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この訳の注 
 

■ この訳の対象・訳者/CPRA 成立の経緯/この訳の自由利用 

 

・ この訳は“California Privacy Rights Act of 2020”（「2020 年カリフォルニア州プライバシー権法」）（以下「CPRA」という）

の訳者(浅井)による私訳である。 

・ CPRA は実質的に 2020 年 1 月 1 日に施行された"California Consumer Privacy Act of 2018"（「カリフォルニア州消費

者プライバシー法」）（以下「CCPA」という）1の改正法である。 

・ CCPA は、加州憲法(II-8(a))2に基づき、加州の事業家・プライバシー活動家 Alastair Mactaggart 氏 3を含む加州住民

により提案され、“PROPOSITION 24”として、2020 年 11 月 3 日の米大統領選挙時に行われた州住民投票に付され州

有権者の過半数の賛成票を得たため州法として成立した。 

・ この訳の原文テキストと訳は、上記の“PROPOSITION 24”で提案されたテキストに基づいている。 

・ この訳は、最初に 2020 年 12 月に公開したが、2022 年 11 月 3 日公表 CPRA 施行規則の第 3 次案の全訳を作成・公

開したのを機に一部改訂したものである。 

・ この訳（脚注を含む）は、営利・非営利を問わず自由に複製・頒布・改変等可能（クレジット表示等も任意）とする。 

 

■ その他 

 

・ 目次の各条文見出しをクリックするだけでその条文にジャンプする。この【注】や脚注のテキスト中青字になっている部

分もそこをクリックするだけで関係する Web サイトにジャンプする。 

・ CPRA は、カリフォルニア州民法典(Civil Code)中の独立の編（Title）"Title 1.81.5 - CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS 

ACT OF 2020"である。従って、CPRA の条文中における"this title"とは CPRA 自体を指す。そこで、訳注ではこれを

「CPRA」と訳出した。 

・ CPRA(Title 1.81.5)は 1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務]に始まり 1798.199 に終わっている。脚注

で CPRA の条文を引用する場合、原則として"1798.xxx"の"1798."の部分を省略し"xxx"の部分だけ表示している。 

・ 日本の法律で言えば、"1798.xxx"が「第〇条」(section)、"(a), (b)..."(subdivision)が「第〇項」、"(1), (2) ...." (paragraph)

が「第〇号」にそれぞれ相当し、更に「号」の下位のカテゴリー(subparagraph)が"(A), (B) ...."となっている。 

・ この訳では、主に読み易さ・分かり易さ等を考慮し、以下のような工夫をした。 

(a) 原文には標題の付いていない「条」もあるが便宜上[  ]内に訳者による仮の標題を付した。 

(b) 原文との照合が容易なように原文一文ずつ行を変えその直後に訳を表示した。 

(c) 一文であっても長い場合は、"...., including ....”を「...... 。（例）......」と、"...., unless ....”を「...... 但し、......」と訳出した。 

(d) 一文中の".... , .... ,  .... , and (or) ....”のような部分は「.....以下の〇〇....」として本文と切り離し箇条書にした。 

(e) 訳は読み易さ・正確な理解のし易さを優先し、直訳よりも意訳した方が良い場合は意訳した。 

(f) 訳において原文にない言葉を補わないと理解し難い部分は[.....] としてその言葉を補った。 

(g) 読み易くするため、訳さなくても正確性を損なわないと判断した部分は省略しまたは長い部分を短く言い換えた。 

  

 
1 【CCPA】 （訳者による私訳）『注解付「カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）」私訳』。（訳者による解説書）「Q&A で学ぶ CCPA カリフォルニア州

消費者プライバシー法」(2020 年 7 月)。 
2 【加州憲法 II-8(a)】「州有権者(electors)は、州法(statutes)および州憲法の改正案を提案しこれを採択(adopt)または拒否する権利（イニシアティブ：

initiative）を有する。」 
3 【Alastair Mactaggart 氏】 CCPA の改正法案(CCRA)の提案者でもある。プライバシー活動団体"Californians for Consumer Privacy"議長。2022 年 11 月保

護庁の理事会委員(5 名)の一人に任命された。（参考） (1) IAPP(International Association of Privacy Professionals, Inc.)（世界最大の情報プライバシー団

体）に掲載されている同氏の略歴. (2)保護庁(CPPA)サイト“News & Announcements" News: October 27, 2022 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CONS&article=II
https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/topl-prop24.pdf
https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/topl-prop24.pdf
https://cf918443-3863-4486-a1b0-a36974ebb0fe.filesusr.com/ugd/91a056_f4132469df8f4e748c77f6bae324b207.pdf
https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CONS&article=II
https://www.caprivacy.org/about-us/
https://iapp.org/about/person/0011a00000rimIxAAI/
https://iapp.org/about/person/0011a00000rimIxAAI/
https://cppa.ca.gov/announcements/
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SEC.1. Title 

SEC. 1. 本法の名称 

 

This measure shall be known and may be cited as the “California Privacy Rights Act of 2020.”  

本法を「2020 年カリフォルニア州プライバシー権法」[CPRA]という。  

 

SEC. 2. Findings and Declarations. 

SEC. 2. 認識および宣言 

 

The People of the State of California hereby find and declare all of the following: 

カリフォルニア州民は、ここに、以下のことを認識しおよび宣言する。 

  

A. In 1972, California voters amended the California Constitution to include the right of privacy among the “inalienable” 

rights of all people.  

1972 年、カリフォルニア州有権者は、カリフォルニア州憲法を改正し、プライバシーの権利を全ての人々の「不可侵の」

(inalienable)権利の一つとした。 

Voters acted in response to the accelerating encroachment on personal freedom and security caused by increased 

data collection and usage in contemporary society.  

加州有権者は、現代社会におけるデータの取得・利用拡大により生じた個人の自由・安全侵害(encroachment)の可能性

拡大に対応し行動した。 

The amendment established a legal and enforceable constitutional right of privacy for every Californian.  

この憲法改正により、全てのカリフォルニア州住民について憲法上の法的執行力あるプライバシーの権利が確立され

た。 

Fundamental to this right of privacy is the ability of individuals to control the use, including the sale, of their personal 

information. 

この[憲法上の]プライバシー権の基本は、個人が自己の個人情報の販売を含め、その利用をコントロールする権限であ

る。 

 

B. Since California voters approved the constitutional right of privacy, the California Legislature has adopted specific 

mechanisms to safeguard Californians’ privacy, including the Online Privacy Protection Act, the Privacy Rights for 

California Minors in the Digital World Act, and Shine the Light,  

カリフォルニア州有権者が憲法上のプライバシー権を承認した後、カリフォルニア州議会は、「オンラインプライバシー保

護法」、「デジタル世界におけるカリフォルニア州未成年者のプライバシー権に関する法律」および「Shine the Light 法」を

含め、カリフォルニア州におけるプライバシー保護法を制定してきた。 

but consumers had no right to learn what personal information a business had collected about them and how they used 

it or to direct businesses not to sell the consumer’s personal information. 

