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感謝の辞
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2011年に設立された当所は、非常に複雑な司法および超司

法の問題に20年以上取り組んできたチームを結集し、Ｉ

Ｔ、通信、電子工学、バイオテクノロジー、製薬、冶金

学、機械学などの業界をサポートしています。

当社は戦略的で影響力のあるプロジェクト、特に行政・

規制法、インターネット法、知的財産、データプライバ

シーの分野で活動しています。

弊所について

現在の社員数：270人以上

パートナー

弁護士

IT、通信、製薬、
化学、工学や政府関係
の技術者

パラリーガル

経営・事務

17

70+

60+

70+

60+
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専門分野

行政・規制法 刑事事件政府関係＆国際関係

コンプライアンス調停・仲裁・ADR

契約インフラストラクチャー

知的財産

データプライバシー製薬＆食品

テクノロジーメディア＆テレコン
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+ 40個以上の法令・規定

▪ 憲法
▪ 民法
▪ 消費者保護法
▪ 情報公開法
▪ ブラジルインターネット憲法（Marco Civil）
▪ 政府当局および自治体などの規則

LGPDと個人情報保護法制

「2000個問題」
「民間事業者」＋「国の行政機関」＋「独法」＋「自治体」
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立法作業
の開始

ケンブリッジ・
アナリティカ
事件

暫定措置
第869/18号

データ保護に関する法案

▪ 8年間議論
▪ 2回パブリックコメント募集
▪ パブコメからの2500以上の意見
▪ 複数の懇談会

法務省
相談

スノーデン
事件

規定の部分拒否
により、立法

施行

2010年 2012年6月 2013年6月 2018年3月 2018年8月 2018年12月 2020年8月

2020年8月25日
暫定措置＃959/20「LGPDの施行開始日は2020年12月31
日まで延期」が下院で承認

2020年8月26日
ブラジルの上院は、LGPDの施行を延期する提案を拒否

→なお、 LGPDによる行政処分の執行可能性は法律＃
14,010 / 2020によって2021年8月1日まで延期されている。
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LGPDに規定されていないもの、ブラジルの個人
情報保護法制において重要な定義

データ：未加工の
情報の表現であり、
再度情報として解
釈でき、「情報」
の元となるもの。 情報：収集された、

または整理された
データと知識であ
り、特定の出来事、
事実、現象に関す
る参照を構成する
ことができる。

メタデータ：他の
データを参照する
データ。例：写真
の情報：場所、日
付、ISO、ピクセル

など。
ブロックチェーン: 
オンライン、公共
および分散型デー
タベース、情報を
透明にし、信頼で
きるように、外部
の検証エージェン
トなしである手法。
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個人情報

データ収集
- 比例性（厳密に追求する目的のためのもののみ収集）
- 必要性（製品やサービスの目的でデータを収集する）

特定の個人に関連
する情報

単独のデータとして、または別のデータ
に組合わせたことにより、特定の個人を
識別することができるデータ

LGPDの
適用の範囲

全ての業界に適用

国外適用

公的な使用・私的な使用

オンライン及びオフライン

個人事業でも法人でも

例外（第4条）:
-私的で非経済の目的
-報道目的のみ
-芸術的な目的のみ
-学術目的のみ
-公安の目的のみ
-国防目的のみ
-国家安全保障の目的のみ
-犯罪起訴調査の目的のみ
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個人情報取扱いの法的根拠

10 個の根拠

管理者の法的義務の遵守; 
公共政策の実行; 
研究機関による研究; 
データ主体が関わる契約の執行; 
権利行使のために必要な場合; 
生命保護; 
健康保護機関が健康保護活動のための場合; 
信用情報の評価.

