任者」や「データセキュリティ責任者」の所属は日本

本社でも良いでしょうか？ ............................................................................................... 65 

Q23：「プライバシーおよびデータセキュリティ責任者の選任義務」は CCPA/CPRA で

はなかった義務かと理解しています。米国内で複数の拠点（例：ニューヨーク、カリフ

ォルニア、シカゴ）を持つ企業グループは、拠点ごとに、プライバシーおよびデータセ

キュリティ責任者を選任する必要があるのでしょうか？ ............................................... 65 

Q24：「社員番号」や「顧客番号」など記号・暗号を活用し、非識別化する対応は可能で

すか？ ............................................................................................................................... 65 

Q25: 信頼関係に基づく対象データの譲渡 ...................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

エグゼクティブサマリー 

 

 米国連邦データプライバシー法案の立法化は現政権を握る米国民主党の 2020 

Democratic Party Platform という政権公約に掲げられた。COPRA（Consumer Online 

Privacy Rights Act）（消費者オンラインプライバシー法）という法案が現状最も有力で

あり、COPRA の枠組みが維持されて立法化される可能性は高い。共和党の法案として

最も有力な SDA（SAFE DATA Act）も立法化の過程である程度の影響力を持つことも

予想される。 

 COPRA 採択の最短のスケジュールは 2022 年 4 月、その場合の COPRA の施行日は最

短で 2022 年 10 月となるが、現時点では、いつの時点で COPRA が連邦議会において採

択されるのかを予想することは難しい状況にある。 

 COPRA は、連邦取引委員会（FTC）法の適用対象（米国商取引に従事しているまたは

商取引に影響を与える個人、組合または企業）であり、かつ対象データを処理または譲

渡する事業者または個人を「対象事業者」と定義し、日本本社であっても米国在住の個

人に対して商品またはサービスを提供する場合、もしくは米国在住の個人から対象デー

タを収集している場合には適用される可能性があるため、COPRA の適用される地理的

範囲は広範である。 

 「小規模事業者」は「対象事業者」から除外される。「小規模事業者」に該当するために

は、原則、過去 3 年間、（i）年間平均総収入が 2,500 万ドル（約 25 億円）を超えておら

ず、（ii）年間ベースで平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世帯が使用する

機器の対象データを処理しておらず、かつ（iii）個人の対象データの譲渡から年間収入

の 50%以上の収入を上げていないという 3 要件をいずれも満たす必要がある。上記 3 要

件への該当の有無の判断において、年間平均総収入、データ処理量および事業者の年間

収入の比率には、（1）事業者を支配し、（2）事業者に支配され、（3）事業者と共通支配

下にあり、または、（4）事業者と共通ブランド（共有名、サービスマーク、または商

標）を共有する者の収入および処理活動を含めなければならず、要するに兄弟会社を含

めた企業グループごとに行うことになるため、「小規模事業者」に該当するためのハード

ルは高い。 

 「対象データ」に該当する情報とは、派生データを含む、個人または消費者の機器を識

別するか、関連付けられているか、合理的に関連付け可能な情報をいう。「対象データ」

の範囲はカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）/カリフォルニアプライバシ

ー権法（CPRA）上の個人情報の範囲よりも広く、特に、BtoB の文脈での取引先の担当

者の個人情報が含まれる（適用猶予や適用除外の対象とならない）点でより厳しい内容

となっている。役職員等の雇用関連個人情報については処理の目的によっては「従業員

データ」として「対象データ」に含まれないが、データマッピングを行い処理の目的等

に関する事実把握を行うことが必須である。 

 「対象データ」の中でも一定の形式のデータは「センシティブ対象データ」として特に

手厚い保護を受ける。対象事業者は、個人の事前の積極的明示的同意なしに、個人のセ

ンシティブ対象データを処理または譲渡してはならず、また個人にセンシティブ対象デ
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ータを処理するための積極的明示的同意を撤回するために消費者に優しい手段を提供す

る義務がある。センシティブ対象データには、電子メールアドレスや電話番号が含まれ

ており、BtoB の文脈での取引先の担当者のコンタクト情報もこれに該当するため注意が

必要である。 

 対象事業者には一連の義務と個人の権利の尊重が求められる。対象事業者の義務は（i）

対象データの処理と譲渡に関する義務と（ii）社内態勢に関する義務に分かれる。（i）と

しては適法性の義務、透明性の義務、公平性の義務、目的の限定の義務、データ最小化

の義務、データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務、自動的意思決定に関する義

務、権利放棄の禁止、忠実義務がある。（ii）としてはプライバシー責任者・データセキ

ュリティ責任者の選任義務（対象事業者ごとに対象事業者の従業員から選ぶ必要があり

適切な人選の検討が必要となる）、包括的データプライバシープログラムおよびデータセ

キュリティプログラム、経営陣の責任、サービスプロバイダの選択や第三者への対象デ

ータの譲渡の決定にあたっての合理的なデューデリジェンスの実施義務（2021 年 3 月の

日本企業であるオンラインプラットフォーマーによる個人データ処理の海外委託先管理

の不備疑惑をめぐる報道をきっかけとして今後特に重要視されることが考えられる）、内

部告発者の保護がある。 

 個人の権利にはアクセス権、削除権、訂正権、データポータビリティ権、譲渡のオプト

アウト権、センシティブ対象データのオプトイン権がある。対象事業者が自社のウェブ

サイトの訪問者の対象データ（クッキー等）を処理する場合、クッキー同意ツールを使

う形で譲渡のオプトアウト権の付与を行う必要がある。 

 COPRA の執行は FTC、州司法長官、個人によって行われる。FTC は消費者保護と競争

に関連する既存の局に匹敵する新しい局（COPRA、プライバシー、データセキュリティ

等に特化）を創設する。FTC は同意命令の和解、行政処分、連邦地方裁判所における司

法上の執行を求めることができる。FTC が同意命令による和解で賦課した民事制裁金の

最高額は 50 億ドル（約 5,000 億円）である。個人の私的訴訟権は COPRA 等の違反に

幅広く民事訴訟の提起また懲罰的損害賠償を認めるものとなっており、クラスアクショ

ン制度も利用される可能性がある。 

 COPRA または COPRA の規則等に直接矛盾する場合に限り、かつ当該直接的な対立の

範囲内においてのみ COPRA は CCPA/CPRA 等の州法に優先する（無効化する）。

COPRA と CCPA/CPRA の適用関係には当局から何らかのガイダンスを出すことが予想

される。 

 米国連邦データプライバシー法案の早期の立法化の可能性は極めて高く、COPRA が採

択された場合、米国事業を行う企業グループにおいては日本本社を含めたコンプライア

ンス対応が必要となる。今の段階から将来の規制の内容を見通し（future proof）、

CCPA/CPRA へのコンプライアンス対応の機会も利用しながら、米国居住者の対象デー

タの処理・譲渡に関する企業グループ内のデータ保護態勢を高める取り組みを行うこと

が望ましい。 
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I. 米国データプライバシー法案の内容 

 

本レポートは、今後立法化が予想される米国連邦データプライバシー法案について、そ

の概要や実務対応、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA: the California 

Consumer Privacy Act）やカリフォルニアプライバシー権利法（CPRA: the California 

Privacy Rights Act of 2020）など既存のプライバシー保護法との関係などを日本企業向け

に解説するものである。本レポートは、独立行政法人日本貿易振興機構・サンフランシス

コ事務所がS&K Brussels法律事務所代表の杉本武重弁護士および同事務所パートナーの

川島章裕弁護士に委託して執筆され、その著作権は独立行政法人日本貿易振興機構に帰属

する。 

現政権を握る民主党の 2020 Democratic Party Platform の中で、消費者のプライバシ

ー保護を重点分野の 1 つに掲げている1。米国連邦データプライバシー法案は立法化され

れば2、ほぼ全ての業種、さらに、米国全ての州が対象となることから、米国においてまた

は米国に向けて事業を行う日本企業への影響は大きい。 

最も有力な米国連邦データプライバシー法案は、米国連邦議会上院の商務・科学・運輸

委員会の現委員長3であるマリア・カントウェル上院議員（Sen. Maria Cantwell: 民主党・

ワシントン州選出）によって2019年11月26日に同委員会において提案されたConsumer 

Online Privacy Rights Act (COPRA)（消費者オンラインプライバシー法）である。今後、

米国連邦議会において立法化の検討が進められる中で中心的な存在となるのが COPRA

である。COPRA は違反の場合に広く個人による民事訴訟の提起および懲罰的損害賠償請

求を認め、クラスアクション制度の利用の可能性もあり、かつまた連邦法と州法との関係

の論点においても個人に対してより高いレベルの保護を提供する場合にのみ連邦法が州

法に優先するものとしている。 

COPRA はその提案時から約 16 カ月間経過したこともあり、今後の米国連邦議会にお

ける米国連邦データプライバシー法案の検討の過程で、COPRA に修正案が準備される可

能性はある。しかしながら、米国連邦議会上院の商務・科学・運輸委員会の現委員長であ

るカントウェル上院議員による提案であることもあり、大枠において、COPRA の枠組み

が維持される可能性は高いといえる。近い将来に米国連邦データプライバシー法として結

実する規制を見通して（future proof）、今から経営陣への社内説明・実務担当者レベルで

                                                   
1 Page 25 of 2020 Democratic Party Platform（https://www.demconvention.com/wp-

content/uploads/2020/08/2020-07-31-Democratic-Party-Platform-For-Distribution.pdf） 

“…Democrats are committed to policies that will protect individuals’ privacy and data rights while 
continuing to support and enable innovation and improve accessibility in the technology sector. We 
will update the Consumer Privacy Bill of Rights proposed by the Obama-Biden Administration, 
including adding strong national standards to protect consumers, employees, patients, and students 
from data breaches, and work with Congress to pass it into law…” 
2 カマラ・ハリス米副大統領はカリフォルニア州司法長官時代に、企業にウェブユーザーから個人デー

タを収集しているかどうかおよびどのように収集しているかを公に特定することを義務付ける米国にお

ける最初の法律の一つであるカリフォルニア州オンラインプライバシー保護法を可決させ、またプライ

バシー執行および保護ユニットを司法長官オフィス内に創設した。米国連邦議会では民主党と共和党の

議員の数が 50 対 50の同数となっており、決議事項に関する投票数が 50 対 50 の同数となった場合に当

該決議事項の採否を決めるのはカマラ・ハリス米副大統領である。 
3 提案当時はランキングメンバー、すなわち当時上院で少数派であった民主党側の同委員会委員の最高

位。 

https://www.demconvention.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-31-Democratic-Party-Platform-For-Distribution.pdf
https://www.demconvention.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-31-Democratic-Party-Platform-For-Distribution.pdf
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の心積もりを進めるのであれば、幾つか残っている異なる法案を並べた解説または複数の

法案を詳細に紹介し複雑に絡まりあった内容の解説を行うよりも、シンプルに COPRA に

ついて深く掘り下げた検討を行うことが有益であると考える。 

そこで、本レポートでは、COPRA についてその内容を詳述するとともに、COPRA が

立法化された場合に、日本企業が具体的にどのような実務対応を行う必要があるかについ

て解説する。また、共和党の法案として最も有力な Setting an American Framework to 

Ensure Data Access, Transparency, and Accountability Act（SAFE DATA Act: SDA）4

も、今後の米国連邦データプライバシー法案の立法化の過程である程度の影響力を持つこ

とが予想されるため、特に重要と考えられる項目においては、その内容を紹介する。 

 

カントウェル上院議員は COPRA について「日々、個人データは会社から会社へと渡さ

れ、デジタルプロファイルに蓄積され、消費者の知識、理解、または同意なしに使用され

る。意味のある権利と保護がなければ、消費者は無力であり、濫用に対して脆弱であり続

けるだろう。デバイスがよりスマートになり、デジタルプロファイルがより正確で強力に

なるにつれて、これらのリスクは増大する。COPRA は、以下の長い間必要とされていた

データとプライバシー保護を提供する」と説明する。 

 

○消費者に権限を与えるための基本的なプライバシー権 

COPRA の下で、消費者のプライバシーに影響を与える有害なデータ慣行は初めて、連

邦法によって明確に禁止される。COPRAは以下を含む幅広いプライバシー権を生み出す。 

 欺瞞的で有害なデータ慣行から解放される権利。経済的、肉体的、および評判の棄

損、特に、合理的な人が侵害的と思う行動。 

 データにアクセスする権利と透明性の向上。これは消費者がデータの使用方法と共有

方法に関する詳細で明確な情報を持っていることを意味する。 

 データの移動を制御する権利。これにより消費者はデータが未知の第三者に配布され

るのを防ぐことができる。 

 データを削除または修正する権利。 

 競合する製品またはサービスにデータを持ち込む権利。 

 

○データのセキュリティを向上させ、センシティブデータを保護し、デジタル経済におけ

る公民権を支援する。 

COPRA は新しいデータセキュリティ保護を創造し、センシティブデータの保護を強化

し、他の保護手段の中でもとりわけ、個人データに基づく違法な差別を禁止する。 

COPRA は、 

 企業がセキュリティの脆弱性を定期的に評価し、消費者データを保護するための予防

措置と是正措置を講じることを要求する強力なデータセキュリティ権を創出する。 

 生体情報や位置データなどのセンシティブデータを収集および共有するための高度な

プライバシー基準を創設する。 

 FTC がデジタル経済における違法な差別に対して行動を起こすための新しい執行権限

を創出することにより、公民権の保護を支援する。 

                                                   
4 2020 年 9 月、連邦議会上院の商務・科学・運輸委員会の当時の委員長（現ランキングメンバー）であ

るロジャー・ウィッカー上院議員（Sen. Roger Wicker：共和党・ミシシッピー州選出）によって発案

された。 
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 データ最小化標準と新しいデータ品質管理メカニズムを創設する。 

 

○真の執行と説明責任の措置 

COPRA は、全ての消費者を保護するための新しい執行と説明責任の手段を創設する。 

COPRA は、 

 強力な私的訴訟権を消費者に与える。消費者が自分自身を擁護する能力を持つとき、

消費者は濫用からよりよく保護される。 

 FTC の権限を強化し、時間の経過とともに法律を執行および更新する。 

 州に連邦法を完全に執行する権限を与える。 

 説明責任の要件を創設し、上級経営陣がプライバシーに影響を与える決定に責任を持

ち、不十分な場合は制裁のリスクを負うようにする。 

 内部告発者がプライバシー侵害を明るみに出したことで罰せられるのを防ぐ。 

  

COPRA は、このまま立法化されることがあるとすれば、現状世界の個人情報保護法の

中で最も厳しいと言われる欧州連合（EU: European Union）の一般データ保護規則

（GDPR: the General Data Protection Regulation）（2018 年 5 月 25 日施行）やカリフ

ォルニア州で既施行の CCPA（2020 年 1 月 1 日施行）および 2020 年 11 月 3 日に同州の

住民投票で可決された CPRA を凌駕する世界で最も厳しい個人情報保護法となるといえ

るであろう。また、その世界で最も厳しい個人情報保護法について、現状の連邦レベルで

のプライバシー・データセキュリティに関する執行監督当局である連邦取引委員会（FTC: 

Federal Trade Commission）の中に新たな局（Bureau）を創設し、執行体制の強化を早

急に整えるとともに、違反の場合の私的訴訟権（個人による民事訴訟における損害賠償請

求権）を広範に認めかつ懲罰的損害賠償まで認めることで巨額の損害賠償請求訴訟が頻発

し得る状況を整えるのが、COPRA である。 

これに加えて、COPRA に限らず、一般的に個人情報保護法には、表 1 に示すような違

反行為によって生じる恐れのあるリスクがある。 

 

表 1 個人情報保護法違反によって生じる恐れのあるリスク 

監督当局による制裁リスク 

 違反行為に関する巨額の民事制裁金の賦課 

 違反行為に対する排除措置命令（個人情報を扱うデータに関する商品・サービスの差止

命令や企業の個人情報取扱いの慣行の変更・停止の命令） 

事業者に対する信頼の毀損 

消費者との関係 事業者の商品・サービスに対する不信と購入回避の可能性（風評被害） 

従業員との関係 雇用主である事業者に対する不信感の醸成、モチベーションの低下、人

材の流出、有能な人材獲得にとって障壁、（退職後特に）監督当局への

苦情申立てリスク（監督当局による執行リスクを著しく増加させる） 

取引先との関係 個人情報保護が十分でない事業者との取引が敬遠されることによる新

たな事業機会の逸失および/または既存の事業機会の喪失 

監督当局との関係 一度違反行為を行った事業者に関して個人から苦情申立てがあった場

合、また違反しているかもしれないというバイアス。再度の違反行為の

場合には、高い確率で民事制裁金の賦課に至る。 

監督当局の調査が公表された場合、将来の他国の監督当局による調査

につながりやすくなる。 

民事損害賠償請求訴訟・クラスアクションとして巨額の損害賠償訴訟の提起（特に米国） 

 



 

6 

米国連邦データプライバシー法案が立法化された場合、とりわけ COPRA がそのまま立

法化された場合に米国で事業を行う日本企業に与える影響は大きい。米国で事業を行う日

本企業にとっては、2010 年前後に強烈なインパクトを残した米国反トラスト法上のカル

テル規制違反の結果として、米国司法省による調査・高額の罰金刑・最悪の場合にはカル

テル関与者に対する禁固刑が科されたことによる米国刑務所における服役、影響を受けた

消費者によるクラスアクションとしての巨額の損害賠償請求訴訟への対応と賠償金・和解

金の支払いという結末を経験するに至った日本企業が多くあったことが記憶に新しいで

あろう。COPRA 違反のインパクトは、米国反トラスト法上のカルテル規制違反のそれに

匹敵するか、場合によっては、それを超えたものとなるであろう。 

米国カリフォルニア州では既に CCPA が施行されており、事実上、カリフォルニア州の

みならず、全米において CCPA や CPRA が事業者による個人情報保護のコンプライアン

ス対応のために従うべき規律として機能し始めている。CCPA や CPRA へのコンプライ

アンス対応を推進・維持するにあたっても、COPRA が連邦データプライバシー法として

立法化される可能性を念頭においておくべきであろう。COPRA が採択された場合、米国

事業を行う企業グループにおいては日本本社を含めたコンプライアンス対応が必要とな

る。今の段階から将来の規制の内容を見通し、CCPA/CPRA へのコンプライアンス対応の

機会も利用しながら、米国居住者の対象データの処理・譲渡に関する企業グループ内のデ

ータ保護態勢を高める取り組みを行うことが望ましい。 

 

＜ここがポイント－現時点での想定される COPRA 適用開始までのスケジュール＞ 

 現時点では、いつの時点で COPRA が連邦議会において採択されるのかを予想すること

は難しい状況にある。CPRA が 2023 年 1 月 1 日に適用開始となることおよび連邦議会の

中間選挙が 2022 年 11 月に予定されており、この中間選挙の結果によっては 2023 年以

降、民主党が連邦議会の上院・下院のいずれかのコントロールを失うことも考えられるこ

とから、早ければ 2022 年 4 月、遅くとも 2022 年 10 月までには COPRA などの連邦デー

タプライバシー法案の連邦議会における採択が行われることが考えられる。ここでは

2022 年 4 月に COPRA が原案のままの形で採択されることを前提として、COPRA 適用

開始までのスケジュールを表 2 にまとめた。 
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表 2 COPRA 適用開始までのスケジュール 

日程 イベント 

2022 年 4 月（仮置きした日

程） 

COPRA 採択、大統領による COPRA への署名 

2022 年 10 月 

（施行日  (180 days after 

the date of enactment of 

this Act)） 

COPRA 施行（COPRA 適用開始） 

2023 年 4 月まで（本法の制

定日から 1 年以内（Not later 

than 1 year after the date of 

enactment of this Act）） 

FTC による以下の実行 

 トレーニングに関するガイダンス（有効なデータセキュ

リティとプライバシーを提供する方法および対象データ

へのアクセス権を持つ全ての従業員の対象データを保護

し個人のプライバシーを保護する方法に関するトレーニ

ングについて対象事業者へのガイダンス）の発行 

 生体情報の処理に関するプライバシー保護要件を特定す

る規則の公布 

 他のデータプライバシー要件の適用可能性および他のデ

ータセキュリティ要件の適用可能性の規定の実施を説明

するガイダンスの発行 

 対象事業者に関する追加の義務（サービスプロバイダの

選択の際の合理的デューデリジェンスの実施と当該サー

ビスプロバイダの合理的な監視に関する義務、および対

象データを第三者に譲渡することを決定する際の合理的

なデューデリジェンスの実施と当該第三者の監視に関す

る義務）の遵守に関する対象事業者へのガイダンスの発

行 

 その他 FTC が COPRA の執行のために必要と考える規制

の公布 

国立標準技術研究所所長によるデジタルコンテンツの偽造

に関する報告書の発行 

2024 年 4 月まで FTC 内の新しい局（Bureau）（COPRA 並びにプライバシー、

データセキュリティおよび関連する問題に対処する）の設

立、人員配置および完全な機能化 

2025 年 4 月まで FTC によるアルゴリズム意思決定の影響評価に関する報告

書の公表 
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1. COPRAの適用対象 

 

（1） COPRAを一言で説明すると？＝米国在住の個人の「対象データ」の処理および

譲渡に関する法 

 

 COPRA は、米国在住の個人に関する「対象データ」を「処理」または「譲渡」するた

めに満たすべき法的要件を規定している。これらの概念の説明と例を表 3 に示す。 

 

表 3 基礎的な概念の説明と例 

概念 説 明 例 

対象 

データ 

（米国在住の）個人または

個人の機器を識別するか、

関連付けられているか、合

理的に関連付け可能な情

報 

氏名、所在地データ、電子メールアドレス、電話番号、

機器識別子、インターネットプロトコルアドレス（IP

アドレス）、クッキー、ビーコン、ピクセルタグ、モ

バイル広告識別子、顧客番号 

処理 対象データの収集、分析、

組織化、構造化、保持、使

用、またはその他の処理を

含む対象データに対して

実行される作業または作

業のセット 

 米国在住の取引先従業員との名刺交換 

 米国在住の個人から自社のウェブサイトへのアク

セス履歴の解析 

 米国在住の取引先従業員の連絡先リストの作成 

 米国在住の取引先従業員のデータベースへの入力 

 米国在住の取引先従業員や消費者の情報が含まれ

たデータベースへのアクセス 

譲渡 対価と引き換えにまたは

商業目的のためにサービ

スプロバイダまたは第三

者に対し対象データを開

示、公開、共有、配布、利

用可能化、販売、ライセン

ス供与またはその他の方

法で伝達すること 

 日本企業の米国子会社が米国在住の取引先従業員

のデータを、クラウド事業者が提供するクラウド

サーバにアップロードすること 

 日本企業の米国子会社のウェブサイト上で取得す

る米国在住のウェブサイト訪問者のクッキー情報

が他の第三者に転送されること 

 