しかし、これまで、消費者には、事業者が取得した個人情報とその利用方法を知る権利または事業者に当該個人情報を

販売しないよう指示する権利はなかった。 

 

C. That changed in 2018, when more than 629,000 California voters signed petitions to qualify the California Consumer 

Privacy Act of 2018 for the ballot. 

この状況は、2018 年、629,000 人を超えるカリフォルニア州有権者が 2018 年カリフォルニア州消費者プライバシー法案

を州民投票にかけるための請願書に署名したことにより変わった。 

In response to the measure’s qualification, the Legislature enacted the California Consumer Privacy Act of 2018 

(CCPA) into law.  

当該法案が州民投票の条件を満たしたことに対し、州議会はカリフォルニア州消費者プライバシー法(CPRA)を制定し

た。 

The CCPA gives California consumers the right  

CCPA は、カリフォルニア州の消費者に対し以下の事項を行う権利を与えた。 

to learn what information a business has collected about them, to delete their personal information, to stop businesses 

from selling their personal information, including using it to target them with ads that follow them as they browse the 

internet from one website to another, and to hold businesses accountable if they do not take reasonable steps to 

safeguard their personal information. 
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事業者が取得した情報を知る権利/個人情報を削除する権利/事業者による個人情報販売(個人情報を利用し消費者の

Web サイト閲覧履歴を追跡把握しターゲット広告を行うことを含む)を停止させる権利/および事業者に対し合理的な個人

情報保護措置を講じない場合に責任を問う権利。 

 

D. Even before the CCPA had gone into effect, the Legislature considered many bills in 2019 to amend the law, some 

of which would have significantly weakened it.  

CCPA 施行前の 2019 年、州議会では CCPA を大幅に弱体化させるための法案を含め多数の法案が審議された。 

Unless California voters take action, the hard-fought rights consumers have won could be undermined by future 

legislation. 

カリフォルニア州有権者が行動を起こさない限り、消費者が激しい闘争の末勝ち取った権利は、将来の立法により弱め

られる可能性がある。 

 

E. Rather than diluting privacy rights, California should strengthen them over time.  

カリフォルニア州は、プライバシーの権利を弱めるのではなくこれを継続的に強化すべきである。 

Many businesses collect and use Consumers’ personal information, sometimes without Consumers’ knowledge 

regarding the business’s use and retention of their personal information.  

多くの事業者が消費者の個人情報を取得し利用しているが、消費者は、時として当該事業者による個人情報の利用お

よび保持を知らない。 

In practice, consumers are often entering into a form of contractual arrangement in which while they do not pay money 

for a good or service, they exchange access to that good or service in return for access to their attention, or access 

to their personal information.  

実際、消費者は、しばしば、無料の商品・サービスではあるが、自己の興味関心または個人情報へのアクセスと交換に、

当該商品・サービスを利用するという内容の契約的取り決めをしている。 

Because the value of the personal information they are exchanging for the good or service is often opaque, depending 

on the practices of the business, consumers often have no good way to value the transaction.  

消費者が商品・サービスと交換する自己の個人情報の価値はしばしば不明確であるから、事業者のやり方によっては、

消費者にはその取引を評価する適切な方法がない場合がよくある。 

In addition, the terms of agreement or policies in which the arrangements are spelled out, are often complex, unclear, 

and as a result most consumers never have the time to read or understand them. 

更に、上記取り決めを定める契約またはポリシーの条件は、しばしば複雑かつ不明確であり、その結果、ほとんどの消

費者にはそれらを読んで理解する時間はない。 

 

F. This asymmetry of information makes it difficult for consumers to understand what they are exchanging and 

therefore to negotiate effectively with businesses.  

この情報の非対称性(asymmetry)により、消費者が、何を交換しているのかを理解し、その結果、事業者と有効な交渉を

行うことは困難である。 

Unlike in other areas of the economy where consumers can comparison shop, or can understand at a glance if a good 

or service is expensive or of affordable, it is hard for the consumer to know how much his or her information is worth 

to any given business, when data use practices vary so widely between businesses,  

消費者が店舗を比較できる、または、商品・サービスが高いのかそれとも手頃な価格なのかを一目で理解できる他の経

済分野とは異なり、データの利用方法が事業者間で大きく異なる場合、消費者が自己の情報が事業者にとりどのような

価値があるかを知ることは難しい。 

 

G. The State, therefore, has an interest in mandating laws that will allow consumers to understand more fully how their 

information is being used, and for what purposes.  

従って、州が、消費者が自己の情報がどのように利用されどのような目的で利用されているかをより十分に理解できるよ

うにするための法律を制定することが重要である。 

In the same way that ingredient labels on foods help consumers shop more effectively, disclosure around data 

management practices will help consumers become more informed counterparties in the data economy, and promote 

competition.  

食品の成分ラベルにより消費者がより良い買い物ができるのと同様、データ管理の扱いに関する情報開示は、消費者

がデータ経済においてより十分な情報に基づいて取引を行うことの助けになり、また、競争を促進する。 

Additionally, if a consumer can tell a business not to sell his or her data, then that consumer will not have to scour a 

privacy policy to see whether the business is, in fact, selling that data, and the resulting savings in time is worth, in the 

aggregate, a tremendous amount of money. 
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更に、消費者は、事業者に自分のデータを販売しないよう指示できれば、[わざわざ]プライバシーポリシーを精査して事

業者が自分のデータを販売するのかどうかを確認する必要はないから、全体として見れば非常に多くの時間が節約され

る。 

 

H. Consumers need stronger laws to place them on a more equal footing when negotiating with businesses in order to 

protect their rights.  

消費者は、自己の権利を保護するため事業者と対等な立場で交渉するにはより強力な法律を必要とする。 

Consumers should be entitled  

消費者には以下の全ての権利が与えられるべきである。 

to a clear explanation of the uses of their personal information, including how it is used for advertising, and  

広告への利用方法を含め、自己の個人情報の利用方法に関し明確な説明を与えられる権利 

to control, correct, or delete it, including by allowing consumers to limit businesses’ use of their sensitive personal 

information to help guard against identity theft,  

当該個人情報をコントロールし、訂正しまたは削除する権利(ID 窃取(なりすまし)防止のため事業者による機微個人情報

利用を制限することを含む) 

to opt-out of the sale and sharing of their personal information, and  

個人情報の販売および共有(sharing)をオプトアウトする権利 

to request that businesses correct inaccurate information about them. 

事業者に不正確な個人情報を訂正させる権利 

 

I. California is the world leader in many new technologies that have reshaped our society.  

カリフォルニア州は、社会を再形成した(reshaped)多くの新技術の世界的リーダーである。 

The world today is unimaginable without the internet, one of the most momentous inventions in human history, and the 

new services and businesses that arose on top of it -- many of which were invented here in California.  

人類史上最も重要な発明の一つであるインターネットと、それを土台として生まれた新たなサービスおよび事業(その多く

はここカリフォルニア州で発明された)なくして、今日の世界を想像することはできない(unimaginable)。 

One of the most successful business models for the internet has been services that rely on advertising to make money 

as opposed to charging consumers a fee.  