同意（第7条（I））

管理者の正当な活動（第10条）

+ 8 の根拠（第7条各号）
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センシティブな個人情報（要配慮個人情報）

「人種、民族的、政治的思想、宗教、信念、労働組合員
資格を明らかにするような個人データ、および、遺伝
データまたは健康、性生活、バイオメトリックデータ、

あるいは関連個人データ」（第5条（II））

特別な処理の可能性

同意の上で

「具体的かつ強調された
特定の目的のために」

同意なしの7個の根拠

（...）「研究機関による研究の実施では、
できる限り機微な個人情報を匿名化で

保証する」
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▪ 自由に与えられ(freely given) 、説明を受けた上のもので
(informed)，かつ明瞭(unequivocal)でなくてはならない

▪ 追求する目的が明確でなくてはならない
▪ いつでも同意の撤回が可能
▪ 目的が特定された上の同意:

- 他の管理者との情報共有

▪ 目的が特定かつ強調された上の同意:

- データの域外への移転

- 児童の情報の取扱い

- センシティブな個人情報（要配慮個人情報）の取り扱い

同意（第5条（XII）及び第8条）



13

児童・青少年の個人情報（第14条）

少なくてもどちらかの保護者または
法定後見人の具体的かつ強調な同意
が必要。
目的および収集される情報が明瞭に
しなくてはいけない。
特例として保護者または法定後見人
に連絡する必要がある場合のみ、1
回に限って同意なしに情報を収集す
ることが可能。しかし、その情報を
保管することができず、第三者に移
転することができない。

特定の同意が得られたことの証拠を保たなけれならない
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関係者

個人（主体）

管理者 処理者 データ保護責任者
(DPO)

いずれも法人でも自然人でも可能
DPOは派遣事業でも可能
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主体の権利（第9条及び第18条）

「データ主体の利益と権利の保護は、個人および集団的保護手段に関する関連法令に基づいて、個人的ま
たは集団的に法廷にて行われることができる」（第22条）

取扱いの有無の確認

アクセス権
訂正権

主体の権利の譲渡は不可

不要なデータの匿名化、ブロック、
または削除

ポータビリティ権

消去権

情報提供義務

同意の撤回
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政府によるデータ取扱

+ 
公共の目的を果た
すために

公益追求のため 目的:

▪ 法的権限を実行するため、
または

▪ 公益事業の法的帰属を果
たすため

+ 
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主に、

▪ 移転先の国が、LGPDと同等レベルの個人データに関する保護法制を有し
ていること;

▪ 管理者がデータ保護の保証を提供および証明する;

▪ 調査のため政府間の国際協力;

▪ データ主体または第三者の生命・身体の保護;

▪ 政府当局により承認されていること;

▪ 公共政策の執行又は公共サービスの法的割当て;

▪ データ主体の特定かつ強調された同意;

ブラジル国外への個人データの移転
国際移転が認められる場合（第33条）
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データの安全性及び機密性

責任
情報を収集し、かつ処理する者であり、
または収集いかなる段階に関わる者、
全員に責任追われる。

▪ データ保護法の義務を
遵守しない場合

▪ 管理者の合法的な指示
に従わなかった場合

処理者の連帯責任

主観的または客観的責任?

第42条 管理者または処理者は個人情報を処理する活動を行っ
た結果として、個人情報保護に関する法律に違反することに
よって、第三者に物質的損害、精神的損害、個人的または集団
的な損害が生じた場合に、その損害を賠償する責任を負う。

第43条 取扱事業者は以下のことを証明すれば、責任を
免れることができる。
Ｉ -取扱事業者は問題に関わる個人情報の処理を実行して
いないこと。
II -個人情報の処理を行ったが、個人情報保護法制に違反
していないこと。
III -損害はデータ主体または第三者の行為によって生じた
こと。
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この場合、管理者は合理的な期間内に
政府当局に、以下の内容を報告しなけ
ればならない :

管理されている機密データの漏洩があった場合、どんな
対策するべき？（第46条～第49条）

▪ 問題に関わっている個人データの性質の説明。
▪ 関係する主体の情報。
▪ システムに関わっているトレードシークレッ
トを守りつつ、データ保護のために使用され
ている技術的およびセキュリティ対策の指標。