（2） 保護対象となる「対象データ」の範囲 

 

「対象データ」に該当する情報とは、派生データを含む、個人または消費者の機器を識

別するか、関連付けられているか、合理的に関連付け可能な情報をいう。「対象データ」の

中でも、一定の形式のデータについては、「センシティブ対象データ」と定義され、特に手

厚い保護を受ける。 

 

「センシティブ対象データ」は次の形式のデータを指す。 

（A）社会保障番号、パスポート番号、運転免許証番号などの政府発行の識別子。 

（B）個人の過去、現在、または将来の身体的健康、精神的健康、障害、または診断を説

明または明らかにする情報。 

（C）銀行口座番号、デビットカード番号、クレジットカード番号、または当該銀行口座

へアクセスするのに必要なセキュリティまたはアクセスコード、パスワードもしくは資格

情報。 
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（D）生体情報。 

（E）個人または機器の過去または現在の実際の物理的位置を明らかにする正確な位置情

報。 

（F）対象事業者が交信の受信者である場合を除き、個人の私的交信のコンテンツまたは

メタデータ、または当該交信の当事者の身元。 

（G）電子メールアドレス、電話番号またはアカウントログイン資格情報。 

（H）個人の人種、民族、国籍、宗教、または組合員としての地位を、当該情報の開示に

関する個人の合理的な期待と矛盾する方法により明らかにする情報。 

（I）当該情報の開示に関する個人の合理的な期待と矛盾する方法で、個人の性的指向また

は性的行動を明らかにする情報。 

（J）オンライン活動を、時間の経過とともにおよび第三者のウェブサイトまたはオンラ

インサービスで明らかにする情報。 

（K）個人の機器で保持されるカレンダー情報、アドレス帳情報、電話またはテキストの

ログ、写真またはビデオ。 

（L）個人の裸または下着を着た私的領域を示す写真、フィルム、ビデオ録画、または他

の同様の媒体。 

（M）上記のデータ種類を識別するために処理または譲渡されるその他の対象データ。 

（N）連邦法第 5 章の第 553 項に従って、FTC が規則作成を通じてセンシティブ対象デ

ータであると判断したその他の対象データ。 

 

「対象データ」の定義に該当するもののうち幾つかの種類のデータは、一定の条件の下

に COPRA の適用が除外される。「対象データ」に該当しない情報を表 4 に示す。 

  

表 4 「対象データ」に該当しない情報 

概念 説明 

非識別化

データ 

事業者が次の各事項を行う場合に、個人、世帯もしくは個人または世帯が使用

する機器に関する情報を推測またはリンクするのに合理的に使用できない情

報。 

（A）情報を個人、世帯、または個人または世帯が使用する機器に再識別または

関連付けできないようにするための合理的な措置を講じる。 

（B）目立った方法で（i）匿名化された形式で情報を処理および譲渡すること

および（ii）個人、世帯、または個人または世帯が使用する機器と情報を再特定

または関連付けようとしないことを公に表明する。 

（C）上記各事項を遵守するために、対象事業者から情報を受信する個人または

事業者に契約上の義務を負わせる。 

従業員 

データ 

（A）対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって、個人の雇用

または求職の過程で個人に関して収集された対象データ（契約ベースまたは一

時ベースを含む）（当該データは、個人の雇用または求職に必要な目的のために

のみ、対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって保持または

処理されるものに限る） 

（B）対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって収集される

対象データで、対象事業者の従業員、契約受託者または求職者である個人の緊

急連絡先情報（当該データは、対象事業者または対象事業者のサービスプロバ

イダによって、当該個人の緊急連絡先をファイルに登録する目的でのみ保持ま

たは処理されるものに限る） 
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（C）対象事業者の従業員または元従業員である個人（または個人の親族）につ

いて、対象事業者との個人の雇用に基づいて、当該個人または親族が権利を与

えられる給付を管理する目的で、対象事業者または対象事業者のサービスプロ

バイダによって収集される対象データ（当該データは、当該特典を管理する目

的でのみ、対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって保持ま

たは処理されるものに限る） 

公的記録 連邦、州、または地方政府の記録から適法に入手可能な情報（但し、対象事業

者が、関連する政府主体によって情報に課された制約または使用条件に従って、

当該情報を処理および譲渡する場合に限る。） 

 

＜ここがポイント－「従業員データ」の適用除外規定の適用の有無を確認するためのデ

ータマッピングが必須＞ 

「従業員データ」に関する適用除外は限定的なものであることに注意が必要である（表

5）。例えば、事業所において防犯目的でカメラを設置し、従業員の執務の状況を撮影した

として、その際の従業員の映像や会話の内容等は個人の雇用に必要な目的のためにのみ、

対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって保持または処理される」限り

において COPRA 上の「従業員データ」として適用除外の対象に含まれるが、処理の目的

がここで定義されるものから外れてしまった場合には、「従業員データ」に含まれないこ

とになる。つまり、「従業員」に関する情報が何でも COPRA の適用除外となるわけでは

なく、処理の目的との関係で、相対的に決まってくるということである。したがって、企

業としては、役職員等の雇用関連個人情報に関しても、適用除外の対象となる範囲を画定

させるため、データマッピングを行い、個人情報の処理・譲渡等の対象となるデータのカ

テゴリ、量、利用目的等の状況に関する事実把握とリストアップを行う必要がある。 

 

表 5  COPRA 上の「対象データ」から除外される「従業員データ」 

データの範囲 利用目的の範囲 

対象事業者または対象事業者のサービスプ

ロバイダによって、個人の雇用または求職の

過程で個人に関して収集された対象データ

（契約ベースまたは一時ベースを含む） 

当該データは、個人の雇用または求職に必要

な目的のためにのみ、対象事業者または対象

事業者のサービスプロバイダによって保持

または処理されるものに限る。 

対象事業者または対象事業者のサービスプ

ロバイダによって収集される対象データで、

対象事業者の従業員、契約受託者または求職

者である個人の緊急連絡先情報 

当該データは、対象事業者または対象事業者

のサービスプロバイダによって、当該個人の

緊急連絡先をファイルに登録する目的での

み保持または処理されるものに限る。 

対象事業者の従業員または元従業員である

個人（または個人の親族）について、対象事

業者との個人の雇用に基づいて、当該個人ま

たは親族が権利を与えられる特典を管理す

る目的で、対象事業者または対象事業者のサ

ービスプロバイダによって収集される対象

データ 

当該データは、当該特典を管理する目的での

み、対象事業者または対象事業者のサービス

プロバイダによって保持または処理される

ものに限る。 

 

（3） COPRAの規制対象の範囲 

 

COPRA の主な規制対象は「対象事業者」である（表 6）。COPRA は、対象事業者が米

国外で設立されたものである場合であっても適用される。例えば、日本本社に対しても、

米国在住の個人に対して商品またはサービスを提供する場合、もしくは米国在住の個人か
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ら対象データを収集している場合には適用される可能性がある。 

 

表 6 対象事業者の定義 

概念 説明 例 

対象事業者 （i）FTC 法（15 U.S.C. 41 et seq.）

の適用対象（米国商取引に従事してい

る、または商取引に影響を与える個

人、組合または企業）であり、かつ（ii）

対象データを処理または譲渡する事

業者または個人 

 日本企業の米国子会社 

 米国在住の個人向けの商品・サ

ービス、広告をウェブサイト上

に掲載し、米国在住の個人から

対象データを収集している日本

本社 

 米国で営業している日本本社の

支店・駐在員事務所 

 

また、対象事業者には、（1）対象事業者を支配し、（2）対象事業者に支配され、（3）対

象事業者と共通支配下にあり、または（4）対象事業者と共通ブランド（共有名、サービス

マーク、または商標）を共有する事業者または個人が含まれる。ここで「支配」とは、あ

る事業者に関して（A）事業者のあらゆる種類の議決権の発行済み株式の 50％以上の所有

権または議決権、（B）事業者（または同様の職務を遂行する個人）の取締役の過半数の選

任を何らかの方法で支配するまたは（C）事業者の経営に対して支配的な影響力を行使す

る権限のことをいう。 

すなわち、COPRA 上、「対象事業者」への該当の有無は、企業グループごとに判断され

るものといってよい（表 7）。 

 

表 7 「対象事業者」の範囲の判断基準の考え方 

類型 具体例 

（1）対象事業者

を支配し 

日本企業の米国子会社 A は米国内で事業を行い、対象データの処理およ

び譲渡を行っており、対象事業者に該当する。 

米国子会社 A の 100%親会社（A の議決権付き株式全てを保有する完全

親会社）である日本本社 B は、対象事業者である米国子会社 A を支配し

ている。 

（2）対象事業者

に支配され 

米国子会社 A の 100%子会社であるメキシコ子会社 C（A が C の議決権

付き株式全てを保有する関係にある A の完全子会社）は、対象事業者で

ある A に支配されている。 

（）対象事業者

と共通支配下に

あり 

カナダ子会社 D は、日本本社 B の 100%子会社（B がD の議決権付き株

式全てを保有する関係にある B の完全子会社）であり、同じく日本本社

B の 100%子会社であって対象事業者である A と、B の共通支配下にあ

る。 

（）対象事業者

と共通ブランド

（共有名、サー

ビスマーク、ま

たは商標）を共

有する 

米国子会社 A の商号は、その一部に B の商号を含んでおり（A の商号は

B USA Corporation という）、また A は B グループのロゴを企業ロゴと

して使用している。 

米国子会社 A は少数株主として、ボストンにある別会社 E に対し出資し

た。その結果、E の商号は、将来的に E が B の傘下に入ることを視野に

入れ、その一部に B の商号を含む形で商号変更し（Eの商号は Boston B 

Limited という）、また E は B グループのロゴを企業ロゴとして使用す

ることになった。もっとも、A は、現在のところ、E を支配しておらず、

E に支配されておらず、また E と共通支配下にあるわけでもない。 

米国子会社 A は対象事業者であり、ボストンの出資先である別会社 E は

対象事業者である A と共通ブランドを共有している。 
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COPRA 上、「小規模事業者」は「対象事業者」から除外される。「小規模事業者」に該

当するためには、過去 3 年間（または、その日付の時点でその期間が 3 年未満の場合、事

業者が存在している期間に関して）、 

（i）年間平均総収入が 2,500 万ドル（約 25 億円）を超えておらず、 

（ii）年間ベースで平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世帯が使用する機器の

対象データを処理しておらず、かつ 

（iii）個人の対象データの譲渡から年間収入の 50％以上の収入を上げていない 

という 3 要件をいずれも満たす必要がある。 

 上記 3 要件への該当の有無の判断において、年間平均総収入、データ処理量および事業

者の年間収入の比率には、（1）事業者を支配し、（2）事業者に支配され、（3）事業者と共

通支配下にあり、または（4）事業者と共通ブランド（共有名、サービスマーク、または商

標）を共有する者の収入および処理活動を含めなければならない。 

 したがって、「小規模事業者」の 3 要件への該当の有無の判断は、企業グループごとに

行うことになる。これは、日本企業グループの米国事業の規模が比較的小規模なものであ

って、年間平均総収入が過去 3 年間、1 度も 2,500 万ドルを超えたことがなかったとして

も、当該日本企業グループの全世界売上高が 2,500 万ドルを超えていれば、「小規模事業

者」の 3 要件には該当しないことになることを意味する。 

 

＜ここがポイント－「年間ベースで平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世帯

が使用する機器の対象データを処理しておらず」のカウントの仕方＞ 

 「年間平均総収入が 2,500 万ドルを超えておらず」の要件を満たす小規模な事業者であ

っても、ウェブサイトを通じて米国内からのアクセスを多数受けていると「年間ベースで

平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世帯が使用する機器の対象データを処理

しておらず」の要件を満たさない可能性がある。 

 COPRA 上の対象データには、IP アドレスやクッキー識別子等が含まれることから、米

国内の居住者から年間で 10 万件以上（1 日平均約 274 件）のアクセスを受けるウェブサ

イトを企業グループとして有しており、IP アドレス等の対象データを処理している場合

には、当該要件を満たさず、「小規模事業者」に該当せず COPRA が適用されることにな

る可能性がある。 

 「年間ベースで平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世帯が使用する機器」

の対象データを処理するかが問題とされているため、同じ個人について複数の情報がある

場合、それらを 1 件としてカウントするのが文言解釈上は自然と考えられる。これに対し

て、ある個人につき世帯や機器の情報がある場合に、個人と世帯または機器を合わせて 1

件としてカウントしてよいかに関しては、個人と世帯または機器を区別してカウントする

方が穏当であると考えられる。 
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2. 「対象データ」を「処理」または「譲渡」するために満たすべき法的要件 

 

（1） COPRA上の対象事業者の義務および個人の権利 

 

 COPRA 上の対象事業者の義務および個人の権利は以下の通りである。 

 

○対象事業者の義務 

（対象データの処理と譲渡に関する義務） 

 適法性の義務 

個人のセンシティブ対象データの処理および譲渡について事前の積極的明示的同意を

取得するか、その例外に該当することを確認する義務 

 透明性の義務 

対象事業者のデータ処理および譲渡活動の詳細かつ正確な表現を提供するプライバシ

ーポリシーを顕著かつ容易にアクセスできる方法で公表する義務 

 公平性の義務 

個人もしくは個人の集団の実際のまたは認識された人種、肌の色、民族、宗教、国

籍、性別、性同一性、性的指向、家族状態、生体情報、合法的な収入源、または障害

に基づいて、対象データを処理または譲渡しない義務 

 目的の限定の義務 

プライバシーポリシー記載または積極的明示的同意を取得した特定の処理目的と譲渡

を実行する義務 

 データ最小化の義務 

合理的に必要で、比例し制約されている範囲を超えて対象データを処理または譲渡し

てはならない義務 

 データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務 

対象データの機密性、整合性、アクセシビリティを保護するために、合理的なデータ

セキュリティ慣行を確立、実装および維持する義務 

 自動的意思決定に関する義務 

住宅、教育、雇用または信用機会の広告、または住宅、教育、雇用または信用機会の

適格性判断、または公共施設の場所へのアクセスまたは使用の制約の判断を行うか促

進するため、単独または部分的にアルゴリズム意思決定に関与するまたは対象データ

を処理または譲渡する目的でアルゴリズム意思決定を支援する対象事業者が当該アル

ゴリズム意思決定につき毎年の影響評価を実施する義務 

 権利放棄の禁止 

保証されるプライバシー権を放棄する個人の合意に基づき、個人へのサービスまたは

製品の提供に条件を付けてはならない義務 

 忠実義務 

欺瞞的なデータ慣行または有害なデータ慣行に従事し、または COPRA の規定に違反

する方法で対象データを処理または譲渡してはならない義務 

 

（社内態勢に関する義務） 

 プライバシー責任者・データセキュリティ責任者の選任義務 

1 人以上の資格のある従業員をプライバシー責任者としておよび 1 人以上の資格のあ

る従業員（プライバシー責任者として指定された従業員に加えて）をデータセキュリ

ティ責任者として選任する義務 

 包括的データプライバシープログラムおよびデータセキュリティプログラム 

包括的文書データプライバシープログラムおよびデータセキュリティプログラムを実

装し、対象事業者の製品またはサービスの開発および運用慣行のライフサイクル全体

にわたって対象データのプライバシーとセキュリティを保護する義務 
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 経営陣の責任 

対象事業者の大規模データ保有者の最高経営責任者（または、最高経営責任者がいな

い場合は事業者の最高ランクのオフィサー）および当該事業者の各プライバシー責任

者およびデータセキュリティ責任者は、FTC が指定する方法で、COPRA を遵守する

ための適切な内部統制、および当該認証責任者が企業の COPRA の遵守に影響を与え

る決定に関与し、責任を負うことを保証するための報告構造を維持することを毎年

FTC に認証する義務 

 サービスプロバイダ/第三者に関する義務 

サービスプロバイダを選択する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、サービス

プロバイダを合理的に監視して、本条の該当する要件への遵守を確保し、かつ対象デ

ータを第三者に譲渡することを決定する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、

データを譲渡する第三者の監視を行う義務 

 内部告発者の保護 

内部告発のために情報提供を行った個人を、免職、降格、停職、脅迫、嫌がらせ、ま

たはその他の方法で差別してはならない義務 

 

○個人の権利 

 アクセス権 

対象事業者によって処理または譲渡された個人の対象データのコピーまたは正確な表

現、対象事業者によって個人の対象データが譲渡された第三者の名前および対象事業

者が当該データを第三者に譲渡した目的の説明の提供を受ける権利 

 削除権 

対象事業者によって処理される個人の対象データを削除するか、個人が削除できるよ

うにしかつ対象事業者が当該データを譲渡したサービスプロバイダまたは第三者に個

人の削除要求を通知させる権利 

 訂正権 

対象事業者によって処理される個人の対象データのうち不正確または不完全な情報を

訂正する、または個人によって訂正させ、かつ対象事業者が当該データを譲渡したサ

ービスプロバイダまたは第三者に訂正された情報を通知させる権利 

 データポータビリティ権 

個人が当該対象データを理解できるように、人間が読み取れる形式でかつ対象事業者

が実行可能な範囲で収集した、全ての対象データまたはその他の情報を含む、構造化

された、相互運用可能な、機械で読み取り可能な形式で個人の対象データを転送させ

る権利 

 譲渡のオプトアウト権 

個人が異議を述べる場合、対象データを第三者に譲渡してはならず、かつ個人が当該

対象データを第三者に譲渡する対象事業者に異議を述べる権利 

 センシティブ対象データのオプトイン権 

個人のセンシティブ対象データの処理および譲渡について事前の積極的明示的同意を

求める権利 
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（2） 対象事業者の義務－対象データの処理と譲渡に関する義務 

 

「対象データ」の処理および譲渡を行うためには、以下の各義務への遵守に留意する必

要がある（表 8）。 

表 8 対象データの処理と譲渡に関する義務 

概要 内容 

適法性の義務 個人のセンシティブ対象データの処理および譲渡について事前の積極的

明示的同意を取得するか、その例外に該当することを確保する義務 

透明性の義務 対象事業者のデータ処理および譲渡活動の詳細かつ正確な表現を提供す

るプライバシーポリシーを顕著かつ容易にアクセスできる方法で公表す

る義務 

公平性の義務 個人または個人の集団の実際のまたは認識された人種、肌の色、民族、宗

教、国籍、性別、性別、性同一性、性的指向、家族状態、生体情報、合法

的な収入源、または障害に基づいて、対象データを処理または譲渡しない

義務 

目的限定の義務 プライバシーポリシー記載または積極的明示的同意を取得した特定の処

理目的と譲渡を実行する義務 

データ最小化の

義務 

合理的に必要で、比例し制約されている範囲を超えて対象データを処理

または譲渡してはならない義務 

データセキュリ

ティ慣行の確

立・実装・維持義

務 

対象データの機密性、整合性、アクセシビリティを保護するために、合理

的なデータセキュリティ慣行（①脆弱性の評価、②予防および是正措置、

③情報保持と破棄および④トレーニングの各事項を最低限含む）を確立、

実装および維持する義務 

自動的意思決定

に関する義務 

住宅、教育、雇用または信用機会の広告、または住宅、教育、雇用または

信用機会の適格性判断、または公共施設の場所へのアクセスまたは使用

の制約の判断を行うか促進するため、単独または部分的にアルゴリズム

意思決定に関与するまたは対象データを処理または譲渡する目的でアル

ゴリズム意思決定を支援する対象事業者が当該アルゴリズム意思決定に

つき毎年の影響評価を実施する義務 

権利放棄の禁止 保証されるプライバシー権を放棄する個人の合意に基づき、個人へのサ

ービスまたは製品の提供に条件を付けてはならない義務 

忠実義務 欺瞞的なデータ慣行または有害なデータ慣行に従事し、またはCOPRAの

規定に違反する方法で対象データを処理または譲渡してはならない義務 

 

（i） 適法性の義務・透明性の義務 

対象事業者は、個人の事前の積極的明示的同意なしに、個人のセンシティブ対象データ

を処理または譲渡してはならず、また個人にセンシティブ対象データを処理するための積

極的明示的同意を撤回するための消費者に優しい手段を提供しなければならないとされ

ている。ただし、対象事業者は、公に入手可能な情報を処理または譲渡するために、事前

の積極的明示的同意を得る必要はない。「公に入手可能な情報」とは、対象事業者が広く流

通しているメディアから適法に一般に公開されていると考える合理的な根拠があるとい

う情報であって、かつ情報が関連する個人によって一般人に直接かつ自発的に開示される

情報をいう。ただし、公に入手可能な情報から派生した情報、生体情報および公に入手可

能な情報と組み合わされた非公開情報はこれに含まれない。 

対象事業者は、処理または譲渡が合理的に必要で、比例し、当該目的に限定されている

場合、以下のいずれかの目的で、個人の積極的明示的同意なしに対象データを処理または

譲渡できる。 
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○センシティブ対象データの処理・譲渡について例外的に積極的明示的同意が不要となる

ための要件 

（A）取引を完了するか、請求、発送、会計など、個人が特に要求する注文またはサービ

スを実行すること。 

（B）対象事業者によって提供される製品またはサービスの機能を保証するために、シス

テムメンテナンス、システムのデバッグ、またはエラーの修復を実行するため。 

（C）セキュリティインシデントの検出または対応、安全な環境の提供、または製品また

はサービスの安全性の維持。 

（D）悪意のある、不明朗な、詐欺的なまたは違法な活動から保護するため。 

（E）法的義務を遵守するもしくは法的請求の確立、行使、または防御を行う。 

（F）個人が死または重傷を負う危険があると誠実に信じている場合に、個人が危害を受

けるのを防ぐこと。 

（G）連邦法または州法に従って製品のリコールを実施すること。 

（H）他の全ての適用され得る倫理およびプライバシー法を遵守する、公共の利益のため

の科学的、歴史的または統計的研究の実行。 

 

対象事業者は以下の事項を詳細かつ正確に表現したプライバシーポリシーを作成し、

「顕著かつ容易にアクセスできる方法」で公表する必要があり、そのための方法としては、

自社のウェブサイト中のトップページの見やすい場所に「Privacy Policy」等の表記のリ

ンクを貼っておき、ウェブサイトへの訪問者が対象事業者のプライバシーポリシーにたど

り着くことが容易にできる方法で公表することで十分と考えられるが、FTC が発行する

規則においてより詳細な説明がなされることもあり得るので注意が必要である。 

 