インターネットで最も成功した事業モデルの一つは、消費者に料金を請求する代わりに広告から収益を上げるサービス

である。 

Advertising-supported services have existed for generations, and can be a great model for consumers and businesses 

alike.  

広告で支えられたサービスは何世代にもわたり存在しており、消費者および事業者双方にとり優れたモデルであり得る。 

However, some advertising businesses today use technologies and tools that are opaque to consumers to collect and 

trade vast amounts of personal information, to track them across the internet, and to create detailed profiles of their 

individual interests.  

しかし、今日、一部の広告事業者は、消費者にとり良く分からない(opaque:不透明な)テクノロジーとツールを利用し、大

量の個人情報を取得および取引し、インターネット上で追跡し、また、個人の興味関心に関する詳細なプロファイルを作

成している。 

Some companies that do not charge consumers a fee, subsidize these services by monetizing Consumers’ personal 

information.  

一部事業者は、消費者に料金を請求しない代わりに消費者の個人情報を収益化することにより自己のサービスの資金

に充てている。 

Consumers should have the information and tools necessary to limit the use of their information to non-invasive, pro-

privacy advertising, where their personal information is not sold to or shared with hundreds of businesses they’ve 

never heard of, if they choose to do so.  

消費者は、自分の個人情報が聞いたことのない何百もの事業者に販売または共有されないようにしたい場合、当該個

人情報の利用を非侵襲的(non-invasive)でかつプライバシー保護に配慮した広告(pro-privacy advertising)に制限するた

め、必要な情報およびツールを持たなければならない。 

Absent these tools, it will be virtually impossible for consumers to fully understand these contracts they are essentially 

entering into when they interact4. with various businesses. 

 
4 【CPRA および CPRA 規則における“interact”の意味・訳】 “interact”の辞書的な意味は、「(…と)相互に作用する、互いに影響し合う」等である。しかし、

CPRA および CPRA 規則においては、“interact”は、消費者と事業者または他の者の間で何らかの「やりとりをする」の意味で用いられていると思われるの

で、そう訳している。例えば、ある Web サイトをそのサイト訪問者(ユーザ)が閲覧・操作している場合、ユーザはその Web サイト（ファーストパーティーサイト）

を運営する事業者（ファーストパーティー）と直接 interact(やりとり)していると言える。これに対し、その Web サイトを通じユーザのパソコン等にサードパーテ
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これらのツールがなければ、消費者が様々な事業者とやりとりする(interact)際にほぼ必ず締結している契約を完全に理

解することは事実上不可能である。 

 

J. Children are particularly vulnerable from a negotiating perspective with respect to their privacy rights.  

子供は、プライバシーの権利に関する交渉の観点から見ると特に弱者と言える。 

Parents should be able to control what information is collected and sold or shared about their young children and 

should be given the right to demand that companies erase information collected about their children. 

親には、その子供について取得・販売・共有される情報をコントロールし、また、事業者が取得した子供の情報の消去を

請求する権利を与えられなければならない。 

 

K. Business should also be held directly accountable to consumers for data security breaches and notify consumers 

when their most sensitive information has been compromised. 

事業者は、データセキュリティー侵害について消費者に直接責任を負うべきであり、また、機微性が最高度の個人情報

が侵害された場合には消費者に通知すべきである。 

 

L. An independent watchdog whose mission is to protect consumer privacy should ensure that businesses and 

consumers are well-informed about their rights and obligations  

消費者のプライバシー保護を任務とする独立監督機関(watchdog)が[設立されその機関によって]、事業者および消費者

が自己の権利義務について十分な情報を与えられるようにするべきである。 

and should vigorously enforce the law against businesses that violate consumers’ privacy rights. 

同機関は、また、消費者のプライバシー権を侵害する事業者に対し CPRA の執行を精力的に行わなければならない。 

 

 

SEC. 3. Purpose and intent. 

SEC. 3. CPRA の目的および趣旨 

 

In enacting this Act, it is the purpose and intent of the people of the State of California to further protect Consumers’ 

Rights, including the constitutional right of privacy.  

憲法上のプライバシーの権利を含め、消費者の権利を更に保護することがカリフォルニア州住民が CPRA を制定した目

的および趣旨である。 

The implementation of this Act shall be guided by the following principles: 

CPRA の実施・運用(implementation)は以下の原則に基づかなければならない。 

 

A. Consumer Rights 

A. 消費者の権利 

 

1. Consumers should know who is collecting their personal information and that of their children, how it is being used, 

and to whom it is disclosed, so that they have the information necessary to exercise meaningful control over 

businesses’ use of their personal information and that of their children. 

消費者は、自身および子供の個人情報が誰に収集されているのか、どのように利用されているのか、その収集された個

人情報が誰に開示されているのかを知り、これら個人情報の利用に対し意味のある(meaningful)コントロールをするため

に必要な情報を得ることができなければならない。 

 

2. Consumers should be able to control the use of their personal information, including limiting the use of their 

sensitive personal information, the unauthorized use or disclosure of which creates a heightened risk of harm to the 

consumer, and they should have meaningful options over how it is collected, used, and disclosed. 

消費者は、個人情報の利用のコントロール(機微個人情報の利用制限を含む)および消費者に高度の危害を生じさせる

リスクがある個人情報の無権限の利用・開示のコントロールができなければならず、また、当該個人情報の取得・利用・

開示について意味のある選択肢(options)を持たなければならない。 

 

3. Consumers should have access to their personal information and should be able to correct it, delete it, and take it 

with them from one business to another. 

消費者は、個人情報にアクセスし、これを訂正または削除させ、また、当該事業者から他の事業者に移転できなければ

ならない。 

 
ィ Cookie を送信してくるターゲット広告(CPRA 上は「クロスコンテキスト行動広告」)配信業者（例：Google）（サードパーティ）との関係では、ユーザは意図し

て当該業者と interact(やりとり)はしていない。 
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4. Consumers or their authorized agents should be able to exercise these options through easily accessible self-serve 

tools. 

消費者またはその委任代理人(authorized agents)は、容易にアクセス可能なセルフサービスツールを利用しこれらの選

択肢を実行できなければならない。 

 

5. Consumers should be able to exercise these rights without being penalized for doing so. 

消費者は罰せられることなくこれらの権利を行使できなければならない。 

 

6. Consumers should be able to hold businesses accountable for failing to take reasonable precautions to protect their 

most sensitive personal information from hackers and security breaches. 

消費者は、事業者が、機微性が最高度の個人情報をハッカーまたはセキュリティー侵害(security breaches)から保護す

るために合理的な予防措置を講じなかったことに対し、その責任を問うことができなければならない。 

 

7. Consumers should benefit from businesses’ use of their personal information. 

消費者は、事業者による自己の個人情報利用から利益を得ることができなければならない。 

 

8. The privacy interests of employees and independent contractors should also be protected, taking into account the 

differences in the relationship between employees or independent contractors and businesses, as compared to the 

relationship between consumers and businesses.  