▪ 事件に関わるリスク
▪ 連絡が即時ではなかった場合に、連絡が遅れ
た理由

▪ 漏洩の影響を対策させるために行われた、ま
たは行われるであろう措置。



20

データ主体は、個人的、専門的、消費者および信用に関するプロ
ファイリング、データ主体の人格の解釈をするために設計された
プロファイリングを含めて、自分に影響を与える個人データの自
動処理にのみ基づいて行われた決定のレビューを要求する権利を
有します。

自動処理でのデータレビュー（第20条）
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データ消去が、データ処理終了後、
次の場合に認められる：

データ消去

▪ 目的が達成されたこと、または
データが必要ではなくなったこ
と、または求められている特定
の目的の達成に関連していなく
なったことの確認

▪ 処理期間終了

▪ 損失の影響を逆転または軽減さ
せるために行われた、または行
われるであろう措置

▪ ブラジル個人情報保護法の違反
がある場合の政府当局の決定
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次の場合、可能：

データ処理後、そのデータを保管することが可能？

▪ 管理者が法的または法令上の義務を
遵守するため

▪ 研究機関による研究のため（可能な
限り個人データの匿名化を保証）

▪ 第三者への移転のため（LGPDに定
められたデータ処理要件を尊重すれ
ば）

▪ 管理者専用利用のため（データが匿
名化され、及び第三者によるアクセ
スが禁止されていえば）
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I. 警告

II. 罰金（違反1件当たり総売上高の最大2％

または5000万レアル（～ 10億円）以下）

III. 罰金（毎日発生）

IV. 漏洩・謝罪の公表

V. 漏洩に関連する個人情報のアクセス・
利用を不可にする

VI. 漏洩に関連する個人情報の消去

罰則（第52条～）

障害の深刻さとペナルティの
強度の比例関係

侵害の深刻度と性質および影響
を受ける個人の権利

漏洩者の善意

漏洩者が獲得または
意図した利点

漏洩者の経済状況

再起

損害の範囲

漏洩者の協力

損傷を最小限に抑えることができる
内部手段を繰り返し採用した実績

グッドプラクティスと
ガバナンスポリシーの採用

すばやく是正措置
の設定

罰則について解釈するときに考慮すべきもの
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Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)：国家データ保護庁

▪ 個人情報の保護及びLGPDの執行

▪ 大統領の傘下に所属
理事委員会（委員長＋委員4人）がまだ未定

▪ 規則・手続の設定・改正

▪ 執行の調査・制裁の適用

▪ LGPDの解釈
曖昧な定義を明確にする作業

政府当局 – ANPD（第55条～）

“明確、透明性を有し、かつアクセス
容易で理解可能な情報” [第6条6項]

“特定かつを強調の同意” [第14条1項]

“合理的な期間内” [第48条1項]

2018年12月にMP 869/2018により設立法案 2020年8月に法令10.474/20によりANPDの構成設定2019年7月にLGPDと共に立法
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データ保護責任者(DPO)の任命；

従業員に研修を実行し、意識を高める対策 -個人情報保護の文化を
生み出す；

行動規範、情報セキュリティポリシーなど、社内規則の作成・定期
的な改定；

会社が取扱する個人情報のデータベースのマッピング及びライフサ
イクルの評価；

プライバシーポリシーの確認；

必要な場合に有効な同意を得る；

セキュリティ管理の改善；

リスク回避・軽減するための技術的なセキュリティ対策を備えた行
動計画を作成する；

第三者および従業員、または処理者および管理者の契約が、内部お
よび外部の個人情報保護基準に準拠していることを確認；

処理方法、特に正当な利益に基づいて実行された方法の記録を保管
する。

LGPDに
適応する
ための方法
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以下の内容を含めた条文の追加を考慮して、レビューを行う必要が
ある：

明確な同意と使用目的による個人情報の保護の規定。

データ主体による自分の個人情報への使用権およびアクセス権。

個人情報の移転・共有に関する明確な規定。

個人情報の使用に関する責任の制限。

個人情報処理の終了と安全な廃棄。

契約？



ご清聴ありがとうございました。
カラペト・ホベルト –パートナー
roberto.carapeto@lickslegal.com