○プライバシーポリシーの必要的記載事項 

（1）対象事業者の IDおよび連絡先情報（プライバシーおよびデータセキュリティに関す

る問い合わせのための対象事業者の代表者の連絡先情報を含む）。 

（2）対象事業者が収集するデータの各カテゴリと、当該データが収集される処理目的。 

（3）対象事業者が対象データを譲渡するかどうか、および譲渡する場合は以下を含む。 

（A）対象事業者が対象データを譲渡するサービスプロバイダおよび第三者の各カテ

ゴリと、当該データが当該カテゴリに譲渡される目的 

（B）対象事業者が対象データを譲渡する各第三者の身元と、当該データが当該第三

者に譲渡される目的。対象事業者が当該譲渡を開示することを禁止する裁判所命令ま

たは法律に基づく政府機関への譲渡を除く。 

（4）対象事業者によって処理される対象データが対象事業者によって保持される期間と、

対象事業者のデータ最小化方針の説明。 

（5）個人の権利を個人が行使する方法。 

（6）対象事業者のデータセキュリティポリシーの説明。 

（7）プライバシーポリシーの発効日。 
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そして、対象事業者は、以前に収集された対象データに関して、影響を受ける個人から

事前に「積極的明示的同意」を得ることなく、当該データに適用されるプライバシー保護

を弱める重要な変更をプライバシーポリシーまたは慣行に加えてはならない。対象事業者

は、可能な場合、利用可能な技術と関係の性質を考慮して、影響を受ける個人への重要な

変更に関して直接通知を提供するものとする（表 9）。 

 

表 9 積極的明示的同意の取得の要否 

処理・譲渡の

対象 

センシティブ対象データ

の処理・譲渡に例外的に

積極的明示的同意が不要

となるための要件 

透明性の原則との関係 積極的明示的

同意の要否 

センシティブ

対象データ 

充足する プライバシーポリシーに掲

載されたもの 

不要 

充足しない 必要 

対象データ（センシティブ対象データ以外） プライバシーポリシーに掲

載されたもの 

不要 

収集時のプライバシーポリ

シーからのプライバシー保

護を弱める重要な変更 

必要 

 

 「積極的明示的同意」とは、以下の要件を満たす特定の要求に応じて、行為または慣行

に対する個人の承認を明確に伝える個人による積極的な行為を意味する。 

 

○積極的明示的同意の要求の要件 

（i）要求は、単独の開示で個人に提供される。 

（ii）要求には、個人の同意が求められている各行為または慣行の説明が含まれ、（I）個人

の要求を満たすために必要な行為または慣行と、別の目的のための行為または慣行を明確

に区別する、および（II）はわかりやすい言語で書かれており、合理的な個人が行為また

は慣行を識別して理解できるようにする顕著な見出しが含まれている。 

（iii）要求は、同意に関連する個人の該当する権利を明確に説明する。 

 

また、COPRA 上、事業者は、個人の不作為または事業者が提供するサービスまたは製

品の個人の継続的な使用から個人が行為または慣行に積極的明示的同意を提供したと推

測してはならないと規定されており、黙示的同意が COPRA 上の積極的明示的同意の要件

を満たさないことは明らかである。 
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（ii） 公平性の義務  

 

対象事業者は、（A）住宅、雇用、クレジット、または教育の機会の広告、マーケティン

グ、勧誘、提供、販売、リース、ライセンス供与、賃貸、またはその他の商業契約の目的

で、個人または個人の集団を違法に差別し、機会を利用できないようにする方法で、もし

くは（B）公共施設のあらゆる場所の商品、サービス、施設、特権、利点、または宿泊施

設を、個人もしくは個人の集団に対して違法に分離、差別、またはその他の方法で利用で

きないようにする方法で、個人または個人の集団の実際のまたは認識された人種、肌の色、

民族、宗教、国籍、性別、性同一性、性的指向、家族状態、生体情報、合法的な収入源ま

たは障害といった情報に基づいて、対象データを処理または譲渡しない義務がある（公平

性の義務）。 

もっとも、公平性の義務は、対象事業者が違法な差別を防ぐ目的で、もしくは対象事業

者のコンプライアンスの範囲または有効性を決定する目的で、正当な内部テストのために

対象データを処理することを制約するものではなく、これらの目的での対象データの処

理・譲渡であれば、公平性の義務への違反の問題とはならない。 

 

（iii） 限定の義務・データ最小化の義務（データ最小化権） 

 

対象事業者は、合理的に必要で、比例し、制約されている以下の範囲を超えて、対象デ

ータを処理または譲渡してはならない義務がある。 

 

 プライバシーポリシーに記載されている特定の処理目的と譲渡の実行 

 積極的明示的同意を取得した特定の処理目的または譲渡の実行 

 積極的明示的同意の例外で特に許可されている目的のための処理または譲渡の実行 

 

 これらの義務は、①目的の限定の義務（プライバシーポリシー記載のまたは積極的明示

的同意を取得した特定の処理目的と譲渡を実行する義務）と②データ最小化の義務（合理

的に必要で、比例し制約されている範囲を超えて対象データを処理または譲渡してはなら

ない義務）の 2 つから成る。 

 

（iv） データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務（脆弱性の評価、リスク評価、

情報保持と破棄の義務、トレーニング義務） 

 

 対象事業者は、対象データの機密性、整合性、アクセシビリティを保護するために、合

理的なデータセキュリティ慣行を確立、実装および維持する義務がある。データセキュリ

ティ慣行は、問題となる対象データの量と性質に適したものでなければならず、①脆弱性

の評価、②予防および是正措置、③情報保持と破棄および④トレーニングの各事項を最低

限含むものによって構成される必要がある（表 10）。 
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表 10 データセキュリティ慣行に含めるべき内容 

データセキュリティ 

慣行の項目 

含めるべき内容 

①脆弱性の評価 対象データへの不正アクセスまたは対象データへのリスク、人の

脆弱性、アクセス権およびサービスプロバイダの使用を含む、対象

データを処理または譲渡する対象事業者によって維持される各シ

ステムにおける合理的に予見可能なリスクおよび脆弱性を特定お

よび評価すること（当該活動には、事業者および個人による脆弱性

に関する一方的なレポートを受信し対応する計画を含まなければ

ならない）。 

②予防および是正措置 対象事業者によって特定された対象データに対するリスクまたは

脆弱性を軽減するための予防的および是正措置をとること（デー

タセキュリティの慣行もしくはネットワークまたは基本ソフトの

設計、設置、実装に関する管理的、技術的または物理的な保護手段

の実装もしくは変更を含めることができる）。 

③情報保持と破棄 対象事業者は、削除を要求されるか、当該データを収集する目的に

もはや必要ではない対象データを、個人が当該個人データの保持

に積極的明示的同意を提供しない限り破棄すること（当該過程に

は、本項への継続的な遵守を確保するため、対象データを破壊し、

恒久的に消去しまたはその他の方法で変更し、当該対象データを

恒久的に読み取り不可能または解読不能および回復不能にするこ

とを含めなければならない）。 

④トレーニング 対象データへのアクセス権を持つ全ての従業員を対象データを保

護し個人のプライバシーを保護する方法についてトレーニング

し、必要があれば当該トレーニングを更新する。対象事業者は、対

象データの機密性、整合性、アクセシビリティを保護するために、

合理的なデータセキュリティ慣行を確立、実装、および維持する。 

 

（v） 自動的意思決定に関する義務 

 

住宅、教育、雇用または信用機会の広告、または住宅、教育、雇用または信用機会の適

格性判断、または公共施設の場所へのアクセスまたは使用の制約の判断を行うか促進する

ため、単独または部分的にアルゴリズム意思決定に関与するまたは対象データを処理また

は譲渡する目的でアルゴリズム意思決定を支援する対象事業者は、当該アルゴリズム意思

決定につき以下の通り毎年の影響評価を実施する義務がある。 

 

 アルゴリズム意思決定の過程の開発に使用される設計およびトレーニングデータ、ア

ルゴリズム意思決定の過程の正確性、公平性、バイアス、差別のテスト方法など、対

象事業者のアルゴリズム意思決定の過程の開発について説明し、評価すること 

 アルゴリズム意思決定システムが、個人または個人の集団の実際のまたは認識された

人種、色、民族、宗教、国籍、性別、性同一性、性的指向、家族状態、生体情報、合

法的な収入源または障害に基づいて差別的な結果を生み出すかどうかを評価すること 

 

 対象事業者は、上記影響評価の実施にあたり、外部の独立した監査人または研究者を利

用することができる。また、対象事業者は、要求があれば、FTC が当該影響評価を利用で

きるようにしなければならず、また当該影響評価を公表することもできる。 
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（vi） 権利放棄の禁止 

 

対象事業者は、以下の各プライバシー権を放棄する個人との合意によって個人へのサー

ビスまたは製品の提供に条件を付けてはならない。 

 

○権利放棄の禁止の対象となるプライバシー権 

 忠実義務、データポータビリティ権、データ最小化権（目的限定の義務・データ最小

化の義務）、データセキュリティの権利（データセキュリティ慣行の確立・実装・維

持義務）、公民権（公平性の義務）、権利放棄の禁止 

 次の①～③の要件全てを満たす場合を除いて、アクセス権、透明性の権利（透明性の

義務）、削除権、訂正権、譲渡のオプトアウト権およびセンシティブ対象データのオ

プトイン権 

① 個人と当該個人によって開始された対象事業者との間に直接的な関係が存在する。 

② 個人が要求するサービスまたは製品の提供には、個人の特定の対象データの処理ま

たは譲渡が必要であり、対象データはサービスまたは製品を提供するために厳密に

必要である。 

③ 個人が当該特定の制約に積極的明示的同意を提供する。 

 

（vii） 忠実義務 

 

対象事業者は、欺瞞的なデータ慣行または有害なデータ慣行に従事し、または COPRA

に違反する方法で対象データを処理または譲渡してはならない義務を負う（表 11）。 

表 11 欺瞞的なデータ慣行および有害なデータ慣行 

用語 定義 基準の内容 例 

欺瞞的

なデー

タ慣行 

FTC 法の第 5

条第（a）項（1）

（ 15 U.S.C. 

45（a）（1））

に違反する不

公正な行為ま

たは慣行を構

成する方法で

の対象データ

の処理または

譲渡を伴う行

為または慣行 

1. 「消費者に実質的な損害を生

じさせ、または生じさせる可能

性が高い」 

 通常、金銭的損害だが、評判

の毀損、医療情報の権限のな

い開示およびコンピュータ

ー・スパイを含む 

 損害の重大なリスクを高め

る。推測の損害および心理的

影響は典型的には不十分であ

る 

2. 「消費者自身によって合理的

に回避可能ではないもの」 

 開示者による不十分な説明 

 購入に対する不当な影響また

は圧力 

 消費者の意思決定の自由な行

使を害する障害を設定する行

動 

3. 「消費者または競争に対する

対抗する利益がこれを上回ら

ない」 

 対抗する消費者/競争の利益

は、より低い価格、商品/サ

ービスのより広い入手可能性

等を含むことができる 

不公正なデータセキュリティ慣

行の例： 

 真正な業務上の必要性のない

第三者に対するセンシティブ

対象データの販売

（Sitesearch Corp, Sequoia 

One LLC, Blue Global 

LLC） 

 リースされたコンピューター

におけるウェブカメラの欺瞞

的なアクティベーション

（DesignerWare LLC） 

 位置情報、使用されたアプ

リ、メッセージの内容等を追

跡する監視ソフトウエアの、

パートナーの電話に対する欺

瞞的なインストールおよびソ

フトウエアが適切な目的で使

用されることを確保しないこ

と（Retina-X） 

 個人情報を合理的に保護しな

いこと（InfoTrax Systems 

LC, LabMD, Lenovo, Inc.） 
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有害な

データ

慣行 

次のいずれか

を引き起こす

または引き起

こす可能性の

ある方法で、

対象データを

処理または譲

渡すること 

（A）個人に対

する金銭的、

身体的、また

は評判上の損

害。 

（B）個人の孤

独 ま た は 隔

離、または個

人の個人的な

問題または懸

念に対する物

理的またはそ

の他の不快な

侵入。 

（C）個人に対

するその他の

重大な損害。 

1. 消費者に誤解を生じさせる

可能性の高い表明、不作為また

は慣行 

 消費者が現実に誤解しまたは

損害を受けることは必要では

ない。欺瞞的行為を受けるこ

とで、損害が推定される。 

2. 消費者の行為 /慣行の解釈

が、当該状況において合理的で

ある。 

 取引/行為/慣行が向けられた

グループの観点から評価され

る 

3. 誤解を生じさせる表明、不作

為または慣行が重大である 

 サービス/商品を購入しまた

は使用する消費者の行動また

は判断に影響する可能性が高

い（費用、利益、制限等） 

 意図的な虚偽の説明は、重大

であると推定される 

欺瞞的なデータセキュリティ慣

行の例： 

 オンライン・ショッピング・

カートの内容、銀行ページに

入力された情報および検索情

報の収集を消費者に通知しな

いこと（Upromise） 

 データセキュリティ措置/保護

の虚偽の主張により市民を誤

解させ（プライバシーポリシ

ー、消費者表明等を含む。）、

データ侵害を生じさせること

（ClixSense.com, Uber, BLU 

Products Inc, and its 

President, PayPal/Venmo） 

 許可なしに、ユーザーをソー

シャル・ネットワーク

Google+にサインアップする

こと（Google, 2011） 

 個人情報を収集するための欺

瞞的な戦術の利用

（Cambridge Analytica 

former CEO and GSRApp 

developer (B2B)）  

 ユーザーの個人情報の欺瞞的

使用および第三者に対する売

却（Unrollme Inc.） 

 サービス履行のために必要な

範囲を超えた第三者サービス

プロバイダに対する個人情報

の開示に関する欺瞞的な表明

（BLU Products, Inc. and its 

President） 

 多段階ステップの登録プロセ

スの最後における冗長なユー

ザー・ライセンス契約を除

き、収集された個人情報の範

囲を開示しないこと（Sears 

Holdings Management 

Corp.） 
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（3） 対象事業者の義務－社内態勢に関する義務 

  

対象事業者は、表 12 にあるような COPRA 上の社内態勢に関する義務を遵守できるよ

うに、コンプライアンス態勢を整備する必要がある。 

 

表 12 社内態勢に関する義務 

概要 内容 

プライバシー責任

者・データセキュリ

ティ責任者の選任

義務 

1 人以上の資格のある従業員をプライバシー責任者としておよび 1 人

以上の資格のある従業員（プライバシー責任者として指定された従業

員に加えて）をデータセキュリティ責任者として選任する義務 

包括的データプラ

イバシープログラ

ムおよびデータセ

キュリティプログ

ラム 

包括的なデータプライバシープログラムおよびデータセキュリティ

プログラムの文書を実装し、対象事業者の製品またはサービスの開発

および運用慣行のライフサイクル全体にわたって対象データのプラ

イバシーとセキュリティを保護する義務 

経営陣の責任 対象事業者の大規模データ保有者の最高経営責任者（または、最高経

営責任者がいない場合は事業者の最高ランクのオフィサー）および当

該事業者の各プライバシー責任者およびデータセキュリティ責任者

は、FTC が指定する方法で、COPRA を遵守するための適切な内部統

制、および当該認証責任者（最高経営責任者または最高ランクのオフ

ィサー、プライバシー責任者およびデータセキュリティ責任者）が企

業の COPRA の遵守に影響を与える決定に関与し、責任を負うことを

保証するための報告構造を維持することを毎年 FTC に認証する義務 

サービスプロバイ

ダ/第三者に関する

義務 

サービスプロバイダを選択する際に合理的なデューデリジェンスを

実施し、サービスプロバイダを合理的に監視して、本条の該当する要

件への遵守を確保し、かつ対象データを第三者に譲渡することを決定

する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、データを譲渡する第

三者の監視を行う義務 

内部告発者の保護 内部告発のために情報提供を行った個人を、免職、降格、停職、脅迫、

嫌がらせ、またはその他の方法で差別してはならない義務 

 

（i） プライバシー責任者・データセキュリティ責任者の選任義務 

 

対象事業者は、1 人以上の適任の従業員をプライバシー責任者としておよび 1 人以上の

適任の従業員（プライバシー責任者として指定された従業員に加えて）をデータセキュリ

ティ責任者として選任する義務がある。この義務は、対象事業者の内部において、COPRA

を遵守する形でのプライバシー・データセキュリティの保護のための社内態勢を構築する

ために重要な役割を果たすことになるものと考えられる。GDPR 上のデータ保護責任者

（Data Protection Officer）の選任義務が比較的限定的であるのに対して、COPRA 上は

全ての「対象事業者」に対して、プライバシーおよびデータセキュリティ責任者の選任義

務が課せられることは、特筆に値する。 

特に、COPRA 上の「対象事業者」の要件は、兄弟会社を含む企業グループを全体で 1

つとしてみたうえで判断するため、広範なものとなりやすい。日本企業の米国子会社のみ

ならず、日本本社も「対象事業者」に含まれる場合が非常に多くなることが予想される。

そうすると、日本本社においても、「対象事業者」に該当し、自社の従業員の中から、プラ

イバシー責任者とデータセキュリティ責任者をそれぞれ選任する必要が出てくることに
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なる（なお、この人選の要件は厳しすぎることから、対象事業者の従業員以外からの人選

を認める内容の COPRA の修正がなされることは十分に考えられる。）。これまでのとこ

ろ、多くの日本企業の日本本社においては、プライバシー責任者やデータセキュリティ責

任者が選任されてこなかったが、突然、米国連邦データプライバシー法上の責任を負う役

職としてプライバシー責任者やデータセキュリティ責任者を選任する必要が生じること

になり、多くの日本企業において、適切な人選を検討する必要が出てくるものと考えられ

る。 

 

（ii） 包括的データプライバシープログラムおよびデータセキュリティプログラム 

 

対象事業者によってプライバシー責任者またはデータセキュリティ責任者として指定

されている従業員が負う義務は以下の通りである。 

 

（1）包括的なデータプライバシープログラムおよびデータセキュリティプログラムの文

書を実装し、対象事業者の製品またはサービスの開発および運用慣行のライフサイクル全

体にわたって対象データのプライバシーとセキュリティを保護する 

（2）プライバシーおよびデータセキュリティのリスク評価、データ衛生およびその他の

品質管理慣行を毎年実施する 

（3）対象事業者による継続的な COPRA への遵守を促進する。 

 

（iii） 経営陣の責任 

 

対象事業者のうち大規模データ保有者の最高経営責任者（または、最高経営責任者がい

ない場合は事業者の最高ランクのオフィサー）並びに当該対象事業者の各プライバシー責

任者およびデータセキュリティ責任者は、FTC が指定する方法で、COPRA を遵守するた

めの適切な内部統制、および当該認証責任者（最高経営責任者または最高ランクのオフィ

サー、プライバシー責任者およびデータセキュリティ責任者）が企業の COPRA の遵守に

影響を与える決定に関与し、責任を負うことを保証するための報告構造を維持することを

毎年 FTC に認証する義務を負う。 

「大規模データ保有者」とは、対象事業者であって、直近の暦年に（A）500 万人を超

える個人、個人または世帯が使用する機器、もしくは世帯の対象データの処理または譲渡、

あるいは（B）10 万人を超える個人、個人または世帯が使用する機器、もしくは世帯のセ

ンシティブ対象データの処理または譲渡を意味する。 

「大規模データ保有者」の要件は、COPRA においてセンシティブ対象データの範囲に

「電子メールアドレス、電話番号、またはアカウントログイン資格情報」が含まれること

を踏まえると、それほど厳しい要件ではなく、ある程度の規模のある企業であれば、当該

要件に該当し得ると考えられる。 
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（iv） サービスプロバイダ/第三者に関する義務 

 

対象事業者は、サービスプロバイダおよび第三者との関係で追加の義務を負う（表 13）。 

 

表 13 サービスプロバイダおよび第三者の定義 

用語 内容 例 

サービスプ

ロバイダ 

別の対象事業者に代わって、またはその指示に従って、

サービスまたは機能を実行する過程で、（i）当該サービス

または機能の履行に関してまたは（ii）法的義務を遵守す

るためもしくは法的請求を確立、行使または防御するた

めに必要な限度で、対象データを処理または譲渡する対

象事業者 

 サービスプロバイダと対象事業者の間の直接的な関係

外で対象データを処理または譲渡する対象事業者は含

まれない。 

 日本企業の米国

子会社が使用す

るクラウドサー

ビス事業者 

 日本企業の米国

子会社が使用す

る給与計算代行

事業者 

第三者 対象事業者によって譲渡される対象データを処理または

譲渡し、当該データに関してはサービスプロバイダでは

なく、かつ 2 つの事業者が共通の所有権または企業の支

配によって関連付けられ、共通のブランドを共有しない

個人または事業者 

 「対象事業者」にも「サービスプロバイダ」にも該当

せず、対象事業者によって譲渡される対象データを処

理または譲渡する個人または事業者のこと 

 「小規模事業

者」に該当する

個人または事業

者 

 COPRA 上の

「対象事業者」

に含まれない非

営利団体 

 

サービスプロバイダおよび第三者との関係で以下の追加の義務が発生する。COPRA の

制定日から 1 年以内に、FTC は、本項の遵守に関する対象事業者のガイダンスを発行す

るものとされている。 

 

① サービスプロバイダを選択する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、サービス

プロバイダを合理的に監視して、サービスプロバイダの義務への遵守を確保する。 

② 対象データを第三者に譲渡することを決定する際に合理的なデューデリジェンスを実

施し、データを譲渡する第三者の監視を行って、第三者の義務への遵守を確保する。 

 

＜ここがポイントーサービスプロバイダの選択や第三者への対象データの譲渡の決定に

あたって合理的なデューデリジェンスの実施義務＞ 

上記の①および②の義務は、2021 年 3 月に日本企業であるオンラインプラットフォー

マーによる個人データ処理の海外委託先管理の不備疑惑に関する報道5をきっかけとして、

コンプライアンス対応を推進する上で、特に重要視されることになると考えられる。これ

らの義務をしっかりと遵守するためには、サービスプロバイダと第三者の網羅的なリスト

アップを行うことが必要であり、そのためにはデータマッピングをきちんと実行する必要

がある。 

 

                                                   
5 日本経済新聞電子版 2021 年 3 月 17 日付「LINE、個人データ管理不備で謝罪 中国委託先で閲覧可

能」（https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ1709O017032021000000/）および日本経済新聞電子