従業員または独立業者に関しては、消費者と事業者の関係と比較した場合の事業者との関係の相違を考慮し、これら

の者のプライバシーに関する利益(interests)も保護されなければならない。 

In addition, this law is not intended to interfere with the right to organize and collective bargaining under the National 

Labor Relations Act.  

CPRA は、全国労働関係法(National Labor Relations Act)に基づく組合結成および団体交渉の権利を阻害することを意

図したものではない。 

It is the purpose and intent of the Act to extend the exemptions in this title for employee and business to business 

communications until January 1, 2023. 

2023 年 1 月 1 日まで、従業員と事業者間および事業者と事業者間のコミュニケーションについては Act[“the Act”の定

義はないが CPRA のここと思われる]を適用しない。 

 

B. The responsibilities of Businesses 

B. 事業者の責任 

 

1, Businesses should specifically and clearly inform consumers about how they collect and use personal information 

and how they can exercise their rights and choice. 

事業者は、消費者に対し、その個人情報の取得・利用の態様およびその権利・選択権行使方法について具体的かつ明

確に知らせ(inform)なければならない。 

 

2. Businesses should only collect Consumers’ personal information for specific, explicit, and legitimate disclosed 

purposes, and should not further collect, use, or disclose consumers’ personal information for reasons incompatible 

with those purposes. 

事業者は、具体的・明確・適法かつ消費者に開示された目的でのみ消費者の個人情報を取得することができ、当該目的

に適合しない目的で取得・利用または開示してはならない。 

 

3. Businesses should collect Consumers’ personal information only to the extent that it is relevant and limited to what 

is necessary in relation to the purposes for which it is being collected, used, and shared. 

事業者は消費者の個人情報を、その取得・利用・共有目的に関係し(relevant)かつ必要な範囲でのみ取得することがで

きる。 

 

4. Businesses should provide consumers or their authorized agents with easily accessible means  

事業者は、消費者またはその委任代理人が以下の事項を行うために容易に利用できる手段を提供しなければならな

い。 

to allow consumers and their children to obtain their personal information, to delete it, or correct it, and to opt-out of 

its sale and the sharing across business platforms, services, businesses and devices, and to limit the use of their 

sensitive personal information. 
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消費者およびその子供が自己の個人情報を取得・削除・訂正すること/販売および複数プラットフォーム・サービス・事業

者・デバイス間での共有をオプトアウトすること/および機微個人情報の利用を制限すること。 

 

5. Businesses should not penalize consumers for exercising these rights. 

事業者は、消費者がこれらの権利を行使したことを理由として当該消費者を罰してはならない。 

 

6. Businesses should take reasonable precautions to protect Consumers’ personal information from a security breach. 

事業者は、消費者の個人情報をセキュリティー侵害から保護するために合理的な予防措置を講じなければならない。 

 

7. Businesses should be held accountable when they violate consumers’ privacy rights, and the penalties should be 

higher when the violation affects children. 

事業者は、消費者のプライバシー権を侵害した場合責任を負わなければならず、侵害が子供に関するものである場合

はより厳しい制裁を受けなければならない。 

 

C. Implementation of the Law 

C. CPRA の執行 

 

1. The rights of consumers and the responsibilities of businesses should be implemented with the goal of strengthening 

consumer privacy, while giving attention to the impact on business and innovation.  

事業者とイノベーションへの影響に配慮しつつ、消費者のプライバシー強化を目的として消費者の権利および事業者の

責任を導入しなければならない。 

Consumer privacy and the development of beneficial new products and services are not necessarily incompatible goals.  

消費者のプライバシーと有益な新製品・サービスの開発は、必ずしも両立しないわけではない。 

Strong consumer privacy rights create incentives to innovate and develop new products that are privacy protective. 

強力な消費者のプライバシー権は、プライバシーを保護する新製品を革新および開発するインセンティブを生み出す。 

 

2, Businesses and consumers should be provided with clear guidance about their responsibilities and rights. 

事業者および消費者には、その責任および権利について明確なガイダンスが提供されなければならない。 

 

3. The law should place the consumer in a position to knowingly and freely negotiate with a business over the 

business’ use of the consumer’s personal information. 

CPRA により、消費者は、その個人情報の事業者による利用について、情報を十分に与えられた上で自由に交渉できる

ようにならなければならない。 

 

4. The law should adjust to technological changes, help consumers exercise their rights, and assist businesses with 

compliance, with the continuing goal of strengthening consumer privacy. 

CPRA は、消費者のプライバシー強化という継続的目標のもとで、技術の変化に適応し、消費者が自己の権利を行使で

きるよう支援しかつ事業者による法遵守を支援するものでなければならない。 

 

5. The law should enable pro-consumer new products and services and promote efficiency of implementation for 

business, 

CPRA は、消費者に配慮した新製品・サービスを可能にし、かつ、事業者による CPRA 遵守の効率性を促進するもので

なければならない。 

provided that the amendments do not compromise or weaken consumer privacy. 

但し、CPRA の改正は消費者のプライバシーを弱体化させるものであってはならない。 

 

6. The law should be amended, if necessary, to improve its operation, provided that the amendments do not 

compromise or weaken consumer privacy, while giving attention to the impact on business and innovation. 

ビジネスおよびイノベーションへの影響に配慮しつつ、CPRA は、その運用改善のため必要に応じ、消費者のプライバシ

ーの権利を弱体化させない範囲で改正されなければならない。 

 

7. Businesses should be held accountable for violating the law through vigorous administrative and civil enforcement. 

CPRA の精力的な行政的・民事的執行を通じ、事業者は CPRA 違反に対し責任を負わなければならない。 

 

8. To the extent it advances consumer privacy and business compliance, the law should be compatible with privacy 

laws in other jurisdictions. 



 11 / 79 

 

CPRA は、消費者のプライバシーおよび事業者による法遵守の向上に資する限り、他の法域のプライバシー法と調和

(compatible)しなければならない。 
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SEC. 4. 1798.100. General Duties of Businesses that Collect Personal information 

SEC. 4. 1798.100. 個人情報取得に関する事業者の一般的義務 

  

(a) A business that controls the collection of a consumer’s personal information shall, at or before the point of 

collection, inform consumers of the following: 

事業者は、消費者の個人情報の取得をコントロールする(controls)場合、当該取得の時・場所(point)またはその前
5、以下の事項について消費者に知らせなければならない。 

(1) The categories of personal information to be collected and the purposes for which the categories of personal 

information are collected or used and whether such information is sold or shared.  

取得する個人情報のカテゴリー、その取得または利用する目的およびこれを販売または共有するか否か。 

A business shall not collect additional categories of personal information or use personal information collected 

for additional purposes that are incompatible with the disclosed purpose for which the personal information was 

collected, without providing the consumer with notice consistent with this Section. 