版同月 18日付「LINE の情報管理、安保上の懸念も 国際分業に潜むリスク」

（https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH177CP0X10C21A3000000/）参照。 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ1709O017032021000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH177CP0X10C21A3000000/
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COPRA 上のサービスプロバイダの義務は以下の通りである。「サービスプロバイダデ

ータ」とは、サービスプロバイダによって収集された、または対象事業者によってサービ

スプロバイダに譲渡された対象データで、サービスプロバイダが、当該対象事業者に代わ

って、当該対象事業者の指示でサービスまたは機能を実行できるようにする目的のものを

意味する。 

 

（1）サービスプロバイダは、サービスプロバイダデータをサービスプロバイダに譲渡し

た対象事業者に代わって、または対象事業者によって指示された以外の処理目的で、サー

ビスプロバイダデータを処理してはならない。ただし、サービスプロバイダは、法的義務

を遵守しまたは法的請求の確立、行使または防御するためにデータを処理できる。 

（2）サービスプロバイダデータが関連付けられている、または合理的に関連付け可能で

ある個人の、もしくは対象事業者に代わって積極的明示的同意なしに取得された、サービ

スプロバイダデータを第三者に譲渡してはならない。 

（3）サービス提供の合意された終了後、サービスプロバイダデータを削除または匿名化

するものとする。 

（4）サービスプロバイダデータに関するアクセス権、削除権、訂正権およびデータポー

タビリティ権の要件は免除されるが、実行可能な範囲で以下を行わなければならない。 

（A）サービスプロバイダデータを受け取った対象事業者が個人によって行われた要

求を実行するのを支援する。 

（B）削除権または訂正権に基づく個人からの検証済みの要求の対象となるサービス

プロバイダデータを削除、匿名化または訂正（該当する場合）するものとする。 

（5）サービスプロバイダデータに関するデータ最小化権（目的限定の義務・データ最小

化の義務）は免除されるが、COPRA の他の全ての規定の下で、当該データに関して対象

事業者と同じ責任と義務を負う。 

 

COPRA 上の第三者の義務は以下の通りである。「第三者データ」とは、対象事業者によ

って第三者に譲渡される対象データを意味する。 

 

（1）第三者は合理的な個人の期待と矛盾する目的で第三者データを処理してはならない。 

（2）第三者が対象事業者の表明について合理的なデューデリジェンスを実施し、それら

の表明が信頼できると判断した場合は、合理的な個人の期待に関する第三者データを譲渡

した対象事業者によって行われた表明に合理的に依拠できる。 

（3）第三者データを受信すると、当該データに関するセンシティブ対象データのオプト

イン権の要件が免除されるが、COPRA の他の全ての条項の下で、当該データに対して対

象事業者と同じ責任と義務を有するものとする。 
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（v） 内部告発者の保護 

 

対象事業者は、対象事業者の対象個人（応募者、現在または以前の従業員、契約受託者、

下請業者、被譲与者、または雇用主の代理人）を、以下の場合に、免職、降格、停職、脅

迫、嫌がらせ、またはその他の方法で差別してはならない義務を負っている。これは

COPRA 違反の事実に関する内部告発者を保護することにより、COPRA 執行の実効性を

高めることを目的とするものと考えられる。 

 

（1）対象個人または対象個人を支援していると思われる者が、対象個人が COPRA また

は COPRA に基づいて制定された規則の違反であると合理的に信じる作為または不作為

に関する情報を、連邦政府または州司法長官に提供する上で合法的な措置を講じる（また

は対象事業者が、対象個人が当該措置を講じたまたは講じる疑いをもつ場合）。 

（2）対象個人が、対象事業者の対象個人に対する監督権限を持つ者、当該違反を調査、発

見、または終了する権限、もしくは違反に対処するためのその他の措置を講じる権限を有

すると対象個人が合理的に信じている、対象事業者のために働く別の個人に対して、当該

違反の証拠となると対象個人が合理的に信じている情報を提供する。 

（3）対象個人が、当該違反に関する調査もしくは司法または行政手続で証言する（また

は対象事業者は、対象個人が証言することを予期している） 

（4）対象個人が当該調査もしくは司法または行政手続を支援または参加する（または対

象事業者は、対象個人が支援または参加することを予期している）もしくは対象個人が

COPRA の目的の実現を支援するためにその他の行動をとる。 

 

上記に違反する解雇またはその他の差別を主張する個人は、（1）事件が係属中の一時的

な救済、（2）解雇または差別がなければ個人が持っていたであろう地位と同じ年功序列状

態での復帰、（3）それ以外の個人に負っている返済額の 3 倍を利子付きで、並びに（4）

結果的および補償的損害賠償、訴訟費用、専門家証人費用、および合理的な弁護士費用の

補償を、訴訟において求めることができる。上記の権利と救済は、紛争前の仲裁契約を含

む、いかなる雇用形態またはポリシーによって放棄されたとしても無効である。 
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（4） 個人の権利 

 

（i） 個人の権利の内容 

 

① 概要 

 

対象事業者は、検証済みの個人の要求に応じて、COPRA 上の個人の権利行使に対応し

なければならない。対象事業者は、要求の検証または本人確認に関連する消費者への不便

を最小限に抑えるものとし、個人の権利行使への対応は無料で実施しなければならない。

COPRA 上の個人の権利の内容は表 14 の通りである。 

 

表 14 個人の権利の内容 

概要 内容 

アクセス権 対象事業者によって処理または譲渡された個人の対象データのコピ

ーまたは正確な表現、対象事業者によって個人の対象データが譲渡

された第三者の名前および対象事業者が当該データを第三者に譲渡

した目的の説明の提供を、合理的な個人が理解できる人間が読み取

れる形式で受ける権利 

削除権 対象事業者によって処理される個人の対象データを削除するか、個

人が削除できるようにしかつ対象事業者が当該データを譲渡したサ

ービスプロバイダまたは第三者に個人の削除要求を通知させる権利 

訂正権 対象事業者によって処理される個人の対象データのうち不正確また

は不完全な情報を訂正する、または個人によって訂正させ、かつ対

象事業者が当該データを譲渡したサービスプロバイダまたは第三者

に訂正された情報を通知させる権利 

データポータビリティ

権 

個人が当該対象データを理解できるように、人間が読み取れる形式

でかつ対象事業者が実行可能な範囲で収集した、全ての対象データ

またはその他の情報を含む、構造化された、相互運用可能な、機械

で読み取り可能な形式で個人の対象データを転送させる権利 

譲渡のオプトアウト権 個人が異議を述べる場合、対象データを第三者に譲渡してはならず、

かつ個人が当該対象データを第三者に譲渡する対象事業者に異議を

述べる権利 

センシティブ対象デー

タのオプトイン権 

個人のセンシティブ対象データの処理および譲渡について事前の積

極的明示的同意を求める権利 

 

② 譲渡のオプトアウト権の内容 

 

譲渡のオプトアウト権の内容としては、COPRA の制定日から 18 カ月以内に FTC が発

行する規則によって創設される対象事業者が従うべき 1 つ以上のプロセスを通じて、個人

が当該対象データの第三者への譲渡に関して対象事業者に異議を述べることができるこ

とを確保する対象事業者の義務がある。FTC が創設することになるこのプロセスは以下

の各事項が確保されるものとなる。 

 

 消費者が作成しなければならない同様の形式のオプトアウト指定の数を最小限に抑え

るために、可能な範囲で集中化する。 

 対象データの譲渡を個人がオプトアウトできるように、明確で目立つオプトアウト通

知と消費者に優しいメカニズムを含める。 
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 対象データの譲渡に異議を唱える個人が、当該異議のステータスを閲覧できるように

する。 

 対象データの異議を述べる個人が、当該異議のステータスを変更できるようにする。 

 プライバシー保護に注意を払う。 

 National Do Not Call Registry6の開発と実装に関する FTC の経験を知らされてい

る。 

 

③ ウェブサイトの訪問者の対象データをクッキーを通じて取得する場合の譲渡のオプ

トアウト権 

 

譲渡のオプトアウト権の確保が重要となると考えられるのが、対象事業者が、自社のウ

ェブサイトの訪問者の対象データを、クッキーを通じて取得する場合である。COPRA 上

は、譲渡のオプトアウト権の付与にあたって遵守することが必要な FTC のプロセス

（COPRA 制定後 18 カ月以内に FTC が発行する規則によって決まる）に従う必要がある

が、基本的には、クッキー同意ツールを使う形で譲渡のオプトアウト権の付与を行うこと

になると考えられる。図 1 にウェブサイトの訪問者の個人情報を収集する場合に必要な

CCPA 上のオプトアウト権の付与について米 One Trust のクッキー同意ツールの例をま

とめた。 

 

図 1 ウェブサイトの訪問者の個人情報を収集する場合に必要な CCPA 上のオプトアウ

ト権の付与の例 

One Trust7のクッキーバナーの例 

 

 

                                                   
6 FTCが管理する電話番号リストで、事業者は同リストに登録されている電話番号に対しては電話勧誘

販売を行うことができない。National Do Not Call Registryには消費者自身が電話番号を登録する。 
7 https://www.onetrust.com/ 

 

オプトアウト 

バナー第1層（概括的な情報提供） 

バナー第2層 

（より詳細な情報提供と

オプトアウト機会提供） 

“Do Not Sell or Share My Personal Information”のリンク 

https://www.onetrust.com/
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（ii） 例外 

 

対象事業者は、次の場合にアクセス権、削除権、訂正権、データポータビリティ権を行

使することを個人に許可してはならない。 

 

（A）対象事業者は、権利の行使を要求する個人が、対象データが要求の対象である個人

または個人に代わって当該要求を行う権限を与えられた個人であることを合理的に検証

できない場合 

（B）対象事業者は、対象事業者と別の個人との間の契約を妨害するために要求が行われ

たと合理的に信じている場合 

 

対象事業者が、アクセス権、訂正権およびデータポータビリティ権を行使する要求が、

対象データが要求の対象である個人（個人に代わって当該要求を行うことを許可された個

人）によって行われたことを合理的に検証できない場合、対象事業者は、個人の本人確認

を行うという唯一の目的のみに必要な追加情報の提供を要求し、他の目的で当該追加情報

を処理または譲渡してはならない。 

 対象事業者は、次の場合にアクセス権、削除権、訂正権、データポータビリティ権およ

び譲渡をオプトアウトする権利を行使するという個人の要求に従うことを拒否すること

ができる。 

 

（1）要求の遵守が明らかに不可能である場合（多数の検証済み要求を受信すること自体

は要求の遵守が明らかに不可能になるとは見なされない）。 

（2）要求を遵守すると、対象事業者が内部監査の実施、会計機能の実行、払い戻しの処

理、または保証請求の実行ができなくなる場合であって、かつ要求の対象である対象デー

タが、当該特定の活動以外の目的で処理または譲渡されない場合。 

（3）公的に利用可能な情報を訂正または削除する要求が行われ、その後、データが公的

に利用可能な情報である場合。 

（4）要求を遵守することが、対象事業者による正当な公共の懸念に関する報道価値のあ

る情報の公開、または当該目的のための対象事業者による情報の処理または譲渡を損なう

ことになる場合。 

（5）要求に従うと、他の個人のプライバシーまたは他人の言論の自由を行使する権利が

損なわれる場合。 

（6）対象事業者は、特定の目的の要求の対象となるデータを処理または処理し、要求を

遵守することで、対象事業者が当該特定の目的で当該データを使用できなくなる場合。 
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（5） COPRAの一部適用除外 

  

上記「（2）対象事業者の義務－対象データの処理と譲渡に関する義務」および「（4）個

人の権利」の内容は、表 15 にある 2 つの場合には適用とならない。 

 

表 15 「（2）対象事業者の義務－対象データの処理と譲渡に関する義務」および「（4）

個人の権利」の適用除外 

概要 内容 

ジャーナリ

ズムの例外 

対象事業者による公衆への合法的な公共の懸念に関する報道価値のある情報

の公開、またはその目的のための対象事業者による情報の処理または譲渡 

その他のデ

ータプライ

バシー要件

の適用 

以下の法律のいずれかを遵守する必要があり、および当該規則、章、巻、また

は法律（該当する場合）のデータプライバシー要件を遵守している対象事業者

（ただし、当該規則、章、巻、または法律で求められる要件の対象データに関

してデータセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務（脆弱性の評価、リスク

評価、情報保持と破棄の義務、トレーニング義務）を除く） 

 グラム・リーチ・ブライリー法（Gramm-Leach-Bliley Act）（15 

U.S.C.6801 et seq.）第 V 巻 

 経済および臨床健康法のための健康情報技術法（the Health Information 

Technology for Economic and Clinical Health Act）（42 U.S.C. 17931 et 

seq.） 

 社会保障法（Social Security Act）（42 U.S.C.1320d et seq.）第 XI 巻第 C

章 

 公正信用報告法（the Fair Credit Reporting Act）（15 U.S.C.1681 et 

seq.） 

 家族教育権利およびプライバシー法（the Family Educational Rights and 

Privacy Act）（20 U.S.C. 1232g; part 99 of title 34, Code of Federal 

Regulations） 

 1996 年健康保険の携行性と責任に関する法律（the Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996）（42 U.S.C. 1320d–2 note）

第 264 条第（c）項に従って制定された規則 

 

また、表 16 にある者は、当該規則、章、巻、または法律の要件に従うデータに関して

データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務（脆弱性の評価、リスク評価、情報保持

と破棄の義務、トレーニング義務）の要件を遵守しているとみなされる。 

 

表 16 データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務の要件を遵守しているとみなさ

れる場合 

概要 内容 

その他のデ

ータセキュ

リティ要件

の適用 

以下の法律のいずれかを遵守する必要がある対象事業者で、当該規則、章、

巻、または法律（該当する場合）の情報セキュリティ要件を遵守している者 

 グラム・リーチ・ブライリー法（Gramm-Leach-Bliley Act）（15 

U.S.C.6801 et seq.）第 V 巻 

 経済および臨床健康法のための健康情報技術法（the Health Information 

Technology for Economic and Clinical Health Act）（42 U.S.C. 17931 et 

seq.） 

 社会保障法（Social Security Act）（42 U.S.C. 1320d et seq.）第 XI 巻第 C

章 

 1996 年健康保険の携行性と責任に関する法律（the Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996）（42 U.S.C. 1320d–2 note）

第 264 条第（c）項に従って制定された規制 
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3. COPRAのエンフォースメント（執行） 

  

COPRA のエンフォースメント（執行）には 3 種類ある。COPRA の執行は、FTC、州

司法長官または個人によって行われる（表 17）。 

 

表 17 COPRA の執行の概要 

概要 内容 

FTC による執行 FTC は、COPRA および COPRA に基づいて制定される規則を、

FTC 法の該当する全ての条項と規定が COPRA に組み込まれその

一部となったかの如く、同じ方法、手段、管轄権、権限および義務

で執行する。FTC は、COPRA に基づく民事訴訟（民事制裁金の

請求訴訟を含む）および当該訴訟の控訴を、自らの名前で、当該目

的のために選任された弁護士によって、開始し、防御しまたは介入

し、かつ監督することができる。 

州司法長官による執行 COPRA または COPRA に基づいて制定された規則に違反する行

為または慣行への対象事業者の関与により、その州の居住者の利

益が悪影響を受けている、または悪影響を受けていると考える理

由がある場合、州の司法長官、または州を代表して行動する州の消

費者保護官は、父権訴訟として、米国の適切な地方裁判所で州の居

住者に代わって、以下のため民事訴訟を起こすことができる。 

（A）当該行為または慣行を禁止する。 

（B）本法または規制の遵守を強制する。 

（C）州の居住者に代わって損害賠償、民事制裁金、補償またはそ

の他の賠償を得る、もしくは 

（D）裁判所が適切と考えるその他の救済を得る。 

個人による民事訴訟 個人の対象データに関する COPRA または COPRA に基づく規則

の違反について、個人は州または連邦の管轄のある裁判所に提訴

し、勝訴の場合、裁判所は以下の裁定を下すことができる。 

（A）1 日あたりの違反 100 ドル以上 1,000 ドル以下の金額、また

は実際の損害のいずれか大きい方 

（B）懲罰的損害賠償 

（C）合理的な弁護士費用および訴訟費用、および 

（D）衡平法上または宣言的救済を含む、裁判所が適切と判断する

その他の救済 
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（i） FTCによる執行 

 

① FTCの概要 

 

COPRA違反があった場合の執行およびCOPRAに関する規則制定の権限を持つ行政機

関は FTC である（図 2）。 

 

図 2 FTC の構成 

 

（出所）FTC ウェブサイト 

 

連邦取引委員会（FTC）の構成は以下の通りである。 

 

 5 名の委員（超党派）（なお、本レポート執筆時は民主党委員 2 名（Rebecca Kelly 

Slaughter 委員長代行、Rohit Chopra 委員（CFPB（Consumer Financial 

Protection Bureau）長官として推薦されており、上院に承認され次第、FTC 委員を

辞任見込み）、共和党委員 2 名（Noah Joshua Phillips 委員、Christine S. Wilson 委

員）。前任の Joseph J. Simons 委員長の辞任により委員 1 名が空席となっている。

2021 年 3 月 22 日、バイデン大統領は Lina Khan 氏（コロンビア大学ロースクール

准教授）を FTC の委員に指名すると公表し、上院の承認があり次第、就任見込み） 

 3 つの局（Bureau）（消費者保護、競争および経済） 

 1,140 名のフルタイムのスタッフ 

 

消費者保護局プライバシー・ID 保護部には 40～45 名のスタッフがおり、以下の法律の

執行を管轄する。 

 

 FTC 法第 5 条 

 公正信用報告法（消費者報告の使用/開示を規制） 
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 グラム・リーチ・ブライリー法（金融記録に関する通知およびオプトアウトの権利を

定める） 

 児童オンラインプライバシー保護法（COPPA） 

 健康侵害通知ルール 

 個人情報盗難引受防止法 

 テレマーケティングおよび消費者詐欺および乱用防止法 

 

② FTCに設立される新しい局（Bureau）と権限 

 

COPRA は、FTC 内に新しい局（Bureau）を設立することを命じる。FTC 内の新しい

局は、構造、規模、組織、および権限において、消費者保護と競争に関連する FTC の既

存の局（Bureau of Consumer Protection と Bureau of Competition）に匹敵するものと

されている。当該新しい局の任務は、COPRA、プライバシー、データセキュリティ、およ

び関連する問題に対処する他の連邦法の下で、FTC が権限を行使する際に FTC を支援す

ることである。COPRA の制定から 2 年以内に設立され、人員が配置され、完全に機能す

ることとされている。 

 

③ COPRAにおける FTCの権限 

  

COPRA において FTC に与えられている執行の権限は表 18 の通りである。 

 

表 18 COPRA における FTC の権限 

項目 内容 

総則 FTC は、COPRA および COPRA に基づいて制定される規則を、FTC 法の該

当する全ての条項と規定が COPRA に組み込まれその一部となったかの如

く、同じ方法、手段、管轄権、権限および義務で執行する。 

特権と免責 COPRA または COPRA に基づいて制定された規則に違反する者は、制裁の

対象となり、FTC 法（15 U.S.C. 41 et seq.）で規定されている特権と免除の

権利を有する。 

独立した 

訴訟権限 

FTC は、COPRA に基づく民事訴訟（民事制裁金の請求訴訟を含む）および

当該訴訟の控訴を、自らの名前で、当該目的のために選任された弁護士によ

って、開始し、防御しまたは介入し、かつ監督することができる。FTC は、

当該訴訟について司法長官に通知し、当該訴訟に関して司法長官と協議する

か、FTC に代わって司法長官に当該訴訟の開始、防御、または介入を要求す

ることができる。 
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④ データプライバシー・セキュリティ救済基金 

 

米国財務省には、「データプライバシー・セキュリティ救済基金」（「救済基金」、表 19）

と呼ばれる別の基金が設立されている。救済基金は COPRA に基づいて FTC や司法長官

が対象事業者から収受する民事制裁金を預託して形成されるものである。 

 

表 19 データプライバシー・セキュリティ救済基金 

項目 内容 

FTCからの

預託 

FTC は、COPRA または COPRA に基づいて制定された規則を執行するため

に開始した司法または行政措置において、対象事業者から納付を受けた民事

制裁金の金額を救済基金に預託するものとする。 

司法長官 

からの預託 

米国司法長官は、司法長官が COPRA または COPRA の下で制定された規則

を執行するために FTC に代わって開始する司法または行政措置において、対

象事業者から納付を受けた民事制裁金の金額を救済基金に預託するものとす

る。 

資金額の 

使用 

 アメリカ合衆国法第 31 巻第 3302 条にかかわらず、連邦法、救済基金の金

額は、COPRA の下で民事制裁金が得られた行為または慣行の影響を受け

た個人に救済、支払いまたは補償もしくはその他の金銭的救済を提供する

ために、会計年度の制約なしに FTC が利用できる。 

 個人を見つけることができない場合もしくは当該救済、支払い、補償また

はその他の金銭的救済が実施可能でない場合、FTC は、データプライバシ

ー・セキュリティに関する消費者教育または事業者教育の目的もしくは

FTC が COPRA を執行するために必要であると考える技術研究の目的で当

該資金を使用できる。 

 

⑤ 2019年の FTCによる執行の記録 

  

FTC は、2002 年以降、子どものプライバシー、金融プライバシー、医療プライバシー

およびモノのインターネットに関する多くのデータセキュリティ/プライバシーの事件調

査を開始し、解決してきた（図 3 および表 20）。COPRA はプライバシーに関する法執行

の状況を劇的に変え、違反に関するリスクおよび罰則を拡大し得るものである。 
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図 3 および表 20 2019 年の FTC による執行の記録 

 

（注）件数は FTC が 2019 年までの延べ数として 2019 年の統計において公表したもの。 

（出所）Federal Trade Commission, “FTC Report on Resources Used and Needed for 

Protecting Consumer Privacy and Security” page 18 

 

 

 