事業者は、本条に従い消費者に[新たに取得時]通知することなく、[以前の取得時通知で通知した以外の]他のカ

テゴリーの個人情報を取得し、または、[以前の取得時通知により]開示された当該個人情報の取得目的と適合し

ない(incompatible)他の目的で利用してはならない。 

(2) If the business collects sensitive personal information, the categories of sensitive personal information to be 

collected and the purposes for which the categories of sensitive personal information are collected or used and 

whether such information is sold or shared.  

事業者が機微個人情報を取得する場合、当該機微個人情報のカテゴリー、その取得または利用する目的および

これを販売または共有するか否か。 

A business shall not collect additional categories of sensitive personal information or use sensitive personal 

information collected for additional purposes that are incompatible with the disclosed purpose for which the 

sensitive personal information was collected, without providing the consumer with notice consistent with this 

Section. 

事業者は、本条に従い消費者に[新たに取得時]通知することなく、[以前の取得時通知で通知した以外の]他のカ

テゴリーの機微個人情報を取得し、または、[以前の取得時通知により]開示された機微個人情報取得目的と適合

しない他の目的で利用してはならない。 

(3) The length of time the business intends to retain each category of personal information, including sensitive 

personal information, or if that is not possible, the criteria used to determine such period  

各カテゴリーの個人情報(機微個人情報を含む)の保存予定期間またはその開示が不可能な場合保存期間決定

基準。 

provided that a business shall not retain a consumer’s personal information or sensitive personal information for 

each disclosed purpose for which the personal information was collected for longer than is reasonably necessary 

for that disclosed purpose. 

但し、事業者は消費者の個人情報または機微個人情報を[取得時通知により]開示したそれぞれの取得目的に合

理的に必要な期間を超えて保有してはならない。 

 

(b) A business that, acting as a third party, controls the collection of personal information about a consumer may 

satisfy its obligation under subdivision (a) by providing the required information prominently and conspicuously on 

the homepage of its internet website. 

サードパーティ[140(ai)]として(acting as a third party)消費者の個人情報の取得をコントロールする事業者は、上記

(a)に基づく[取得時通知]義務を、要求される情報[個人情報・機微個人情報の各カテゴリー、取得利用目的、販売・

共有の有無]を自己の Web サイトのホームページ上ではっきりと目立つように公表することにより履行することがで

きるものとする。 

In addition, if such business, acting as a third party, controls the collection of personal information about a 

consumer on its premises, including in a vehicle, then the business shall, at or before the point of collection, 

inform consumers as to the categories of personal information to be collected and the purposes for which the 

categories of personal information are used, and whether such personal information is sold, in a clear and 

conspicuous manner at such location. 

上記に加え、そのサードパーティとして行動する事業者が、その施設(its premises)(乗り物の中を含む)で、消費者

の個人情報の取得をコントロールする(control)場合、当該事業者は、その取得の時またはその前に、その場所で、

 
5 【取得の時・場所(point)またはその前】 ”at or before the point of collection”の意味について、CCPA の施行規則（以下「CCPA 規則」という）の州司法長官

最終案に添付されていた州司法長官室(OAG)の「Final Statement of Reasons」（規則最終版の以前の案からの修正趣旨・理由説明書）（以下「趣旨」という）

では、時間的な近接性(temporal proximity)(例：オンライン上での個人情報取得時)および場所的近接性(physical proximity)（例：店舗内のレジ近く）を示すと

説明されている。従って、”point”とは時および場所を意味すると考えられる。 

https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/ccpa-fsor.pdf
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はっきりと目立つように、取得する個人情報のカテゴリー、その利用目的およびその個人情報が販売されるか否か

を消費者に知らせなければならない。 

 

(c) A business’s collection, use, retention, and sharing of a consumer’s personal information shall be reasonably 

necessary and proportionate  

事業者による消費者の個人情報の取得、利用、保有および共有は、以下のいずれかのために合理的に見て必要

かつ比例的(proportionate)なものでなければならない。 

to achieve the purposes for which the personal information was collected or processed, or  

当該個人情報が取得されたまたは処理されたその目的を達成するため。 

for another disclosed purpose that is compatible with the context in which the personal information was collected,  

当該個人情報の取得状況(context)に適合し(compatible)[取得時通知で]開示された他の目的のため。 

and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes. 

また、当該個人情報はこれら目的に適合しない態様で処理されてはならない。 

 

(d) A business that collects a consumer’s personal information and that sells that personal information to, or shares 

it with, a third party or that discloses it to a service provider or contractor for a business purpose shall enter into 

an agreement with such third party, service provider, or contractor, that:  

事業者は、取得した消費者の個人情報をサードパーティに販売もしくは共有し、または、業務目的でサービス提供

者もしくは契約業者(contractor)に開示する場合、当該サードパーティ、サービス提供者または契約業者との間で以

下の要件を満たす契約を締結しなければならない。 

(1) Specifies that the personal information is sold or disclosed by the business only for limited and specified 

purposes.  

当該個人情報は、限定的かつ特定具体的な目的のためにのみ事業者から販売または開示される旨規定するこ

と。 

(2) Obligates the third party, service provider, or contractor to comply with applicable obligations under this title and 

obligate those persons to provide the same level of privacy protection as is required by this title. 

サードパーティ、サービス提供者または契約業者に対し、各自の CPRA 上の義務を遵守すべきこと、および、

CPRA 上要求されるのと同じレベルのプライバシー保護(privacy protection)を行うことを義務付けること。 

(3) Grants the business rights to take reasonable and appropriate steps to help to ensure that the third party, 

service provider, or contractor uses the personal information transferred in a manner consistent with the 

business’s obligations under this title. 

事業者が、サードパーティ、サービス提供者または契約業者に、当該個人情報を CPRA 上の事業者の義務に適

合する態様で利用させるため合理的かつ適切な措置をとる権利を有する旨規定すること。 

(4) Requires the third party, service provider, or contractor to notify the business if it makes a determination that it 

can no longer meet its obligations under this title.  

サードパーティ、サービス提供者または契約業者に対し、各自の CPRA 上の義務を遵守できなくなったと判断した

場合はその旨事業者に通知すべきことを義務付けること。 

(5) Grants the business the right, upon notice, including under paragraph (4), to take reasonable and appropriate 

steps to stop and remediate unauthorized use of personal information. 

事業者は、[サードパーティ、サービス提供者または契約業者による]個人情報の無権限の利用を中止させおよび

是正するため、上記(4)を含め合理的かつ適切な措置を講じる権利を有すること。 

 

(e) A business that collects a consumer’s personal information shall implement reasonable security procedures and 

practices appropriate to the nature of the personal information to protect the personal information from 

unauthorized or illegal access, destruction, use, modification, or disclosure in accordance with Section 1798. 81.5. 

事業者は、消費者の個人情報を取得する場合、カリフォルニア州顧客情報保護法(California Customer Records 

Act)1798.81.5 に従い、当該個人情報を無権限または違法なアクセス、破壊、利用、改竄または開示から保護する

ため、当該個人情報の性質・内容(nature)に応じ、合理的なセキュリティー措置(reasonable security procedures and 

practices)を導入しこれを実施しなければならない。 

 

(f) Nothing in this Section shall require a business to disclose trade secrets, as specified in regulations adopted 

pursuant to paragraph (3) of subdivision (a) of Section 1798.185. 