                                                   
8 https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/reports-response-senate-appropriations-

committee-report-116-111-ftcs-use-its-authorities-

resources/p065404reportresourcesprivacydatasecurity.pdf 

事件項目 内容 

一般プライバシー

事件（General 

Privacy Cases） 

個人情報の収集、使用または販売の虚偽表示 

セキュリティ事件

（Security 

Cases） 

不適切な消費者データ保護、情報セキュリティ・プログラムの維持、

データ保護、消費者情報のセキュリティおよび完全性に対する予見可

能なリスクの特定の不履行等（Equifax等）を含む不公正または欺瞞

的な慣行 

スパムおよび

FCRA 事件（Spam 

and Fair Credit 

Reporting Act 

Cases） 

CAN-SPAM 法違反（誤解を招く E メールの内容等）（1 億米ドル以上

が金銭的救済として支払を命じられた）および公正信用報告法違反

（4000 万米ドル以上の民事制裁金） 

COPPA 事件

（COPPA Cases） 

児童オンラインプライバシー保護法の違反（13 歳未満の子どもを保

護する）（2019 年に 1.8 億米ドル以上の民事制裁金の賦課）（例えば、

保護者への通知/承諾なくクッキーにより子どもの個人情報を収集し

たことについて、2019 年の Google/YouTube の 1 億 3600 万米ドル

の民事制裁金賦課という FTC 執行） 

Do Not Call の違反

被疑事件（Alleged 

violations of Do 

Not Call Cases） 

テレマーケティング販売ルール Do Not Call リストの違反（17 億米

ドル以上の補償または不当利得の民事制裁金） 

FDCPA 事件 

（Fair Debt  

Collection ractices 

Act Cases） 

脅迫的な債権回収および負債確認実務（金銭的救済として 7 億米ドル

以上の支払が命じられた） 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/reports-response-senate-appropriations-committee-report-116-111-ftcs-use-its-authorities-resources/p065404reportresourcesprivacydatasecurity.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/reports-response-senate-appropriations-committee-report-116-111-ftcs-use-its-authorities-resources/p065404reportresourcesprivacydatasecurity.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/reports-response-senate-appropriations-committee-report-116-111-ftcs-use-its-authorities-resources/p065404reportresourcesprivacydatasecurity.pdf
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⑥ FTCによるこれまでの FTC法の執行 

 

FTC による COPRA の執行の内容を占うには、FTC によるこれまでの FTC 法の執行

の内容が参考になる。例えば、FTC は、（A）人、組合または法人（銀行、通信事業者、連

邦信用組合、貯蓄/貸付団体または非営利団体以外）が、（B） 「商取引においてまたは商

取引に影響する不公正もしくは欺瞞的な行為または慣行を行う…」と（C） 「信じる理由」

がある場合に FTC 法違反に基づく調査を開始することができる。FTC による FTC 法違

反の調査を図 4 にフローチャートにまとめた。 

 

図 4 FTC による FTC 法違反の調査のフローチャート 

（A）人、組合または法人（*銀行、通信事業者、連邦信用組合、貯蓄/貸付団体または非営

利団体以外） 

 + 

（B） 「商取引においてまたは商取引に影響する不公正もしくは欺瞞的な行為または慣行

を行う…」 

 + 

（C） 「信じる理由」 

 

 

 

 

 

  

 

任意アクセス・レターを

発行（情報の提出のため

の、要求ではなく、執行

不能の要請） 

 会社は通常これに従

う。 

会社に「民事調査要

求」（CIDs: Civil 

Investigative 

Demands）を送付 

 任意アクセス・レタ

ーと同じ範囲だが、

連邦裁判所において

執行可能。 

 対象事業者は、CIDs

を棄却するよう FTC

に申し立てることが

できるが、これを行

うと調査が公開とな

る。 

法律違反があると信じ

る理由があるか？ 

その場合、執行は公共の

利益となるか？ 

FTC の委員による投票

により 3つの選択肢 

 同意命令による和解 

 行政処分（会社が請

求を争いまたは和解

しない場合） 

 連邦裁判所における

司法上の提訴 

 

FTC による事件の調査が行われた場合であっても、FTC は初回の違反について民事制

裁金を求めることができないが、2 度目の違反からは民事制裁金の賦課を求めることがで

きる。例えば、Facebook は 2012 年に発出された Facebook に対する FTC 命令に違反す

るとともに、FTC 法第 5 条に違反したとの嫌疑で FTC による調査を受けた。最終的に、

Facebook は、2019 年 7 月 24 日に同意命令による和解によって 50 億ドル（約 5,000 億

円）の民事制裁金を賦課された。50 億ドルは 2018 年の Facebook の売上高の約 9％であ

り、2018 年の総利益の約 23％に当たる。FTC による FTC 法違反に対する執行の 3 つの

選択肢について表 21 にまとめた。 

追加の措置なし 

または 

①非公式の

調査 

※非公開

②完全な 

調査 

※非公開

③事実および

法律の検討 

（バランシング

テスト）

④執行の 

提案

追加の措置なし 

または 
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表 21 FTC による FTC 法違反に対する執行の 3 つの選択肢 

選択肢 内容 

同意命令によ

る和解 

責任の承認はなく、司法上の検討のための権利はない。受け入れられた場

合、公開の記録に記載される。提案された訴え、決定および差止命令を含

む。 

行政処分（会社

が請求を争い

または和解し

ない場合） 

行政法裁判官（ALJ: Administrative Law Judge）の面前における裁判の

種類の手続で、排除措置命令または訴えの棄却の結果を生じさせる。金銭

的救済は提供されない。ALJ の判断は上訴されることがあるが、まれであ

る。 

連邦地方裁判

所における司

法上の執行（訴

訟） 

 暫定的差止: 行政審判（上記）の結果が出るまでの間 

 恒久的差止: 無期限の行為の制約 

差止命令は典型的に以下を伴う。 

 不公正/欺瞞的な行為の禁止 

 プライバシー/セキュリティ・バイ・デザイン・プログラムの実施 

 資格を得た第三者による 20 年間の年 2 回の監査 

 標準的な記録維持および報告要件 

 

また、標準的な FTC 命令および差止条項についても表 22 にまとめた。 

 

表 22 標準的な FTC 命令および差止条項 

概要 内容 

義務的情報セ

キュリティ・プ

ログラム 

（セキュリテ

ィ関連の命令

について） 

 情報セキュリティ・プログラムの内容の書面化、実施メンテナンス 

 管理団体の検討のための年次評価 

 プログラムを調整するための資格を得た従業員の指名 

 個人情報セキュリティ、秘密保持および完全性に対する内部および外部

リスクの年次評価（以下を含む）： 

 技術的措置（サイバーセキュリティ、入力確認、脆弱性） 

 区分け 

 データ・アクセス管理：認証および必要な者へのアクセスの限定 

 暗号化 

 サービスプロバイダ遵守方針 

 テスト/監視：4 カ月ごとの脆弱性テスト+年次の侵入テスト 

 サービスの契約上の要件 

第三者評価  消費者保護局に提供される、独立の第三者による評価 

 当初命令の 180 日後およびその後 20 年間は 2 年に 1 回 

FTC に対する

年次証明 

 FTC に対し企業の上級経営陣による命令の遵守の証明を提供する 

 20 年間、1 年に 1 回 

遵守通知（偽証

罪で罰せられ

る条件） 

 偽証の罰則に基づき、個人の被告により提出される遵守通知 

 10 年間、1 年に 1 回 

記録保持  10 年間（5 年間の保持） 

 会計記録 

 人員記録 

 消費者の訴え（第三者を通じるものを含む）および回答 

 命令の完全な遵守を証明するための全ての記録 

 ユーザーインターフェース、プライバシーステートメントに対するリン

ク等を示す全ての固有のスクリーンショットの写し 
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最終的な FTC 命令（およびルール）・裁判所命令への違反は、民事制裁金のために、FTC

および米国司法長官により執行される。会社が過去の FTC 命令・裁判所命令に違反した

場合に適用可能な民事制裁金に関するルールと執行実例を表 23 にまとめた。 

 

表 23 過去の FTC 命令・裁判所命令に違反した場合に適用可能な民事制裁金に関する

ルールと執行実例 

過去の命令違反の場合の民事制裁金のルール 執行実例 

FTC 命令の違反ごとまたは違反している 1 日

ごとに 4 万 3,280 ドル（インフレについて調整

される）を上限とするが、同意命令による和解

によって、より高額の民事制裁金の支払を命じ

ることができる。 

 米国地方裁判所における FTC の民事訴訟 

 排除措置命令または FTC ルール（同意

命令ではない）の意図的な違反に関す

る民事罰 

 FTC は、有責性の程度、当該行動の過

去の履歴、支払能力、業務継続能力に

対する影響等を検討する 

 差止を執行するための民事の裁判所命

令違反訴訟＋衡平法上の救済（復元/是

正または不当利得返還） 

 米国司法長官民事訴訟 

 確定した FTC 命令（同意命令を含む）

の違反+義務的差止および追加の衡平法

上の救済 

Facebook – 50 億ドル（2020 年） 

 ユーザーが自己のデータのプライバシ

ーを管理することができる範囲の虚偽

表示、第三者の開発者によるプライバ

シーリスクの適切な査定および対処の

不履行等による、2012 年 FTC の同意

命令の違反。 

LifeLock – 1 億ドル（2015 年） 

 消費者の個人情報を保護することを

LifeLockに要求し、 LifeLockによる

欺瞞的な広告を禁じた 2010 年連邦裁判

所命令の違反に関する不服従罪 

Upromise – 50 万ドル（2017 年） 

 データ収集慣行に関する開示および第

三者評価を要求する 2012 年命令＋クッ

キーを執行させることを含む恒久的差

止命令の違反 

 

（ii） 州司法長官による執行 

 

COPRAまたはCOPRAに基づいて制定された規則に違反する行為または慣行への対象

事業者の関与により、その州の居住者の利益が悪影響を受けている、または悪影響を受け

ていると考える理由がある場合、州の司法長官、または州を代表して行動する州の消費者

保護官は、父権訴訟として、米国の適切な地方裁判所で州の居住者に代わって、以下のた

め民事訴訟を起こすことができる。この民事訴訟によって賦課する民事制裁金には上限金

額がないことが特徴である。 

（A）当該行為または慣行を禁止する。 

（B）本法または規制の遵守を強制する。 

（C）州の居住者に代わって損害賠償、民事制裁金、補償またはその他の賠償を得る、も

しくは 

（D）裁判所が適切と考えるその他の救済を得る。 

州は、実行可能でない場合を除き、上記民事訴訟を開始する前に、書面で FTC に通知

する。当該通知には、当該措置を開始するために提出される訴状のコピーが含まれる。事

前の通知が実行可能でない場合、州は、訴訟を開始した直後に訴状のコピーを FTC に提

供する。当該通知を受け取った場合、FTC は当該行動に介入することができ、介入する場

合、当該行為で生じる全ての問題について聴取され、および当該訴訟の決定に対する控訴

申立てを提出することができる。 
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（iii） 個人による民事訴訟 

 

個人の対象データに関する COPRA または COPRA に基づく規則の違反について、個人

は州または連邦の管轄のある裁判所に提訴し、勝訴の場合、裁判所は以下の裁定を下すこ

とができる。 

（A）1 日あたりの違反 100 ドル以上 1,000 ドル以下の金額、または実際の損害のいずれ

か大きい方 

（B）懲罰的損害賠償 

（C）合理的な弁護士費用および訴訟費用、および 

（D）衡平法上または宣言的救済を含む、裁判所が適切と判断するその他の救済 

COPRA 上、懲罰的損害賠償の詳細については規定されていないが、一般的に、懲罰的

損害賠償とは、訴訟において、被告側に故意・悪質性が強いと判断された場合に、補填的

損害賠償とは別に課される賠償である。被告の故意・悪質性に対する処罰と、これによる

類似案件の再発防止を目的とした賠償金となっている。 

また、対象事業者による COPRA または COPRA に基づく規則の違反については、対象

事業者が被害者からクラスアクションにより損害賠償を請求される可能性がある。 

クラスアクションとは、1 人または数名の者が、共通の利害関係を有する一定範囲の人々

を代表して、クラス全員のために訴訟を遂行する訴訟形態のことをいう。 

クラス代表者は他のクラス構成員から特段の授権や委任を受けずに訴訟を追行するこ

とができる。訴訟提起の段階で、クラスの対象となる全ての者が弁護士宛に委任状を提出

したり、弁護士費用や諸費用等を支払ったりする必要がない。これにより容易に大規模な

訴訟とすることができる。 

クラスアクションにおける判決や和解などの効果が、有利不利にかかわらず全てのクラ

スの構成員に及ぶ（オプトアウトした人を除く）。訴訟の帰趨が非常に大きなインパクト

を持つことになる。クラスアクションによる損害賠償請求において、原告勝訴の場合、被

告は、訴訟を遂行していたクラス代表者の損害だけでなく、クラスの構成員全体の損害に

ついても賠償義務を負う。損害賠償額が極めて高額になることがある。 

米国の反トラスト法違反であるカルテルに参加した企業が被害者からクラスアクショ

ンにより損害賠償を請求されることがよくある。このクラスアクションは和解で終結する

ことが多いが、訴訟費用や和解金などのコストが数百億円に上ることもあるなど、終結に

至るまでの費用が高額になることも多く、事業経営に大きな影響を与えることがある。 

 

  



 

40 

4. 連邦法および州法との関係 

 

COPRA または COPRA に基づいて制定された規制と直接矛盾する場合に限り、かつ当

該直接的な対立の範囲内においてのみ COPRA は州法に優先する。州の法律、規則または

規制は、COPRAで保護されているよりも高いレベルの保護を個人に対して提供する場合、

直接の対立とは見なされず、無効化されない。 

これに対して、SDA は、州または州の行政小区域が対象事業者のデータプライバシーま

たはデータセキュリティおよび関連活動に関する法律、規則、ルール、要件または基準を

採択し、維持し、執行し、またはその効力を維持することができないとしており、広範に

連邦法による州法の先占（pre-emption）による無効化を認める。 

COPRA が採択された場合、CCPA/CPRA 上の規制のうち COPRA で保護されているよ

りも高いレベルの保護を個人に対して提供するものは無効化されないため、いずれにして

も CCPA/CPRA へのコンプライアンス対応については推進しておくべきである。また、

COPRA における連邦法と州法との関係に関する条項がこのまま維持された場合、

CCPA/CPRA のどの条項が無効化されるかについて問題となるが、これについては

COPRA の監督当局である FTC と CCPA/CPRA の監督当局であるカリフォルニアプライ

バシー保護局が相互の適用関係についてガイダンスを出すことになるものと考えられる。

COPRA、SDA、CCPA/CPRA、GDPR 上の対象事業者の義務および個人の権利並びに執

行の比較を表 24 にまとめた。 

 

表 24 COPRA、SDA、CPRA、GDPR 上の対象事業者の義務および個人の権利、並び

に執行の比較 

  概要 COPRA SDA CCPA/CPRA GDPR 

対
象
事
業
者
の
義
務 

対
象
デ
ー
タ
の
処
理
と
譲
渡
に
関
す
る
義
務 

適法性の義

務 

個人のセンシティブ対象データ

の処理および譲渡について事前

の積極的明示的同意を取得する

か、その例外に該当することを確

認する義務 

〇 〇 〇 

（センシティ

ブデータ以外

の個人データ

にも法的根拠

を要求） 

透明性の義

務 

対象事業者のデータ処理および

譲渡活動の詳細かつ正確な表現

を提供するプライバシーポリシ

ーを顕著かつ容易にアクセスで

きる方法で公表する義務 

〇 〇 〇 

公平性の義

務 

個人または個人の集団の実際の

または認識された人種、肌の色、

民族、宗教、国籍、性別、性同一

性、性的指向、家族状態、生体情

報、合法的な収入源、または障害

に基づいて、対象データを処理ま

たは譲渡しない義務 

〇 〇 〇 

目的の限定

の義務 

プライバシーポリシー記載また

は積極的明示的同意を取得した

特定の処理目的と譲渡を実行す

る義務 

〇 〇 〇 

 

データ最小

化の義務 

合理的に必要で、比例し制約され

ている範囲を超えて対象データ

を処理または譲渡してはならな

い義務 

〇 〇 〇 
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  概要 COPRA SDA CCPA/CPRA GDPR 

対
象
事
業
者
の
義
務 

 

対
象
デ
ー
タ
の
処
理
と
譲
渡
に
関
す
る
義
務 

データセキ

ュリティ慣

行の確立・

実装・維持

義務 

対象データの機密性、整合性、ア

クセシビリティを保護するため

に、合理的なデータセキュリティ

慣行を確立、実装および維持する

義務 

〇 〇 〇 

自動的意思

決定に関す

る義務 

住宅、教育、雇用または信用機会

の広告、または住宅、教育、雇用

または信用機会の適格性判断、ま

たは公共施設の場所へのアクセ

スまたは使用の制約の判断を行

うか促進するため、単独または部

分的にアルゴリズム意思決定に

関与するまたは対象データを処

理または譲渡する目的でアルゴ

リズム意思決定を支援する対象

事業者が当該アルゴリズム意思

決定につき毎年の影響評価を実

施する義務 

〇 〇 〇 

権利放棄の

禁止 

保証されるプライバシー権を放

棄する個人の合意に基づき、個人

へのサービスまたは製品の提供

に条件を付けてはならない義務 

 

〇 〇 〇 

忠実義務 欺瞞的なデータ慣行または有害

なデータ慣行に従事し、または

COPRA の規定に違反する方法で

対象データを処理または譲渡し

てはならない義務 

 

〇 〇 〇 

社
内
態
勢
に
関
す
る
義
務 

プライバシ

ーおよびデ

ータセキュ

リティ責任

者 

1 人以上の資格のある従業員をプ

ライバシー責任者としておよび 1

人以上の資格のある従業員（プラ

イバシー責任者として指定され

た従業員に加えて）をデータセキ

ュリティ責任者として選任する

義務 

〇 

（候補者は従

業員のみなら

ず契約受託者

も許容） 

× 

（プライバシ

ー責任者およ

びデータセキ

ュリティ責任

者の概念な

し） 

△ 

（データ保護

責任者が一定

の場合にのみ

義務付け。デ

ータセキュリ

ティ責任者の

概念なし。） 

包括的デー

タプライバ

シープログ

ラムおよび

データセキ

ュリティプ

ログラム 

包括的文書データプライバシー

プログラムおよびデータセキュ

リティプログラムを実装し、対象

事業者の製品またはサービスの

開発および運用慣行のライフサ

イクル全体にわたって対象デー

タのプライバシーとセキュリテ

ィを保護する義務 

 

〇 × 〇 

（説明責任の

原則がこれに

相当） 

経営陣の責

任 

対象事業者の大規模データ保有

者の最高経営責任者（または、最

高経営責任者がいない場合は事

業者の最高ランクのオフィサー）

および当該事業者の各プライバ

シー責任者およびデータセキュ

リティ責任者は、FTC が指定する

方法で、COPRA を遵守するため

の適切な内部統制、および当該認

証責任者が企業の COPRA の遵

守に影響を与える決定に関与し、

責任を負うことを保証するため

の報告構造を維持することを毎

年 FTC に認証する義務 

〇 

 

△ 

（「重大なリ

スク」処理に

ついてのみ年

次） 

△ 

（説明責任の

原則に読み込

むこともでき

ると考えられ

るが、責任を

負うことを保

証するための

報告構造の維

持の毎年の当

局への認証義

務はなし） 
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  概要 COPRA SDA CCPA/CPRA GDPR 

対
象
事
業
者
の
義
務 

社
内
態
勢
に
関
す
る
義
務 

サービスプ

ロバイダ /

第三者に関

する義務 

サービスプロバイダを選択する

際に合理的なデューデリジェン

スを実施し、サービスプロバイダ

を合理的に監視して、本条の該当

する要件への遵守を確保し、かつ

対象データを第三者に譲渡する

ことを決定する際に合理的なデ

ューデリジェンスを実施し、デー

タを譲渡する第三者の監視を行

う義務 

〇 △ 〇 

（処理者が

GDPR に遵

守すること、

処理契約を締

結する義務、

管理者の注意

義務として第

三者の監視を

行う義務あ

り） 

内部告発者

の保護 

内部告発のために情報提供を行

った個人を、免職、降格、停職、

脅迫、嫌がらせ、またはその他の

方法で差別してはならない義務 

〇 × × 

（GDPR 上

はなしだが、

他の GDPR

違反の嫌疑が

ある場合に、

情状事実とし

ては斟酌する

と考えられ

る） 

個
人
の
権
利 

アクセス権 対象事業者によって処理または

譲渡された個人の対象データの

コピーまたは正確な表現、対象事

業者によって個人の対象データ

が譲渡された第三者の名前およ

び対象事業者が当該データを第

三者に譲渡した目的の説明の提

供を受ける権利 

〇 〇 〇 

削除権 対象事業者によって処理される

個人の対象データを削除するか、

個人が削除できるようにしかつ

対象事業者が当該データを譲渡

したサービスプロバイダまたは

第三者に個人の削除要求を通知

させる権利 

〇 〇 〇 

訂正権 対象事業者によって処理される

個人の対象データのうち不正確

または不完全な情報を訂正する、

または個人によって訂正させ、か

つ対象事業者が当該データを譲

渡したサービスプロバイダまた

は第三者に訂正された情報を通

知させる権利 

〇 〇 〇 

データポー

タビリティ

権 

個人が当該対象データを理解で

きるように、人間が読み取れる形

式でかつ対象事業者が実行可能

な範囲で収集した、全ての対象デ

ータまたはその他の情報を含む、

構造化された、相互運用可能な、

機械で読み取り可能な形式で個

人の対象データを転送させる権

利 

〇 〇 〇 

譲渡のオプ

トアウト権 

個人が異議を述べる場合、対象デ

ータを第三者に譲渡してはなら

ず、かつ個人が当該対象データを

第三者に譲渡する対象事業者に

異議を述べる権利 

 

〇 〇 

（オプトアウ

トのリンクを

要求する分、

より厳しい） 

〇 

（処理の異議

権） 
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 概要 COPRA SDA CCPA/CPRA GDPR 

個
人
の
権
利 

センシティ

ブ対象デー

タのオプト

イン権 

個人のセンシティブ対象データ

の処理および譲渡について事前

の積極的明示的同意を求める権

利 

〇 〇 〇 

執
行
制
度 

監督当局の

種類 

独立した第三者機関としての監

督当局あり（FTC（新しいプライ

バシー保護に関する局（Bureau）

を創設する）） 

〇 

（FTCの既

存の体制で執

行） 

〇 

（カリフォル

ニアプライバ

シー保護局） 

〇 

（EU 加盟国

ごとにデータ

保護監督当

局） 

監督当局の

制裁金賦課

権限 

初回の法律・規則違反について民

事制裁金を賦課する権限はない

（同意命令や裁判所命令に違反

した場合に民事制裁金の賦課を

求める権限はあり。その後、違反

ごとまたは違反の日ごとに最大 4

万 3,280 米ドル）が、和解の場合

の民事制裁金には上限がなく、

Facebook 事件のように民事制裁

金が極めて高額なものとなるこ

とがありうる。 

〇 × 

（民事制裁金

を賦課する権

限あり） 

× 

（高額の制裁

金を賦課する

権限あり） 

司法長官に

よる執行 

州司法長官による執行あり。民事

制裁金の上限金額はない。 

〇 〇 

（州の司法長

官による執

行） 

× 

（データ保護

監督当局によ

る執行） 

私的訴訟権 広範な私的訴訟権および懲罰的

損害賠償を認める。クラスアクシ

ョンによる高額の損害賠償請求

が行われる可能性がある。 

× △ 

（より狭い範

囲で私的訴訟

権を認め、懲

罰的損害賠償

は認めない） 

△ 

（私的訴訟権

は認めるが、

懲罰的損害賠

償は認めな

い。） 
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5. COPRAへのコンプライアンス実務対応 

  

COPRA が立法化された場合に、日本企業が行うべき COPRA へのコンプライアンス実

務対応について整理する。COPRA によって先占（pre-emption）の規定により、

CCPA/CPRA 上の規制のうち COPRA で保護されているよりも高いレベルの保護を個人

に対して提供するもの以外は無効化されるが、いずれにしても、COPRA へのコンプライ

アンス実務対応においては、CCPA/CPRA に対応して準備した社内態勢やコンプライアン

ス文書を土台としつつ作り変えることになる。COPRA へのコンプライアンス実務対応の

ステップの一例を以下の通りまとめた。 

 

 ステップ 1. COPRA の適用範囲への該当性のチェック 

自社グループの中で「対象事業者」に該当する拠点を特定 

 「小規模事業者」への該当性の判断 

 「対象事業者」に該当しない場合にも「サービスプロバイダ」または「第三者」

に該当し COPRA 上の義務を負う可能性がある。 

 ステップ 2. COPRA 対応プロジェクトチームの組成 

・ 対象事業者に該当する自社グループ拠点から最低 1 名ずつ、CCPA/CPRA または

GDPR へのコンプライアンス対応に従事した経験のある従業員を担当者とするこ

とが望ましい。米国弁護士および IT セキュリティの専門家についても選任す

る。 

 ステップ 3-A. データマッピング 

 米国居住者の対象データの処理・譲渡の洗い出し、COPRA に基づく法的評価、

コンプライアンスのために必要な対応事項の特定（既に CCPA/CPRA で米国居住

者のデータマッピングを対応済みの場合にも、COPRA と CCPA/CPRA との違い

を踏まえて、データマッピングの結果のアップデートおよび/または追加のデータ

マッピングの実行が必要となる可能性がある） 

 対象データの処理・譲渡の記録（COPRA 対象データのインベントリー）の作成 

 プライバシーポリシーの作成に必要な情報の収集 

 事前の積極的明示的同意を取得する必要のある個人の特定 

 自社グループに関係のある「サービスプロバイダ」、「第三者」の特定 

 「大規模データ保有者」への該当性の判断 

 ステップ 3-B. 包括的プライバシープログラムの策定 

1. COPRA コンプライアンス体制の構築 

 対象事業者が COPRA を遵守するための適切な内部統制システムのルール策定 

 プライバシー責任者 1 名以上およびデータセキュリティ責任者 1 名以上を対象事

業者の従業員の中からそれぞれ選任 

 （大規模データ保有者についてのみ）認証責任者（最高経営責任者または最高ラ

ンクのオフィサー、プライバシー責任者およびデータセキュリティ責任者）が企

業の COPRA の遵守に影響を与える決定に関与し責任を負うことを保証するため

の報告構造の策定 

2. 対象データの処理と譲渡に関する義務への遵守のためのルール策定 

 対象データの処理・譲渡の記録（COPRA 対象データのインベントリー）の更新

のプロセスの策定 

 プライバシーポリシーの作成と更新のプロセスの策定：COPRA 上のプライバシ

ーポリシーの必要的記載事項を網羅的に記載 

 譲渡のオプトアウト権の行使のためのプロセスの策定：クッキー同意ツールを使

う形で譲渡のオプトアウト権の付与 

 個人からのプライバシー権行使への対応フローの作成 
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 アルゴリズム的意思決定に対する影響評価のプロセスに関するルール策定 

 COPRA 違反の内部告発のために情報提供を行った個人を、免職、降格、停職、

脅迫、嫌がらせ、またはその他の方法で差別してはならないという内部告発者保

護のためのルール策定 

 積極的明示的同意の取得のプロセスの策定・積極的明示的同意書フォームの作成 

 サービスプロバイダを選択する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、サー

ビスプロバイダを合理的に監視するためのルール策定：サービスプロバイダに関

するデューデリジェンスチェックリストおよびサービスプロバイダとの契約約款

のテンプレートの作成 

 対象データを第三者に譲渡することを決定する際に合理的なデューデリジェンス

を実施し、データを譲渡する第三者を監視するためのルール策定：第三者に関す

るデューデリジェンスチェックリストおよび第三者との契約約款のテンプレート

の作成 

 ステップ 3-C. 包括的データセキュリティプログラムの策定 

対象データの機密性、整合性、アクセシビリティを保護するために、合理的なデータセキ

ュリティ慣行を策定 

 脆弱性の評価 

 予防および是正措置 

 情報保持と破棄：データ保持ポリシーの策定 

 トレーニング：対象データへのアクセス権を持つ全ての従業員に対するトレーニ

ングプログラムの策定 

 対象データ漏洩の場合の対応計画の策定 

 ステップ 4-A. 包括的プライバシープログラムの実行 

 対象データの処理・譲渡の記録（COPRA 対象データのインベントリー）の完成

と一定の頻度での更新（四半期ごと） 

 プライバシーポリシーの完成とウェブサイトでの公表、一定の頻度での更新

（COPRA 対象データのインベントリーの更新時に必要があれば） 

 アルゴリズム的意思決定に対する影響評価の実行 

 積極的明示的同意書の取得 

 サービスプロバイダの選定にあたっての合理的なデューデリジェンスの実行、サ

ービスプロバイダとの契約約款の締結 

 第三者への対象データの譲渡の決定にあたっての合理的なデューデリジェンスの

実行、第三者との契約約款の締結 

 （大規模データ保有者の場合）認証責任者（最高経営責任者または最高ランクの

オフィサー、プライバシー責任者およびデータセキュリティ責任者）による、企

業の COPRA の遵守に影響を与える決定に関与し責任を負うことを保証するため

の FTC への年次報告 

 ステップ 4-B. 包括的データセキュリティプログラムの実行 

 対象データへのアクセス権を持つ全ての従業員に対するトレーニングプログラム

の実行 

 対象データ漏洩の場合の対応計画に沿ったトレーニングの実施 
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II. Q&A編 
 

Q1：COPRA が適用される対象データとは、どのようなデータを指しますか？ 

 

A1：対象データとは、（米国在住の）個人または個人の機器を識別するか、関連付けられ

ているか、合理的に関連付け可能な情報をいいます。例えば、氏名、所在地データ、電子

メールアドレス、電話番号、機器識別子、インターネットプロトコルアドレス（IP アドレ

ス）、クッキー、ビーコン、ピクセルタグ、モバイル広告識別子、顧客番号などがこれに当

たりますが、これらに限られず、広く米国在住の個人または個人の機器を識別するか合理

的に関連付け可能であれば、対象データに該当する可能性があります。 

「対象データ」の中でも、一定の形式のデータについては、「センシティブ対象データ」

と定義され、特に手厚い保護を受けます。以下の通りセンシティブ対象データには電子メ

ールアドレス、電話番号といった名刺情報にも掲載される基本的に全ての企業が処理して

いると考えられるものも含まれることから、広範な概念となっているといえます。 

 

概念 説明 

センシ

ティブ

対象デ

ータ 

次の形式のデータ： 

（A）社会保障番号、パスポート番号、運転免許証番号などの政府発行の識別子。 

（B）個人の過去、現在、または将来の身体的健康、精神的健康、障害、または診

断を説明または明らかにする情報。 

（C）銀行口座番号、デビットカード番号、クレジットカード番号または当該アカ

ウントへアクセスするために必要なセキュリティまたはアクセスコード、パスワ

ードまたは資格情報。 

（D）生体情報。 

（E）個人または機器の過去または現在の実際の物理的位置を明らかにする正確な

位置情報。 

（F）対象事業者が交信の受信者である場合を除き、個人の私的交信のコンテンツ

またはメタデータ、または当該交信の当事者の身元。 

（G）電子メールアドレス、電話番号またはアカウントログイン資格情報。 

（H）個人の人種、民族、国籍、宗教、または組合員としての地位を、当該情報の

開示に関する個人の合理的な期待と矛盾する方法により明らかにする情報。 

（I）当該情報の開示に関する個人の合理的な期待と矛盾する方法で個人の性的指

向または性的行動を明らかにする情報。 

（J）オンライン活動を、時間の経過とともにおよび第三者のウェブサイトまたは

オンラインサービスで明らかにする情報。 

（K）個人の機器で保持されるカレンダー情報、アドレス帳情報、電話またはテキ

ストのログ、写真またはビデオ。 

（L）個人の裸または下着を着た私的領域を示す写真、フィルム、ビデオ録画、ま

たは他の同様の媒体。 

（M）上記のデータ種類を識別するために処理または譲渡されるその他の対象デー

タ。 

（N）連邦法第 5 章の第 553 項に従って、FTC が規則作成を通じてセンシティブ

対象データであると判断したその他の対象データ。 

 

「対象データ」の定義に該当するもののうち、以下の通り、「非識別化データ」、「従業員

データ」および「公的記録」に該当するデータは、一定の条件の下に COPRA の適用が除

外されます。ここで、「従業員データ」に関する適用除外は限定的なものであることに注意

が必要です。 
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例えば、事業所において防犯目的でカメラを設置し、従業員の執務の状況を撮影したと

して、その際の従業員の映像や会話の内容等は「個人の雇用に必要な目的のためにのみ、

対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって保持または処理される」限り

において COPRA 上の「従業員データ」として適用除外の対象に含まれますが、処理の目

的がここで定義されるものから外れてしまった場合には、適用除外されないことになりま

す。つまり、「従業員」に関する情報が何でも COPRA の適用除外となるわけではなく、

処理の目的との関係で、相対的に決まってくるということに注意が必要です。 

 

概念 説明 

非識別化

データ 

事業者が次の各事項を行う場合に、個人、世帯もしくは個人または世帯が使用す

る機器に関する情報を推測またはリンクするのに合理的に使用できない情報。 

（A）情報を個人、世帯、または個人または世帯が使用する機器に再識別または

関連付けできないようにするための合理的な措置を講じる。 

（B）目立った方法で（i）匿名化された形式で情報を処理および譲渡することお

よび（ii）個人、世帯、または個人または世帯が使用する機器と情報を再特定ま

たは関連付けようとしないことを公に表明する。 

（C）上記各事項を遵守するために、対象事業者から情報を受信する個人または

事業者に契約上の義務を負わせる。 

従業員デ

ータ 

（A）対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって、個人の雇用

または求職の過程で個人に関して収集された対象データ（契約ベースまたは一時

ベースを含む）（当該データは、個人の雇用または求職に必要な目的のためにの

み、対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって保持または処理

されるものに限る） 

（B）対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって収集される対

象データで、対象事業者の従業員、契約受託者または求職者である個人の緊急連

絡先情報（当該データは、対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダに

よって、当該個人の緊急連絡先をファイルに登録する目的でのみ保持または処理

されるものに限る） 

（C）対象事業者の従業員または元従業員である個人（または個人の親族）につ

いて、対象事業者との個人の雇用に基づいて、当該個人または親族が権利を与え

られる給付を管理する目的で、対象事業者または対象事業者のサービスプロバイ

ダによって収集される対象データ（当該データは、当該特典を管理する目的での

み、対象事業者または対象事業者のサービスプロバイダによって保持または処理

されるものに限る） 

公的記録 連邦、州、または地方政府の記録から適法に入手可能な情報（ただし、対象事業

者が、関連する政府主体によって情報に課された制約または使用条件に従って、

当該情報を処理および譲渡する場合に限る。） 
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Q2：CCPA/CPRA の対象となる個人情報と比べて、COPRA で規定する保護対象となる

個人情報のカテゴリは増えているのでしょうか？それとも同程度の水準なのでしょう

か？ 

 

A2：CCPA/CPRA の保護対象となる個人情報のカテゴリは、COPRA の保護対象となる対

象データのカテゴリには幾つかの違いがあり、その中でも、BtoB の文脈での取引先の担

当者の個人情報が適用除外とならない点で、COPRA で規定する保護対象となる個人情報

のカテゴリは、CCPA/CPRA のそれよりも広くなっているといえます。 

 

項目 COPRA 上の個人の 

対象データ 

CCPA/CPRA の消費者の 

個人情報 

（1）データ主体 米国居住者 カリフォルニア州居住者 

（2）役職員等の雇用関連個

人情報が適用除外または適用

猶予の対象となるか 

なる（ただし、一定の利用目

的の範囲内であることを前提

として限定的に） 

なる（ただし、一定の利用目

的の範囲内であることを前提

として限定的に） 

（3）BtoB の文脈での取引

先の担当者の個人情報が適用

除外または適用猶予の対象と

なるか 

ならない なる（ただし、一定の利用目

的の範囲内であることを前提

として限定的に） 

(4)センシティブデータの 

範囲 

非常に広い 広い 

 

(1) データ主体の範囲 

 COPRA 上の「対象データ」の定義と CCPA/CPRA 上の「個人情報」の定義を比較する

と、前者では該当するデータの例が規定されていないのに対し、後者は該当するデータの

詳細な例示がなされているのが特徴的です。COPRA 上の「対象データ」のデータ主体は

米国在住者を意味し、これに対して、CCPA/CPRA 上の「個人情報」のデータ主体はカリ

フォルニア州の居住者を意味します。 

 

COPRA 上の 

「対象データ」 

CCPA/CPRA 上の「個人情報」 

（米国在住の）個人また

は個人の機器を識別す

るか、関連付けられてい

るか、合理的に関連付け

可能な情報をいう。対象

データには、個人または

個人の機器を識別する

か、関連付けられている

か、合理的に関連付け可

能なものをいう。 

特定の消費者（カリフォルニア州の居住者）または世帯を、識別し、

関連し、叙述し、合理的に関連付けることができ、または直接的に

もしくは間接的に合理的に関連付けることのできる情報を意味す

る。個人情報には､以下に限定されるわけではないが、特定の消費

者または世帯を識別し、関連し、叙述し、合理的に関連付けること

ができ、または直接的にもしくは間接的に合理的に関連付けるこ

とのできるものであれば、以下が含まれる。 

（A）識別子。例えば、実名、別名、郵便住所、一意の個人識別子、

オンライン識別子であるインターネット･プロトコル･アドレス、

電子メールアドレス、アカウント･ネーム、社会保険番号、運転免

許証番号、旅券番号、またはその他の類似の識別子。 

（B）第 1798.80 条第(e)項で規定する個人情報（特定の個人を識

別、関連、説明、または関連付けることができる情報で、名前、署

名、社会保障番号、身体的特徴または説明、住所、電話番号、パス

ポート番号、運転免許証または州の身分証明書番号、保険証券番

号、教育、雇用、雇用履歴、銀行口座番号、クレジットカード番号、

デビットカード番号、その他の財務情報、医療情報または健康保険

情報を含む） 
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（C）カリフォルニア州法または連邦法のもとでの保護された分類

の特性。 

（D）商業的情報。個人の財産の記録、購入、取得または検討した

製品またはサービスの記録、または、その他の購入または消費の履

歴または傾向についての記録を含む。  

（E）生体情報。 

（F）インターネットまたはその他の電子的なネットワーク活動の

情報。閲覧履歴、検索履歴、および、インターネット･ウェブサイ

ト、アプリケーションまたは広告との消費者のやりとりの情報を

含むが、これに限られない。  

（G）地理位置データ。  

（H）音声、電子、視覚、温度、嗅覚、または類似の情報。 

（I）職業または雇用に関する情報。 

（J）公に利用可能な、家族教育権とプライバシー法（20 U.S.C. 

section 1232g, 34 C.F.R. Part 99）に定義されている個人識別情報

ではない情報として定義される教育情報。 

（K）消費者についての選好、性格、心理的傾向、性質、行動、態

度、インテリジェンス、能力および素質を反映する消費者のプロフ

ァイルを作成するために本項で識別された情報から引き出され

た、推定。  

（L）センシティブ個人情報。 

 

(2) 役職員等の雇用関連個人情報が適用除外または適用猶予の対象となるか 

 COPRA 上も CPRA 上も役職員等の雇用関連個人情報は、特定の利用目的で処理される

場合に限って、COPRA の適用除外または CPRA の適用猶予の対象となります。したがっ

て、企業としては、役職員等の雇用関連個人情報に関しても、これらの適用除外または適

用猶予の対象となる範囲を画定させるため、データマッピングを行い、個人情報の処理・

譲渡等の対象となるデータのカテゴリ、量、利用目的等の状況に関する事実把握とリスト

アップを行う必要があります。 

COPRA 上の「対象データ」から除外され

る「従業員データ」 

CPRA の適用猶予規定の対象となる役職員等

の雇用関連個人情報 

データの範囲 利用目的の範囲 適用猶予となる個人情

報 

適用猶予となる利用

目的の範囲 

対象事業者または対

象事業者のサービス

プロバイダによっ

て、個人の雇用また

は求職の過程で個人

に関して収集された

対象データ（契約ベ

ースまたは一時ベー

スを含む） 

当該データは、個人

の雇用または求職

に必要な目的のた

めにのみ、対象事業

者または対象事業

者のサービスプロ

バイダによって保

持または処理され

るものに限る。 

事業者の求職者、従業

員、所有者、役員、オ

フィサー、医療スタッ

フメンバーまたは契約

受託先（「役職員等」）

として行動する過程に

おいて、当該事業者が

当該自然人について収

集する個人情報 

当該自然人の個人情

報が、役職員等として

の当該自然人の役割

または以前の役割の

文脈内でのみ収集お

よび使用されるもの 

対象事業者または対

象事業者のサービス

プロバイダによって

収集される対象デー

タで、対象事業者の

従業員、契約受託者

または求職者である

個人の緊急連絡先情

報 

当該データは、対象

事業者または対象

事業者のサービス

プロバイダによっ

て、当該個人の緊急

連絡先をファイル

に登録する目的で

のみ保持または処

理されるものに限

る。 

事業者が収集する、役

職員等として行動する

自然人の緊急連絡先で

ある個人情報 

当該個人情報が専ら

緊急連絡先をファイ

ルに入れる文脈内で

収集および使用され

るもの 
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対象事業者の従業員

または元従業員であ

る個人（または個人

の親族）について、対

象事業者との個人の

雇用に基づいて、当

該個人または親族が

権利を与えられる特

典を管理する目的

で、対象事業者また

は対象事業者のサー

ビスプロバイダによ

って収集される対象

データ 

当該データは、当該

特典を管理する目

的でのみ、対象事業

者または対象事業

者のサービスプロ

バイダによって保

持または処理され

るものに限る。 

役職員等として行動す

る自然人に関連する他

の自然人の特典を管理

するために保有が必要

な個人情報 

当該特典を管理する

文脈内でのみ収集お

よび使用されるもの 

＜ここがポイント＞ 

 「従業員データ」に関する適用除外は限

定的なもの。 

 例えば、事業所において防犯目的でカメ

ラを設置し、従業員の執務の状況を撮影

したとして、その際の従業員の映像や会

話の内容等は「個人の雇用に必要な目的

のためにのみ、対象事業者または対象事

業者のサービスプロバイダによって保持

または処理される」限りにおいて

COPRA 上の「従業員データ」として適

用除外の対象に含まれるが、処理の目的

がここで定義されるものから外れてしま

った場合には、適用除外されないことに

なる。つまり、「従業員」に関する情報が

何でも COPRA の適用除外となるわけで

はなく、処理の目的との関係で、相対的

に決まってくる。 

 役職員等の雇用関連個人情報の収集の一部に

は適用猶予とならないものがある。 

 適用猶予となる範囲から外れる可能性がある

もの→外れると全ての CPRA の規定の適用

を受ける 

 日本本社が、①米国子会社での幹部候補者の

採用を承認するために CV を受け取る（「事

業者」の「求職者」ではない）、②米国子会

社所属の駐在員の個人情報を収集する（「事

業者」の「従業員」ではない場合）、③日本

本社のグローバル内部通報制度によって米国

子会社の従業員からの通報を受け取る（「事

業者」の「従業員」ではない）等 

 役職員の家族の個人情報を収集・使用する 

 事業所の防犯カメラに撮影された従業員の映

像に含まれる個人情報を防犯目的以外で使用

する 

 従業員の人事評価に関する情報を担当者以外

の他の従業員と共有する 

 役職員等の個人情報についても CPRA 対応

のためのデータマッピングを行うことが必要 

 2023 年 1 月 1 日より前に適用猶予の期限を

延期または恒久化する法改正がなされなけれ

ば、役職員等の個人情報について適用猶予さ

れている CPRA の他の規定も全て適用され

ることになる。 
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(3) BtoB の文脈での取引先の担当者の個人情報が適用除外または適用猶予の対象となる

か 

 COPRA 上は BtoB の文脈での取引先の担当者の個人情報が適用除外の対象となること

はなく「対象データ」に含まれ、かつその中でも「センシティブ対象データ」に位置付け

られ、手厚い保護を受けることになります。これに対して、CPRA 上は、BtoB の文脈で

の取引先の担当者の個人情報が CPRA の一部規定の適用猶予の対象となり、詳細は以下

の通りです。 

 