本条のいかなる規定も、1798.185(a)(3)に従い定められる規則に定める通り、事業者に対し営業秘密(trade secrets)

の開示を義務付けるものではない。 
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SEC. 5. 1798.105. Consumers’ Right to Delete Personal information 

SEC. 5. 1798.105. 個人情報の削除を請求する消費者の権利 

 

(a) A consumer shall have the right to request that a business delete any personal information about the consumer 

which the business has collected from the consumer. 

消費者は、事業者が消費者から取得した自己の全ての(any)個人情報の削除を請求する権利を有する。 

 

(b) A business that collects personal information about consumers shall disclose, pursuant to Section 1798.130, the 

consumer’s rights to request the deletion of the consumer’s personal information. 

事業者は、消費者の個人情報を取得する(collects)場合、1798.130[(a)(5)：プライバシーポリシー等での公表]に従い

消費者の個人情報の削除請求権について情報提供しなければならない。 

 

(c)  
(1) A business that receives a verifiable consumer request from a consumer to delete the consumer’s personal 

information pursuant to subdivision (a) of this Section shall  

事業者は、消費者から本条(a)に従い個人情報の削除について本人確認可能な請求(verifiable consumer request)を

受けた場合、以下の事項を行わなければならない。 

delete the consumer’s personal information from its records, 

自己の記録から当該個人情報を削除すること。 

notify any service providers or contractors to delete the consumer’s personal information from their records, and  

サービス提供者または契約業者に当該個人情報をその記録から削除するよう通知すること。 

notify all third parties to whom the business has sold or shared such personal information, to delete the 

consumer’s personal information, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. 

事業者が当該個人情報を販売または共有した全てのサードパーティに当該個人情報をその記録から削除するよう通

知すること（但しそれが不可能または不相応な努力(disproportionate effort)を要することが判明した場合を除く）。 

(2) The business may maintain a confidential record of deletion requests solely for the purpose of preventing the 

personal information of a consumer who has submitted a deletion request from being sold, for compliance with laws, 

or for other purposes solely to the extent permissible under this title. 

事業者は、削除請求のなされた消費者の個人情報の販売防止、法律遵守その他 CPRA 上認められる目的に限り、

当該請求の記録を秘密として保有・維持することができる。 

(3) A service provider or contractor shall cooperate with the business in responding to a verifiable consumer request, 

サービス提供者または契約業者は、事業者が消費者の本人確認な[削除]請求に応じることに協力し、 

and at the direction of the business, shall delete, or enable the business to delete,  

また、事業者の指示に従い、当該個人情報を、自ら削除しまたは事業者が削除できるようにし、 

and shall notify any of its own service providers or contractors to delete, personal information about the consumer 

collected, used, processed, or retained by the service provider or the contractor.  

更に、自らのサービス提供者または契約業者に対しそれらの者が取得・利用・処理または保有する消費者の個人情

報を削除するよう通知しなければならない。 

The service provider or contractor shall notify any service providers, contractors or third parties who may have 

accessed such personal information from or through the service provider or contractor, unless the information was 

accessed at the direction of the business, to delete the consumer’s personal information,  

サービス提供者または契約業者は、これらの者からまたはこれらの者を通じ当該個人情報にアクセスした可能性が

ある他のサービス提供者、契約業者またはサードパーティに対し、これらの者が事業者の指示で当該個人情報にア

クセスした場合を除き、当該個人情報を削除するよう通知しなければならない。 

unless this proves impossible or involves disproportionate effort.  

但し、これを行うことが不可能であるかまたは不相応な努力(disproportionate effort)を要することを証明できる場合を

除く。 

A service provider or contractor shall not be required to comply with a deletion request submitted by the consumer 

directly to the service provider or contractor to the extent that the service provider or contractor has collected, 

used, processed, or retained the consumer’s personal information in its role as a service provider or contractor to 

the business,  

サービス提供者または契約業者は、事業者に対するサービス提供者または契約業者として当該個人情報を取得・利

用・処理または保有している限り、自己に対し消費者から直接なされた削除請求に応じることを要しない。 

 

(d) A business, or a service provider or contractor, acting pursuant to its contract with the business, another service 

provider, or another contractor, shall not be required to comply with a consumer’s request to delete the 
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consumer’s personal information if it is reasonably necessary for the business, service provider, or contractor to 

maintain the consumer’s personal information in order to:   

事業者、または、事業者、他のサービス提供者もしくは他の契約業者との契約に従い業務を行うサービス提供者ま

たは契約業者は、以下のいずれかの目的のために、消費者の個人情報の保有が合理的にみて必要な場合、消費

者の個人情報削除請求に応じることを要しない。 

(1) Complete the transaction for which the personal information was collected,  

そのために当該個人情報が取得された取引を完了するため。 

fulfill the terms of a written warranty or product recall conducted in accordance with federal law,  

保証書または連邦法に従い行われる製品リコールを履行するため。 

provide a good or service requested by the consumer, or reasonably anticipated by the consumer within the 

context of a business’s ongoing business relationship with the consumer,  

消費者から要求された商品・サービスまたは消費者が事業者との継続的な取引の関係から合理的に予想するこ

とができる商品・サービスを提供するため。 

or otherwise perform a contract between the business and the consumer. 

その他事業者・消費者間の契約を履行するため。 

(2) Help to ensure security and integrity to the extent the use of the consumer’s personal information is reasonably 

necessary and proportionate for those purposes. 

消費者の個人情報のセキュリティーと完全性の確保を図るため(但しそのために当該個人情報を利用することが

合理的に必要でありかつ比例的である範囲内でなければならない)。 

(3) Debug to identify and repair errors that impair existing intended functionality. 

ソフトウェアの本来の機能に障害を生じさせるエラーを特定し修復するためのデバッグを行うため。 

(4) Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise that consumer’s right of free speech, or 

exercise another right provided for by law. 

自らの言論の自由の権利行使、他の消費者の言論の自由の権利行使、その他法的権利行使のため。 

(5) Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant to Chapter 3.6 (commencing with 

Section 1546) of Title 12 of Part 2 of the Penal Code. 

カリフォルニア州電子通信プライバシー法 6を遵守するため。 

(6) Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research that conforms or adheres to all 

other applicable ethics and privacy laws,  

(適用される他の全ての倫理・プライバシー法への遵守を条件として)公開で行われるまたは他の者による評価が

なされる(peer-reviewed)科学的、歴史的または統計的な調査を実施するため。 

when the business’s deletion of the information is likely to render impossible or seriously impair the ability to 

complete such research, if the consumer has provided informed consent. 

但し、当該個人情報の削除により当該調査を行うことが不能または著しく困難となり、かつ、当該消費者が[自己

の個人情報の利用について]インフォームドコンセントを与えた場合に限る。 

(7) To enable solely internal uses that are reasonably aligned with the expectations of the consumer based on the 

consumer’s relationship with the business and compatible with the context in which the consumer provided the 

information. 

消費者と事業者との関係上消費者の合理的予想に整合し(aligned with)かつ消費者が当該個人情報を提供した

状況に適合する(compatible with)内部的利用を行うため。 

(8) Comply with a legal obligation. 

法的義務を遵守するため。 

  

 

SEC. 6. 1798.106. Consumers’ Right to Correct inaccurate Personal information 

SEC. 6. 1798.106. 不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利 

 

(a) A consumer shall have the right to request a business that maintains inaccurate personal information about the 

consumer correct such inaccurate personal information, taking into account the nature of the personal information 

and the purposes of the processing of the personal information. 

消費者は、自分について不正確な(inaccurate)個人情報を保有する事業者に対し、当該個人情報の性質(nature)およ

び処理目的を考慮し、[必要な]訂正を行うよう請求する権利を有する。 

 
6 【カリフォルニア州電子通信プライバシー法】 同法（略称「CalECPA」）は、法執行機関が個人の「電子通信」を調査する場合には、本人の同意を得た場合

等を除き令状等を取る義務等を規定するもの。（参照） Locke Lord LLP - Karen L. Booth and Charles Chuck M. Salmon "California enacts electronic 

communication privacy statute, connected television privacy statute" November 13 2015, Lexology。ここでは事業者が令状に従い法執行機関に消費者の

個人情報を提出する場合を想定していると思われる。 

https://law.justia.com/codes/california/2016/code-pen/part-2/title-12/chapter-3.6
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c21569f5-e98b-44e3-b5fc-9be33676cc15
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c21569f5-e98b-44e3-b5fc-9be33676cc15
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(b) A business that collects personal information about consumers shall disclose, pursuant to Section 1798.130, the 

consumer’s right to request correction of inaccurate personal information 

事業者は、消費者の個人情報を取得する場合、1798.1300[(a)(5)：プライバシーポリシー等での公表]に従い、消費者

の個人情報訂正請求権について情報提供しなければならない。 

(c) A business that receives a verifiable consumer request to correct inaccurate personal information shall use 

commercially reasonable efforts to correct the inaccurate personal information, as directed by the consumer, 

pursuant to Section 1798.130 and regulations adopted pursuant to paragraph (8) of subdivision (a) of Section 

1798.185. 

事業者は、消費者から本人確認可能な訂正請求を受けた場合、1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務]およ

び 1798.185(a)(8)に従い定められた CPRA 規則に従い、消費者の指示に従って、不正確な個人情報を訂正するため

に商業的に合理的な努力(commercially reasonable efforts)をしなければならない。 

  

 

SEC. 7. 1798.110. Consumers’ Right to Know What Personal Information is Being Collected. Right to access Personal 

information 

SEC. 7. 1798.110. どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権 

 

(a) A consumer shall have the right to request that a business that collects personal information about the consumer 

disclose to the consumer the following: 

消費者は、自分についての個人情報を取得した 7事業者に対し、以下の情報の開示を請求する権利を有する。 

(1) The categories of personal information it has collected about that consumer. 

事業者が取得した(has collected)当該消費者の個人情報のカテゴリー。 

(2) The categories of sources from which the personal information is collected. 

事業者が当該個人情報を取得・入手した入手元(sources)のカテゴリー。8 

(3) The business or commercial purpose for collecting, selling or sharing personal information. 

事業者が当該個人情報を取得、販売または共有する業務目的または商業目的(business or commercial 

purpose)。 

(4) The categories of third parties to whom the business discloses personal information. 

事業者が当該個人情報を開示する(discloses)サードパーティのカテゴリー。9 

(5) The specific pieces of personal information it has collected about that consumer. 

事業者が取得した当該消費者の個人情報そのもの(specific pieces of personal information)。 

 

(b) A business that collects personal information about a consumer shall disclose to the consumer, pursuant to 

subparagraph (B) of paragraph (3) of subdivision (a) of Section 1798.130, the information specified in subdivision 

(a) upon receipt of a verifiable consumer request from the consumer,  

事業者は、取得した消費者の個人情報について当該消費者から本人確認可能な請求を受けた場合、

1798.130(a)(3)(B)に従い[原則として請求を受けた時点の前 12 カ月分について]、上記(a)の情報を開示しなければ

ならない。 

provided that a business shall be deemed to be in compliance with paragraphs (1) through (4) of subdivision (a) of 

this Section to the extent that the categories of information and the business or commercial purpose for 

collecting or selling or sharing personal information it would be required to disclose to the consumer pursuant to 

paragraphs (1) through (4) of subdivision (a) is the same as the information it has disclosed pursuant to 

paragraphs (1) through (4) of subdivision (c) of this Section. 

但し、(a)(1)～(4)に従い開示請求された個人情報のカテゴリーおよびその取得・販売または共有の目的が本条

(c)(1)～(4)に従い既に開示した情報と同じである場合には、事業者は(a)(1)～(4)を遵守したものとみなされる。 

 

(c) A business that collects personal information about consumers shall disclose, pursuant to subparagraphs (B) of 

 
7 【「個人情報を取得した」との訳】 原文は"collets"なのでここだけ見ると「取得する場合」と訳すことになるが、(1)では"has collected"とあるから、このように

訳した。(b)以下も同様。 
8 【「入手元(sources)のカテゴリー」】 （参考）(CCPA 規則 301(d))  「入手元のカテゴリー」とは、事業者が個人情報を取得した入手元のタイプまたはグルー

ピングであって、消費者がその入手元の個人または組織のタイプについて十分意味ある理解をすることができるように表現されたものを意味する。（例）消

費者本人、広告ネットワーク、インターネットサービス提供者、データ分析提供者、政府機関、OS・プラットフォーム[提供者]、ソーシャルネットワーク[運営

者]、データブローカー。 
9 【サードパーティのカテゴリー】 （参考）(CCPA 規則 301(e)) 「サードパーティのカテゴリー」とは、事業者が[消費者の]個人情報を共有する相手方のタイプ

またはグルーピングであって、消費者がその相手方のタイプについて十分意味ある理解をすることができるように表現されたものを意味する。 

（例）広告ネットワーク、インターネットサービス提供者、データ分析提供者、政府機関、OS・プラットフォーム[提供者]、ソーシャルネットワーク[運営者]、デー

タブローカー。 
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paragraph (5) of subdivision (a) of Section 1798.130: 

事業者は、消費者の個人情報を取得する場合、1798.130(a)(5)(B)[プライバシーポリシー等での開示事項]に従い以

下の全ての情報を開示しなければならない。 

(1) The categories of personal information it has collected about consumers. 

事業者が取得した消費者の個人情報のカテゴリー。 

(2) The categories of sources from which the personal information is collected. 

事業者が当該個人情報を取得した入手元(sources)のカテゴリー 

(3) The business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information. 

事業者が当該個人情報を取得、販売または共有する業務目的または商業目的(business or commercial 

purpose)。 

(4) The categories of third parties to whom the business discloses personal information. 