CPRA 一部規定の適用猶予の対象となる B to B の文脈での取引先の担当者の個人情報 

適用猶予となる個人情報 適用猶予となる範囲 

消費者が、会社、パートナーシップ、個人事

業主、非営利または政府機関（「会社等」）に

対して従業員、所有者、役員、オフィサーま

たは契約受託先として活動する自然人であ

る場合（消費者が会社等の役職員等である場

合）に、事業者と消費者との間の書面または

口頭による連絡または取引を反映した個人

情報 

事業者との連絡または取引が、以下の文脈に限

って生じる場合 

①消費者が所属している会社等に関して事業

者がデューデリジェンスを実施する 

②当該会社等に対する商品やサービスの提供、

または 

③当該会社等からの商品やサービスの受領 

＜ここがポイント＞ 

 上記適用猶予規定は、あらゆる BtoB の文脈での取引先の担当者の個人情報の収集、利

用、移転に適用されるものではない。例えば、以下の場合には適用猶予となる範囲から外

れることになる。 

 BtoB の文脈で収集した取引先の担当者の個人情報を商品やサービスの提供や受領の文脈

とは異なる文脈でマーケティングに用いた場合 

 取引先の担当者の名刺を、当該担当者の所属先の会社等への商品やサービスの提供とは無

関係に、当該担当者個人に対する連絡に用いた場合。例えば、一般的な市況に関するもの

をはじめとする商品やサービスの提供と無関係な情報交換への誘い、ヘッドハンティング

の声掛け、個人的な会食への誘い等 

 BtoB の取引先の担当者の個人情報についても CPRA対応のデータマッピングが必要。 

 2023 年 1 月 1 日より前に適用猶予の期限を延期または恒久化する法改正がなされなけれ

ば、BtoB の取引先の担当者の個人情報について適用猶予されている CPRA の他の規定も

全て適用されることになる。 

 

(4) センシティブデータの範囲 

 COPRA 上のセンシティブ対象データの範囲は、CCPA/CPRA 上のセンシティブ個人情

報の範囲よりも広く、特に、CCPA/CPRA 上のセンシティブ個人情報の範囲に含まれない

次のカテゴリの情報を含みます。 

 電子メールアドレス、電話番号またはアカウントログイン資格情報。 

 オンライン活動を時間の経過とともにおよび第三者のウェブサイトまたはオンラインサ

ービスで明らかにする情報。 

 個人の機器で保持されるカレンダー情報、アドレス帳情報、電話またはテキストのロ

グ、写真またはビデオ。 

 個人の裸または下着を着た私的領域を示す写真、フィルム、ビデオ録画、または他の同

様の媒体。 

上記の点を除き、COPRA 上のセンシティブ対象データの範囲と CCPA/CPRA 上のセン

シティブ個人情報の範囲は、多少の違いはあるものの、ほぼ一致するといえます。 
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①COPRA 上のセンシティブ

対象データ 

②CCPA/CPRA 上のセンシ

ティブ個人情報 

類似点と相違点 

社会保障番号、パスポート番

号、運転免許証番号などの政

府発行の識別子 

消費者の社会保障番号、運転

免許証番号、州の身分証明書

番号またはパスポート番号 

①には州の身分証明書が列記

されていないが、政府発行の

識別子に含まれると考えられ

る。 

個人の過去、現在、または将

来の身体的健康、精神的健康、

障害、もしくは診断を説明ま

たは明らかにする情報 

消費者の健康に関し収集・分

析された個人情報 

消費者の遺伝子データ 

②の消費者の遺伝子データ

は、①に明示的に列記されて

いないものの、①に含まれる

ものと考えられる。 

銀行口座番号、デビットカー

ド番号、クレジットカード番

号または当該銀行口座へアク

セスするために必要なセキュ

リティまたはアクセスコー

ド、パスワードまたは資格情

報 

アカウントへアクセスするた

めに必要なセキュリティコー

ド、アクセスコード、パスワ

ードまたは資格情報との組み

合わせによる消費者のアカウ

ントログイン番号、銀行口座

番号、デビットカード番号ま

たはクレジットカード番号 

②は、「アカウントへアクセス

するために必要なセキュリテ

ィコード、アクセスコード、

パスワードまたは資格情報と

の組み合わせによる」という

限定付きで「消費者のアカウ

ントログイン番号、銀行口座

番号、デビットカード番号ま

たはクレジットカード番号」

をセンシティブ個人情報の範

囲に含めるのに対し、①はそ

うした限定なしで、「銀行口座

番号、デビットカード番号、

クレジットカード番号、当該

銀行口座へアクセスするため

に必要なセキュリティまたは

アクセスコード、パスワード

または資格情報」をセンシテ

ィブ対象データの範囲に含め

る。 

生体情報 消費者を一意的に特定するた

めの生体情報の処理 

②には「消費者を一意的に特

定するための」という限定が

かけられている。 

個人もしくは機器の過去また

は現在の実際の物理的位置を

明らかにする正確な位置情報 

消費者の正確な地理的位置 ①は機器の位置情報が含まれ

ることを明示する。 

対象事業者が交信の受信者で

ある場合を除き、個人の私的

交信の内容またはメタデー

タ、または当該交信の当事者

の身元 

消費者の郵便物、電子メール、

テキストメッセージの内容

（ただし、事業者が通信の対

象となる受信者でない場合） 

①と②はほぼ同じことを意味

すると考えられる。 

個人の人種、民族、国籍、宗

教、または組合員としての地

位を、当該情報の開示に関す

る個人の合理的な期待と矛盾

する方法で、明らかにする情

報 

消費者の人種的または民族的

出自、宗教的または哲学的信

条、または組合員としての地

位 

①には国籍が含まれている

分、②より広い。他方で、①

には「当該情報の開示に関す

る個人の合理的な期待と矛盾

する方法で」という限定が入

っている分、②よりも狭い。 

当該情報の開示に関する個人

の合理的な期待と矛盾する方

法で、個人の性的指向または

性的行動を明らかにする情報 

消費者の性生活や性的指向に

関し収集・分析された個人情

報 

①には「当該情報の開示に関

する個人の合理的な期待と矛

盾する方法で」という限定が

入っている分、②よりも狭い。 
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Q3：COPRA において BtoB 企業が特に留意するべき内容はどのようなものになります

か？ 

 

A3：BtoB 企業は COPRA が CCPA/CPRA とは異なり、BtoB の文脈での取引先の担当者

の個人情報を適用猶予の対象としておらず、反対に、BtoB の文脈での取引先の担当者の

コンタクト情報（電子メールアドレス等）をセンシティブ対象データに分類しており、慎

重な実務対応が必要となることに特に注意が必要であると考えられます。また、役職員等

の雇用関連個人情報についても、COPRA 上、一定の目的での処理・譲渡に限り適用除外

が認められているものの、当該適用除外規定の範囲内に含まれるかどうかは、データマッ

ピングを行った上で、慎重な確認が必要となる点についても注意が必要です。 

 

Q4：センシティブではない「対象データ」は、例えば、どういう情報が対象になるので

しょうか？ 

 

A4：「対象データ」とは（米国在住の）個人または個人の機器を識別するか、関連付けら

れているか、合理的に関連付け可能な情報をいい、そのうちセンシティブ対象データでは

ないものとしては、以下のような情報が対象になると考えられます。 

 識別子。例えば、実名、別名、郵便住所、一意の個人識別子、オンライン識別子である

インターネット･プロトコル･アドレス、アカウントネーム。 

 商業的情報。個人の財産の記録、購入、取得または検討した製品またはサービスの記

録、または、その他の購入または消費の履歴または傾向についての記録を含む。 

 音声、電子、視覚、温度、嗅覚、または類似の情報。 

 職業または雇用に関する情報。 

 個人についての選好、性格、心理的傾向、性質、行動、態度、インテリジェンス、能力

および素質を反映する消費者のプロファイルを作成するために識別された情報から引き

出された、推定。  

 

Q5：センシティブ対象データは特に手厚い保護を受けるということですが、センシティ

ブ対象データだけを対象にした権利および義務とは何でしょうか？ 

 

A5：対象事業者には、センシティブ対象データとの関係で、適法性の義務・透明性の義務

としてより重いものが規定されています。すなわち、対象事業者は、個人の事前の積極的

明示的同意なしに、個人のセンシティブ対象データを処理または譲渡してはならず、また

個人にセンシティブ対象データを処理するための積極的明示的同意を撤回するための消

費者に優しい手段を提供しなければならないとされています。対象事業者は、処理または

譲渡が合理的に必要で、比例し、当該目的に限定されている場合、以下のいずれかの目的

で、個人の積極的明示的同意なしに対象データを処理または譲渡できます。 
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センシティブ対象データの処理・譲渡について例外的に積極的明示的同意が不要となるため

の要件 

（A）取引を完了するか、請求、発送、会計など、個人が特に要求する注文またはサービスを

実行すること。 

（B）対象事業者によって提供される製品またはサービスの機能を保証するために、システム

メンテナンス、システムのデバッグ、またはエラーの修復を実行するため。 

（C）セキュリティインシデントの検出または対応、安全な環境の提供、または製品またはサ

ービスの安全性の維持。 

（D）悪意のある、不明朗な、詐欺的なまたは違法な活動から保護するため。 

（E）法的義務を遵守するもしくは法的請求の確立、行使、または防御を行う。 

（F）個人が死または重傷を負う危険があると誠実に信じている場合に、個人が危害を受ける

のを防ぐこと。 

（G）連邦法または州法に従って製品のリコールを実施すること。 

（H）他の全ての適用され得る倫理およびプライバシー法を遵守する、公共の利益のための科

学的、歴史的または統計的研究の実行 

 

Q6：「積極的明示的同意」はどのように取得すればよいのでしょうか？ 

 

A6：「積極的明示的同意」とは、以下の要件を満たす特定の要求に応じて、行為または慣

行に対する個人の承認を明確に伝える個人による積極的な行為をいいます。 

 

内容 

（i）要求は、単独の開示で個人に提供される。 

（ii）要求には、個人の同意が求められている各行為または慣行の説明が含まれ、（I）個人の

要求を満たすために必要な行為または慣行と、別の目的のための行為または慣行を明確に区

別する、および（II）はわかりやすい言語で書かれており、合理的な個人が行為または慣行を

識別して理解できるようにする顕著な見出しが含まれている。 

（iii）要求は、同意に関連する個人の該当する権利を明確に説明する。 

 

COPRA 上、事業者は、個人の不作為または事業者が提供するサービスまたは製品の個

人の継続的な使用から個人が行為または慣行に積極的明示的同意を提供したと推測して

はならないと規定されており、黙示的同意が COPRA 上の積極的明示的同意の要件を満た

さないこととされています。 

実務対応としては、COPRA を遵守した積極的明示的同意を取得するための同意書フォ

ームを準備する必要があります。その上で、積極的明示的同意を取得する必要のある個人

に、当該同意書フォームを示し、当該フォームに必要な情報を記入してもらう形で、積極

的明示的同意を取得することになります。 

そのためには、まず、データマッピングの段階で、対象事業者として、積極的明示的同

意を取得する必要のある個人や積極的明示的同意を取得することのできる場面やプラッ

トフォームを分析・検討する必要があります。積極的明示的同意の取得の方法は、オフラ

インとオンラインとが考えられますが、前者は対象データの取得を直接行う場合にその場

で紙ベースの同意書フォームに記入してもらう方法、後者はモバイルアプリや自社のウェ

ブサイトといった個人との接点に同意書フォームをデジタルで準備して入力してもらう

方法や、オンラインソフトウェアによる同意管理プラットフォーム上で同意書フォームに

入力してもらう方法などさまざまなやり方が考えられます。 
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COPRA 上は、個人にセンシティブ対象データを処理するための積極的明示的同意を撤

回するための消費者に優しい手段を提供することが対象事業者の義務とされているため、

同意管理プラットフォームのような積極的明示的同意を 1 度提供した個人がいつでもア

クセスできる場を運営することが厳密な意味での COPRA のコンプライアンスのために

は必要となるものと考えられます。 

 

Q7: COPRA はどのような場合に適用されますか？ 

 

A7：COPRA は、米国在住の個人に関する対象データを「処理」または「譲渡」する場合

に適用されます。対象データの「処理」や「譲渡」の具体例は以下の通りです。 

 

概念 説明 例 

処理 対象データの収集、分析、組

織化、構造化、保持、使用、ま

たはその他の処理を含む対象

データに対して実行される作

業または作業のセット 

 米国在住の取引先従業員との名刺交換 

 米国在住の個人から自社のウェブサイトへの

アクセス履歴の解析 

 米国在住の取引先従業員の連絡先リストの作

成 

 米国在住の取引先従業員のデータベースへの

入力 

 米国在住の取引先従業員や消費者の情報が含

まれたデータベースへのアクセス 

譲渡 （A）対価と引き換えにまた

は（B）商業目的のためにサー

ビスプロバイダまたは第三者

に対し対象データを開示、公

開、共有、配布、利用可能化、

販売、ライセンス供与または

その他の方法で伝達すること 

 日本企業の米国子会社が米国在住の取引先従

業員のデータを、クラウド事業者が提供する

クラウドサーバにアップロードすること 

 日本企業の米国子会社のウェブサイト上で取

得する米国在住のウェブサイト訪問者のクッ

キー情報が他の第三者に転送されること 

 

Q8：COPRA は誰に適用されますか？①「米国在住の個人向けの商品・サービス、広告

をウェブサイト上に掲載し、米国在住の個人から対象データを収集している日本本社」、

②「米国で営業している日本本社の支店・駐在員事務所」や③「日本から輸出ベースで

米国のビジネスを行っている日本企業」は全て COPRA の適用対象になる可能性がある

ということでしょうか？ 

 

A8：COPRA は、米国在住の個人に関する「対象データ」の「処理」または「譲渡」が行

われる場合に、「対象事業者」、「サービスプロバイダ」および「第三者」に対して、適用さ

れます。したがって、COPRA は、対象事業者が米国外で設立されたものである場合であ

っても適用される可能性があり、①、②および③はいずれも対象事業者として COPRA の

適用を受ける可能性があります。 
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概念 説明 例 

対象事

業者 

（i）FTC 法の適用対象（米国商取引に従事している、

または商取引に影響を与える個人、組合または企業）

であり、かつ（ii）対象データを処理または譲渡する

事業者または個人 

 日本企業の米国子会社 

 米国在住の個人向けの商

品・サービス、広告をウ

ェブサイト上に掲載し、

米国在住の個人から対象

データを収集している日

本本社 

 米国で営業している日本

本社の支店・駐在員事務

所 

サービ

スプロ

バイダ 

別の対象事業者に代わって、またはその指示に従っ

て、サービスまたは機能を実行する過程で、（i）当該

サービスまたは機能の履行に関してまたは（ii）法的

義務を遵守するためもしくは法的請求を確立、行使ま

たは防御するために必要な限度で、対象データを処理

または譲渡する対象事業者 

 サービスプロバイダと対象事業者の間の直接的な

関係外で対象データを処理または譲渡する対象事

業者は含まれない。 

 日本企業の米国子会社が

使用するクラウドサービ

ス事業者 

 日本企業の米国子会社が

使用する給与計算代行事

業者 

第三者 対象事業者によって譲渡される対象データを処理ま

たは譲渡し、当該データに関してはサービスプロバイ

ダではなく、かつ 2 つの事業者が共通の所有権または

企業の支配によって関連付けられ、共通のブランドを

共有しない個人または事業者 

 「対象事業者」にも「サービスプロバイダ」にも

該当せず、対象事業者によって譲渡される対象デ

ータを処理または譲渡する個人または事業者のこ

と 

 「小規模事業者」に該当

する個人または事業者 

 COPRA 上の「対象事業

者」に含まれない非営利

団体 

 

また、対象事業者には、（1）対象事業者を支配し、（2）対象事業者に支配され、（3）対

象事業者と共通支配下にあり、または（4）対象事業者と共通ブランド（共有名、サービス

マーク、または商標）を共有する事業者または個人が含まれます。ここで「支配」とは、

ある事業者に関して（A）事業者のあらゆる種類の議決権の発行済み株式の 50％以上の所

有権または議決権、（B）事業者（または同様の職務を遂行する個人）の取締役の過半数の

選任を何らかの方法で支配するまたは（C）事業者の経営に対して支配的な影響力を行使

する権限のことをいいます。 

すなわち、COPRA 上、「対象事業者」への該当の有無は、企業グループごとに判断され

るものといってよいでしょう。「対象事業者」の範囲の判断基準の考え方は以下の通りで

す。 
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概念 例 

（1）対象事業者

を支配し 

日本企業の米国子会社 A は米国内で事業を行い、対象データの処理および

譲渡を行っており、対象事業者に該当する。 

米国子会社 A の 100％親会社（A の議決権付き株式全てを保有する完全親

会社）である日本本社 B は、対象事業者である米国子会社 A を支配してい

る。 

（2）対象事業者

に支配され 

米国子会社 A の 100％子会社であるメキシコ子会社 C（A が C の議決権付

き株式全てを保有する関係にある A の完全子会社）は、対象事業者である

A に支配されている。 

（3）対象事業者

と共通支配下に

あり 

カナダ子会社 D は、日本本社 B の 100％子会社（B が D の議決権付き株

式全てを保有する関係にある B の完全子会社）であり、同じく日本本社 B

の 100%子会社であって対象事業者である A と、B の共通支配下にある。 

（4）対象事業者

と共通ブランド

（共有名、サー

ビスマーク、ま

たは商標）を共

有する 

米国子会社 A の商号は、その一部に B の商号を含んでおり（A の商号は B 

USA Corporation という）、また A は B グループのロゴを企業ロゴとして

使用している。 

米国子会社 A は少数株主として、ボストンにある別会社 E に対し出資し

た。その結果、E の商号は、将来的に E が B の傘下に入ることを視野に入

れ、その一部に B の商号を含む形で商号変更し（E の商号は Boston B 

Limited という）、また E は B グループのロゴを企業ロゴとして使用する

ことになった。もっとも、A は、現在のところ、E を支配しておらず、E

に支配されておらず、また E と共通支配下にあるわけでもない。 

米国子会社 A は対象事業者であり、ボストンの出資先である別会社 E は

対象事業者である A と共通ブランドを共有している。 

 

COPRA 上、小規模事業者は「対象事業者」から除外されます。「小規模事業者」に該当

するためには、過去 3 年間（または、その日付の時点でその期間が 3 年未満の場合、事業

者が存在している期間に関して）、 

（i）年間平均総収入が 2,500 万ドル（約 25 億円）を超えておらず、 

（ii）年間ベースで平均 10 万以上の個人、世帯もしくは個人または世帯が使用する機器の

対象データを処理しておらず、かつ 

（iii）個人の対象データの譲渡から年間収入の 50％以上の収入を上げていない 

という 3 要件をいずれも満たす必要があります。 

 上記 3 要件への該当の有無の判断において、年間平均総収入、データ処理量および事業

者の年間収入の比率には、（1）事業者を支配し、（2）事業者に支配され、（3）事業者と共

通支配下にあり、または（4）事業者と共通ブランド（共有名、サービスマーク、または商

標）を共有する者の収入および処理活動を含めなければなりません。 

 そのため、「小規模事業者」の 3 要件への該当の有無の判断は、企業グループごとに行

うことになります。これは、日本企業グループの米国事業の規模が比較的小規模なもので

あって、年間平均総収入が過去 3 年間、一度も 2,500 万ドルを超えたことがなかったとし

ても、当該日本企業グループの全世界売上高が 2,500 万ドルを超えていれば、「小規模事

業者」の 3 要件には該当しないことになることを意味します。 

 すなわち、企業グループとしての全世界売上高が 2,500 米ドルを超えている日本国内法

人が、米国国内子会社（100%子会社）を有しているといった場合には、この米国国内子会

社の年間平均総収入の多寡に関わらず、「小規模事業者」に該当せず、COPRA の適用の可

能性がある点に注意が必要です。 

 ①、②および③のいずれの場合も、下の「小規模事業者」の要件に該当しないかを検討
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する必要がありますが、上記要件（i）（売上高要件）を満たす場合（企業グループとして

の全世界売上高が 2,500 万ドルを超えている日本国内法人）や上記要件（ii）（対象データ

の量の要件）を満たす場合（COPRA 上の対象データには、IP アドレスや Cookie 識別子

等が含まれることから、米国内の居住者から年間で 10 万件以上（1 日平均約 274 件）の

アクセスを受けるウェブサイトを企業グループとして有しており、IP アドレス等の対象

データを処理している場合）が多いものと考えられます。 

 

Q9: COPRA が適用される地域はどこですか？ 

  

A9：COPRA は、米国国内はもちろんのこと、米国国外であっても適用される可能性があ

ります。「対象事業者」とは、（i）FTC 法（15 U.S.C. 41 et seq.）の適用対象（米国商取

引に従事している、または商取引に影響を与える個人、組合または企業）であり、かつ（ii）

対象データを処理または譲渡する事業者または個人をいいます。典型的には、日本企業の

米国子会社に適用されます。 

COPRA は、対象事業者が米国外で設立されたものである場合であっても適用される可

能性があります。日本本社に対しても、米国在住の個人に対して商品またはサービスを提

供する場合、もしくは米国在住の個人から対象データを収集している場合に適用される可

能性があります。例えば、米国在住の個人向けの商品・サービス、広告をウェブサイト上

に掲載し、米国在住の個人から対象データを収集している日本本社や、米国で営業してい

る日本本社の支店・駐在員事務所も「小規模事業者」に該当しない場合には適用がありま

す。 

 

Q10：COPRA は公的機関、地方自治体、非営利団体にも適用されますか？ 

 

A10：COPRA は公的機関、地方自治体、非営利団体にも、これらが「第三者」に該当す

る限度で、適用され得ます。 

 

用語 内容 例 

第三者 対象事業者によって譲渡される対象データを処理また

は譲渡し、当該データに関してはサービスプロバイダ

ではなく、かつ 2 つの事業者が共通の所有権または企

業の支配によって関連付けられ、共通のブランドを共

有しない個人または事業者 

 「対象事業者」にも「サービスプロバイダ」にも該

当せず、対象事業者によって譲渡される対象データ

を処理または譲渡する個人または事業者のこと 

 「小規模事業者」に該

当する個人または事業

者 

 COPRA 上の「対象事

業者」に含まれない非

営利団体 
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COPRA 上の第三者の義務は以下の通りです。 

 

第三者の義務の内容 

（1）第三者は合理的な個人の期待と矛盾する目的で第三者データ（対象事業者によって第

三者に譲渡される対象データ）を処理してはならない。 

（2）第三者が対象事業者の表明について合理的なデューデリジェンスを実施し、それらの

表明が信頼できると判断した場合は、合理的な個人の期待に関する第三者データを譲渡した

対象事業者によって行われた表明に合理的に依拠できる。 

（3）第三者データを受信すると、当該データに関するセンシティブ対象データのオプトイ

ン権の要件が免除されるが、COPRA の他の全ての条項の下で、当該データに対して対象事

業者と同じ責任と義務を有するものとする。 

  

したがって、COPRA は公的機関、地方自治体、非営利団体にも一定程度適用され、第

三者としての義務を負う可能性があるため、（COPRA が採択された場合には）「対象事業

者」から「対象データ」の譲渡を受けていないかどうかについて事実把握（データマッピ

ング）を行い、COPRA 対応を進める必要があります。もっとも、現状では、非営利団体

は COPRA 上の「対象事業者」には該当しないことは明らかであるため、例えば、非営利

団体が主催するイベントにおいて収集する対象データに関して、当該非営利団体は対象事

業者としての義務は負わないことになります（なお、公的機関や地方自治体については、

COPRA の規定上は「第三者」に問題なく該当すると考えられるものの、COPRA の適用

除外とならないかが今後議論される可能性があると考えられます）。 

 なお、SDA は、非営利団体を「対象事業者」の範囲に含めているため、「対象事業者」

の範囲について SDA の考え方が採用された場合には、非営利団体にも「対象事業者」と

して SDA が適用される可能性があります（公的機関や地方自治体も「対象事業者」また

は「第三者」に該当することになるかは、現状の SDA の規定からは不明確です。）。その

ため、非営利団体は米国連邦データプライバシー法案の行方を注視する必要があるといえ

ます。 

 

Q11：米国国内に現地法人を置いていない場合も、COPRA の適用対象になりますか？ 

 

A11：COPRA は、対象事業者が米国外で設立されたものである場合であっても適用され

る可能性があります。日本本社に対しても、米国在住の個人に対して商品またはサービス

を提供する場合、もしくは米国在住の個人から対象データを収集している場合には適用さ

れる可能性があります。例えば、米国在住の個人向けの商品・サービス、広告をウェブサ

イト上に掲載し、米国在住の個人から対象データを収集している日本本社や、米国で営業

している日本本社の支店・駐在員事務所も「小規模事業者」に該当しない場合には適用が

あります。 
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Q12：企業の現地従業員のデータも、COPRA の適用対象になりますか？ 

 

A12：はい、企業の現地従業員のデータも、COPRA の適用対象となります。「対象データ」

には「従業員データ」に関する除外規定がありますが、これは「従業員データ」の「処理」

および「譲渡」の全てを COPRA の適用除外とするものではなく、一定の限られた目的で

の「処理」および「譲渡」についてのみ、COPRA の適用除外とするものであるためです。 

 

Q13：COPRA を所管する当局とは何ですか？どのような権限がありますか？ 

 

A13：COPRA のエンフォースメント（執行）には 3 種類あり、COPRA の執行は FTC、

州司法長官または個人によって行われますが、COPRA を所管する当局は、直接的には、

FTC と州司法長官になります。 

FTC による COPRA の執行の内容を占うには、FTC によるこれまでの FTC 法の執行

の内容が参考になります。例えば、FTC は、（A）人、組合または法人（銀行、通信事業

者、連邦信用組合、貯蓄/貸付団体または非営利団体以外）が、（B） 「商取引においてま

たは商取引に影響する不公正もしくは欺瞞的な行為または慣行を行う…」と（C） 「信じ

る理由」がある場合に FTC 法違反に基づく調査を開始することができます。 

 

（A）人、組合または法人（*銀行、通信事業者、連邦信用組合、貯蓄/貸付団体または非営

利団体以外） 

 + 

（B） 「商取引においてまたは商取引に影響する不公正もしくは欺瞞的な行為または慣行

を行う…」 

 + 

（C） 「信じる理由」 

 

 

 

 

 

  

 

任意アクセス・レターを

発行（情報の提出のため

の、要求ではなく、執行

不能の要請） 

 会社は通常これに従

う。 

会社に「民事調査要

求」（CIDs: Civil 

Investigative 

Demands）を送付 

 任意アクセス・レタ

ーと同じ範囲だが、

連邦裁判所において

執行可能。 

 対象事業者は、CIDs

を棄却するよう FTC

に申し立てることが

できるが、これを行

うと調査が公開とな

る。 

法律違反があると信じ

る理由があるか？ 

その場合、執行は公共の

利益となるか？ 

FTC の委員による投票

により 3つの選択肢 

 同意命令による和解 

 行政処分（会社が請

求を争いまたは和解

しない場合） 

 連邦裁判所における

司法上の提訴 

 

追加の措置なし 

または 

①非公式の

調査 

※非公開

②完全な 

調査 

※非公開

③事実および

法律の検討 

（バランシング

テスト）

④執行の 

提案

追加の措置なし 

または 
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FTC による事件の調査が行われた場合であっても、FTC は初回の違反について民事制

裁金を求めることができませんが、2 度目の違反からは民事制裁金の賦課を求めることが

できます。例えば、Facebook は 2012 年に発出された Facebook に対する FTC 命令に違

反するとともに、FTC 法第 5 条に違反したとの嫌疑で FTC による調査を受けました。最

終的に、Facebook は、2019 年 7 月 24 日に同意命令による和解によって 50 億ドル（約

5000 億円）の民事制裁金を賦課されました。50 億ドルは 2018 年の Facebook の売上高

の約 9％であり、2018 年の総利益の約 23%に当たります。 

また、COPRA または COPRA に基づいて制定された規則に違反する行為または慣行へ

の対象事業者の関与により、その州の居住者の利益が悪影響を受けている、または悪影響

を受けていると考える理由がある場合、州の司法長官、または州を代表して行動する州の

消費者保護官は、父権訴訟として、米国の適切な地方裁判所で州の居住者に代わって、以

下のため民事訴訟を起こすことができます。この民事訴訟によって賦課する民事制裁金に

は上限金額がないことが特徴です。 

（A）当該行為または慣行を禁止する。 

（B）本法または規制の遵守を強制する。 

（C）州の居住者に代わって損害賠償、民事制裁金、補償またはその他の賠償を得る、も

しくは 

（D）裁判所が適切と考えるその他の救済を得る。 

 

Q14：そもそも、COPRA のような規制が必要となった理由と目的を教えてください。 

 

A14：米国では、あらゆる事業者に適用される分野横断的な個人情報の処理・譲渡に関す

る連邦レベルでの制定法が存在せず、長きにわたり分野横断的な包括的プライバシー保護

法の立法の必要性が主張されてきました。2018 年に Facebook から Cambridge Analytica

が約 8,700 万人の個人情報の提供を不適切に受けたという事件により、連邦レベルでの包

括的なプライバシー保護法の立法の気運が高まりを見せました。また、2018 年 5 月の

GDPR の適用開始、2020 年 1 月のカリフォルニア州での CCPA の適用開始、2020 年 11

月のカリフォルニア州の住民投票での CPRA の可決、その他の米国の諸州での包括的な

プライバシー保護法の立法化や立法検討が、連邦レベルでの包括的なプライバシー保護法

の立法の気運をさらに高めているといえます。 

 

Q15：COPRA では、米国国内から米国国外に対象データを転送することは禁止されます

か？ 

 

A15：COPRA においては、EU の GDPR のように域内から域外への対象データの転送自

体は禁止されていません。もっとも、「対象事業者」は企業グループ単位で判断されるた

め、米国国内のみならず、米国国外の企業も「対象事業者」に該当すると判断され、その

結果、COPRA の規制を受けることになる可能性があります。また、「対象事業者」から

「サービスプロバイダ」や「第三者」への「対象データ」の譲渡にあたっては、「対象事業

者」がサービスプロバイダおよび第三者との関係で以下の合理的なデューデリジェンスの



 

62 

実施義務等の追加の義務を負うことになります。その関係で、「対象事業者」が米国国外の

「サービスプロバイダ」や「第三者」に対象データを譲渡することは禁止されてはいませ

んが、一定の制約があるということができます。 

 

内容 

サービスプロバイダを選択する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、サービスプロバ

イダを合理的に監視して、サービスプロバイダの義務への遵守を確保する。 

対象データを第三者に譲渡することを決定する際に合理的なデューデリジェンスを実施し、

データを譲渡する第三者の監視を行って、第三者の義務への遵守を確保する。 

 

Q16：クラウドなどのオンラインサービスは、COPRA では、どのように扱われますか？ 

 

A16：クラウドなどのオンラインサービスは、「サービスプロバイダ（別の対象事業者に代

わって、またはその指示に従って、サービスまたは機能を実行する過程で、（i）当該サー

ビスまたは機能の履行に関してまたは（ii）法的義務を遵守するためもしくは法的請求を

確立、行使または防御するために必要な限度で、対象データを処理または譲渡する対象事

業者）」に該当するとして、対象事業者にとっては、サービスプロバイダを選択する際に合

理的なデューデリジェンスを実施し、サービスプロバイダを合理的に監視して、サービス

プロバイダの義務への遵守を確保する義務が生じる可能性があります。例えば、日本企業

の米国子会社が使用するクラウドサービス事業者などが挙げられます。 

 

Q17：COPRA に違反した場合、罰則などはありますか？ 

 

A17：COPRA 上の罰則としては、初回の違反に関しては FTC や裁判所による命令

（COPRA の遵守に関するさまざまな事項が義務として課されることが考えられます）が

行われ、2 回目以降の最終的な FTC 命令（およびルール）・裁判所命令への違反は、民事

制裁金のために、FTC および州司法長官により執行されることになると考えられます。

FTC による民事制裁金の賦課の申立てには一定の上限金額が定められていますが、対象

事業者との和解による場合には、高額の民事制裁金の賦課が行われる可能性があります。

また、州司法長官による上記命令違反に基づく民事制裁金の賦課の申立てには上限金額の

定めがなく、高額化する可能性があります。 

 また、COPRA において高額化する恐れがあるのは、懲罰的損害賠償が認められている

個人による民事訴訟であり、これがクラスアクションとして提起された場合には、巨額の

損害賠償請求訴訟につながるリスクがあると考えられます。 

 

Q18：プライバシーポリシーは、CCPA/CPRA と比較して、必要な項目は基本的には同

じでしょうか？それとも義務が増えたのでしょうか？既に CCPA/CPRA 対応済みのプラ

イバシーポリシーを策定しているカリフォルニア州の日系企業が追加で何をすればいい

のでしょうか。 

 

A18：COPRA 上のプライバシーポリシーの必要的記載事項は、以下のものが掲げられて

いますが、COPRA 採択後に FTC が採択する規則等においてより詳細な説明がなされる
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ことが予想されます。 

 

（1）対象事業者の ID および連絡先情報（プライバシーおよびデータセキュリティに関

する問い合わせのための対象事業者の代表者の連絡先情報を含む）。 

（2）対象事業者が収集するデータの各カテゴリと、当該データが収集される処理目的。 

（3）対象事業者が対象データを譲渡するかどうか、および譲渡する場合は 

（A）対象事業者が対象データを譲渡するサービスプロバイダおよび第三者の各カテゴ

リと、当該データが当該カテゴリに譲渡される目的、および 

（B）対象事業者が対象データを譲渡する各第三者の身元と、当該データが当該第三者

に譲渡される目的。対象事業者が当該譲渡を開示することを禁止する裁判所命令または

法律に基づく政府機関への譲渡を除く。 

（4）対象事業者によって処理される対象データが対象事業者によって保持される期間

と、対象事業者のデータ最小化ポリシーの説明。 

（5）本巻で説明されている個人の権利を個人が行使する方法。 

（6）対象事業者のデータセキュリティポリシーの説明、および 

（7）プライバシーポリシーの発効日。 

 

COPRA 上のプライバシーポリシーは、対象事業者による米国内の居住者の対象データ

の処理・譲渡の内容に関して作成されることになるのに対し、CCPA/CPRA に対応して作

成されたプライバシーポリシーについてはカリフォルニア州の居住者の個人情報の収集・

売却・共有の内容を踏まえたものとなります。また、今後、カリフォルニアプライバシー

保護当局が作成・公表する CPRA 規則の中でもプライバシーポリシーの記載事項につい

て説明がなされることが予想されます。 

したがって、COPRA 上のプライバシーポリシーを準備するにあたっては、CCPA/CPRA

に対応したデータマッピングの結果およびプライバシーポリシーの内容を参考としなが

ら、COPRA の対象範囲を踏まえたデータマッピングを行うことが必須であると考えられ

ます。 

 

Q19：「データセキュリティ慣行の確立・実装・維持義務」は、例えば、CIS Control の

ようにセキュリティ措置の基準は、COPRA では示されているのでしょうか？ 

 

A19：COPRA においては、COPRA の制定日から 1 年以内に FTC が米国国立標準技術研

究所と協力して、有効なデータセキュリティとプライバシーを提供する方法等に関する対

象事業者へのガイダンスを公開するものとされています。したがって、現段階では、

COPRA上で対象事業者が従うべきセキュリティ措置の基準が示されているわけではあり

ません。 

これに対して、CCPA/CPRA 上では、個人情報を保護するため、情報の性質に応じた合

理的なセキュリティ手続きとプラクティスを実施し、業務ごとに処理する個人情報の性質

からプライバシーリスクを評価し、これに相応する管理策を定め、社内ルールとして実施

することが求められており、具体的なセキュリティ措置の基準として、カマラ・ハリス・

カリフォルニア州司法長官（当時、現・米副大統領）が 2016 年に 2 月に出した California 

Data Breach Report での推奨策としては Center for Internet Security（CIS）（CIS 

Control® V7.1（英語版）https://learn.cisecurity.org/cis-controls-download）の Critical 

https://learn.cisecurity.org/cis-controls-download
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Security Controls（CSC）の 20 の管理策が最低限の実装として推奨されています。 

 COPRA 対応としては、FTC による関連するガイドラインの公表までの間は、

CCPA/CPRA 上のセキュリティ措置の最低限の実装を CIS Control 等に基づいて対応を

進めておき、FTC による関連するガイドラインが公表され次第、当該ガイドラインを参照

して、追加的な対応を進めることが望ましいと考えられます。 

 

Q20：「未成年者」の個人情報に関する特別な義務は、COPRA では示されていますでし

ょうか？ 

 

A20：COPRA 上では未成年者の個人情報に関する特別な対象事業者の義務は示されてい

ません。未成年者の個人情報の処理に関しては、別途、児童オンラインプライバシー保護

法（The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)）が規定されており、同法を

FTC が監督当局として執行することによって保護を図ることが想定されているものと考

えられます。もっとも、SDA は未成年者の個人情報に関する特別な対象事業者の義務を規

定しているため、最終的な連邦データプライバシー法案において未成年者の個人情報に関

する特別な義務が規定される可能性は残されています。 

 

Q21：企業内での責任者の選任など、組織体制面ではどのような対応が必要ですか？ 

 

A21：対象事業者は、1 人以上の適任の従業員をプライバシー責任者としておよび 1 人以

上の適任の従業員（プライバシー責任者として指定された従業員に加えて）をデータセキ

ュリティ責任者として選任する義務があります。この義務は、対象事業者の内部において、

COPRA を遵守する形でのプライバシー・データセキュリティの保護のための社内態勢を

構築するために重要な役割を果たすことになるものと考えられます。 

対象事業者のプライバシー責任者またはデータセキュリティ責任者として指定されて

いる従業員が負う義務は以下の通りです。 

 

内容 

（1）包括的なデータプライバシープログラムおよびデータセキュリティプログラムの文書

を実装し、対象事業者の製品またはサービスの開発および運用慣行のライフサイクル全体に

わたって対象データのプライバシーとセキュリティを保護する 

（2）プライバシーおよびデータセキュリティのリスク評価、データ衛生およびその他の品

質管理慣行を毎年実施する 

（3）対象事業者による継続的な COPRA への遵守を促進する。 

 

特に、COPRA 上の「対象事業者」の要件は、兄弟会社を含む企業グループを全体で 1

つとしてみたうえで判断するため、広範なものとなりやすいのが特徴です。日本企業の米

国子会社のみならず、日本本社も「対象事業者」に含まれる場合が非常に多くなることが

予想されます。そうすると、日本本社においても、「対象事業者」に該当し、自社の従業員

の中から、プライバシー責任者とデータセキュリティ責任者をそれぞれ選任する必要が出

てくることになります。これまでのところ、多くの日本企業の日本本社においては、プラ

イバシー責任者やデータセキュリティ責任者が選任されてきませんでしたが、突然、米国
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連邦データプライバシー法上の責任を負う役職としてプライバシー責任者やデータセキ

ュリティ責任者を選任する必要が生じることになり、多くの日本企業において、適切な人

選を検討する必要が出てくるものと考えられます。 

 

Q22：企業内の「プライバシー責任者」や「データセキュリティ責任者」の所属は日本

本社でも良いでしょうか？ 

 

A22：COPRA 上、対象事業者は、1 人以上の適任の従業員をプライバシー責任者として

および 1 人以上の適任の従業員（プライバシー責任者として指定された従業員に加えて）

をデータセキュリティ責任者として選任する義務があります。したがって、「対象事業者」

が日本本社の場合には、当該日本本社の従業員の中から、プライバシー責任者とデータセ

キュリティ責任者を選任する必要があります。これに対して、日本企業の米国子会社が「対

象事業者」に該当する場合には、当該日本企業の米国子会社の従業員の中から、プライバ

シー責任者とデータセキュリティ責任者を選任する必要があります。日本本社の従業員を、

当該日本本社の米国子会社のプライバシー責任者とデータセキュリティ責任者とするた

めには、当該従業員が当該米国子会社の従業員でもある必要があり、現実的ではないと考

えられます。 

 

Q23：「プライバシーおよびデータセキュリティ責任者の選任義務」は CCPA/CPRA では

なかった義務かと理解しています。米国内で複数の拠点（例：ニューヨーク、カリフォ

ルニア、シカゴ）を持つ企業グループは、拠点ごとに、プライバシーおよびデータセキ

ュリティ責任者を選任する必要があるのでしょうか？ 

 

A23：COPRA 上、対象事業者は、1 人以上の適任の従業員をプライバシー責任者として

および 1 人以上の適任の従業員（プライバシー責任者として指定された従業員に加えて）

をデータセキュリティ責任者として選任する義務があります。これは、対象事業者が、法

人単位で、それぞれ自社の従業員の中からプライバシー責任者およびデータセキュリティ

責任者をそれぞれ選任する義務であると考えられます。ご質問の米国内の複数の拠点を持

つ企業グループが、それぞれの拠点を別々の法人としている場合には、法人ごとに（すな

わち拠点ごとに）自社の従業員からプライバシー責任者およびデータセキュリティ責任者

をそれぞれ選任する必要があることになります。 

 

Q24：「社員番号」や「顧客番号」など記号・暗号を活用し、非識別化する対応は可能で

すか？ 

 

A24：「社員番号」や「顧客番号」は、特定の社員や顧客に紐づいており、氏名や電話番号

を削除したとしても、大もとの社員リストや顧客リストが存在する限り、COPRA 上の「非

識別化データ」に該当させることは難しいと考えます。そのため、「社員番号」や「顧客番

号」が「対象データ」に該当し得ることを前提としてコンプライアンス対応を行うことが

必要と考えます。 
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概念 説明 

非 識 別

化 デ ー

タ 

事業者が次の各事項を行う場合に、個人、世帯もしくは個人または世帯が使用す

る機器に関する情報を推測またはリンクするのに合理的に使用できない情報。 

（A）情報を個人、世帯、または個人または世帯が使用する機器に再識別または

関連付けできないようにするための合理的な措置を講じる。 

（B）目立った方法で（i）匿名化された形式で情報を処理および譲渡することお

よび（ii）個人、世帯、または個人または世帯が使用する機器と情報を再特定ま

たは関連付けようとしないことを公に表明する。 

（C）上記各事項を遵守するために、対象事業者から情報を受信する個人または

事業者に契約上の義務を負わせる。 

 

Q25: 信頼関係に基づく対象データの譲渡 

 

A25：当社（日本国内法人）は、米国国内の顧客から「挨拶状」や「クリスマスカード」

を貰った場合、それらに記載された対象データ（住所・氏名・電子メールアドレス）を日

本側で営業目的のためもあって管理しています。相手方の要望もあり、商品カタログなど

を記載メールアドレスに送付することもありますが、相手方の要望なのだから、COPRA

の観点でも問題ないと考えていますが、いかがでしょうか？ 

 貴社が「対象事業者」に該当する場合、「挨拶状」や「クリスマスカード」に記載された

ものであっても「対象データ」に該当し、「対象データ」の処理・譲渡にあたっては対象事

業者の義務が生じることになります。貴社が「対象事業者」に該当する以上、COPRA へ

のコンプライアンス対応はいずれにしても行う必要がありますので、「挨拶状」や「クリス

マスカード」に記載のある対象データの処理に関してのみ COPRA 違反の問題を抱えるこ

とは基本的にないと考えます。また、常識的に考えても、貴社が受け取った「挨拶状」や

「クリスマスカード」について、米国国内の顧客に対して、返信の「挨拶状」や「クリス

マスカード」を送付したり、相手方の要望のあった商品カタログを送付するために行う対

象データの処理については、当該顧客としてもそうした返信や送付があることも当然予期

できるものであることから、これに関して COPRA 違反があったとして FTC や個人によ

る執行が行われる可能性はまずないと見てよいでしょう。 

もっとも、今回の対象データのうち電子メールアドレスについては、COPRA 上、「セン

シティブ対象データ」に該当するため、注意が必要です。対象事業者は、個人の事前の積

極的明示的同意なしに、個人のセンシティブ対象データを処理または譲渡してはならない

とされています。また、COPRA 上、黙示的同意は積極的明示的同意とは認められません。

したがって、相手方の要望があって商品カタログなどを記載メールアドレスに送付する場

合には、事前の積極的明示的同意が必要であり、それを取得しないで、記載メールアドレ

スに商品カタログなどを送付する場合には、事前の積極的明示的同意なしにセンシティブ

対象データを処理したことになるため、形式的には COPRA 違反になるものと考えられま

す。ただし、上述の通り、相手方の要望があって商品カタログなどを記載メールアドレス

に 1 回きり送付する場合には、FTC や裁判所の観点からも救済すべき個人の利益が存在

しないのは明らかであり、この処理自体に COPRA が執行される可能性はまずないといっ

てよいでしょう。 
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しかしながら、当初は相手方の要望があって送付を行った商品カタログなどの送付が繰

り返し行われ、またその期間が長くなればなるほど、相手方である個人がそうした送付を

疎ましく感じる可能性は類型的に高いといえます。そうなった場合、もはや当該個人が

COPRA 違反について FTC や裁判所等に申立てを行うリスクがないとはいえず、また申

立てがあった場合には FTC や裁判所等も、事前の積極的明示的同意なしにセンシティブ

データを繰り返し処理したことを真剣に取り上げざるを得なくなる可能性が高まってい

くものと考えられます。 

したがって、貴社としては、営業目的で、米国国内の顧客の電子メールアドレス等のセ

ンシティブ対象データを処理する場合には、事前に当該顧客から積極的明示的同意を取得

するための取組みを行っておくことが望ましいと考えられます。 

 

以 上 
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