事業者が当該個人情報を開示するサードパーティのカテゴリー 。 

(5) That a consumer has the right to request the specific pieces of personal information the business has collected 

about that consumer. 

消費者が、事業者の取得した当該消費者の個人情報そのもの(specific pieces)の開示を請求できること。 

 

 

SEC. 8. 1798.115. Consumers’ Right to Know What Personal information is Sold or Shared and to Whom 

SEC. 8. 1798.115. どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利 

  

(a) A consumer shall have the right to request that a business that sells or shares the consumer’s personal 

information, or that discloses it for a business purpose, disclose to that consumer: 

消費者は、自己の個人情報を販売もしくは共有しまたは業務目的で開示する事業者に対し、以下の情報の開示を請

求する権利を有する。 

(1) The categories of personal information that the business collected about the consumer. 

事業者が取得した当該消費者の個人情報のカテゴリー。 

(2) The categories of personal information that the business sold or shared about the consumer and the categories 

of third parties to whom the personal information was sold or shared,  

事業者が販売または共有した当該個人情報のカテゴリーおよびその販売もしくは共有先のサードパーティのカテ

ゴリー。 

by category or categories of personal information for each category of third parties to whom the personal 

information was sold or shared. 

なお、販売もしくは共有先のサードパーティのカテゴリーごとに[販売・共有された]個人情報のカテゴリーを記載し

なければならない。 

(3) The categories of personal information that the business disclosed about the consumer for a business purpose 

and the categories of persons to whom it was disclosed for a business purpose. 

事業者が業務目的で開示した当該消費者の個人情報のカテゴリーおよびその開示先のカテゴリー。 

 

(b) A business that sells or shares personal information about a consumer, or that discloses a consumer’s personal 

information for a business purpose, shall disclose, pursuant to paragraph (4) of subdivision (a) of Section 1798.130, 

the information specified in subdivision (a) to the consumer upon receipt of a verifiable consumer request from the 

consumer. 

事業者は、消費者の個人情報を販売もしくは共有しまたは業務目的で開示する場合、消費者から本人確認可能な請

求を受けた場合、1798.130(a)(4)[本人確認の方法、個人情報のカテゴリーの記載方法、開示する個人情報そのもの

の形態・形式、業務目的開示と販売・共有との区分記載等]に従い上記(a)の情報を開示しなければならない。 

 

(c) A business that sells or shares consumers’ personal information, or that discloses consumers’ personal 

information for a business purpose, shall disclose, pursuant to subparagraph (C) of paragraph (5) of subdivision (a) 

of Section 1798.130: 

事業者は、消費者の個人情報を販売もしくは共有しまたは業務目的で開示する場合、1798.130(a)(5)(C)[プライバシ

ーポリシー等での開示事項]に従い以下の全ての情報を開示しなければならない。 

(1) The category or categories of Consumers’ personal information it has sold or shared, or if the business has not 

sold or shared Consumers’ personal information, it shall disclose that fact. 

事業者が販売もしくは共有した消費者の個人情報のカテゴリー、または、かかる販売・共有がない場合はその旨。 

(2) The category or categories of Consumers’ personal information it has disclosed for a business purpose, or if the 

business has not disclosed consumers’ personal information for a business purpose, it shall disclose that fact. 
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事業者が業務目的で開示した消費者の個人情報のカテゴリー、または、かかる開示がない場合はその旨。 

 

(d) A third party shall not sell or share personal information about a consumer that has been sold to, or shared with, 

the third party by a business  

事業者から消費者の個人情報の販売または共有を受けたサードパーティは、当該個人情報を(再)販売または(再)共

有してはならない。 

unless the consumer has received explicit notice and is provided an opportunity to exercise the right to opt-out 

pursuant to Section 1798.120. 

但し、当該消費者が、1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利] [消費者の販売/共

有オプトアウト権]に従い、事前に[当該(再)販売または(再)共有について]明示的な通知を受けかつオプトアウト権行

使の機会を与えられた場合を除く。 

  

 

SEC. 9. 1798.120. Consumers’ Right to Opt-Out of Sale or Sharing of Personal information 

SEC. 9. 1798.120. 個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利 

 

(a) A consumer shall have the right, at any time, to direct a business that sells or shares personal information about 

the consumer to third parties not to sell or share the consumer’s personal information. 

消費者は、自己の個人情報をサードパーティに販売または共有する事業者に対し、いつでも、当該個人情報を販売

または共有しないよう指示する権利を有する。 

This right may be referred to as the right to opt-out of sale or sharing. 

この権利を、「販売または共有のオプトアウト権」(the right to opt-out of sale or sharing)という。 

(b) A business that sells consumers’ personal information to, or shares it with, third parties shall provide notice to 

consumers, pursuant to subdivision (a) of Section 1798.135, that this information may be sold or shared and that 

consumers have the “right to opt-out” of the sale or sharing of their personal information. 

事業者は、消費者の個人情報をサードパーティに販売または共有する場合、1798.135(a)に従い[“Do not～“リンク

で]、当該情報が販売または共有される可能性があること、および、消費者は自己の個人情報の販売または共有の

「オプトアウト権」を有することを通知しなければならない。 

 

(c) Notwithstanding subdivision (a), a business shall not sell or share the personal information of consumers if the 

business has actual knowledge that the consumer is less than 16 years of age,  

上記(a)にかかわらず、事業者は、消費者が 16 歳未満であることを現に認識している(has actual knowledge)10場合、

その個人情報を販売または共有してはならない。 

unless the consumer, in the case of consumers at least 13 years of age and less than 16 years of age, or the 

consumer’s parent or guardian, in the case of consumers who are less than 13 years of age, has affirmatively 

authorized the sale or sharing of the consumer’s personal information.  

但し、以下の場合を除く。 

・当該消費者が 13 歳以上 16 歳未満[13・14・15 歳]の場合は、その消費者本人が当該販売または共有について積

極的承認をした(affirmatively authorized)場合   

・消費者が 13 歳未満[12 歳以下]の場合は、その親または保護者が当該販売または共有について積極的承認をし

た(affirmatively authorized)場合 

A business that willfully disregards the consumer’s age shall be deemed to have had actual knowledge of the 

consumer’s age. 

事業者は、消費者の年齢を故意に(willfully)無視した場合、その年齢を現に知っていたものとみなされる。 

 

(d) A business that has received direction from a consumer not to sell or share the consumer’s personal information 

or, in the case of a minor consumer’s personal information has not received consent to sell or share the minor 

consumer’s personal information, shall be prohibited, pursuant to paragraph (4) of subdivision (c) of Section 

1798.135, from selling or sharing the consumer’s personal information after its receipt of the consumer’s direction,  

事業者は、[16 歳以上の]消費者から個人情報の販売または共有をしないよう指示を受けた場合、または、[15 歳以

下の]未成年消費者(minor consumer)の個人情報の販売または共有について[13・14・15 歳については本人の、12 歳

以下については親の]同意(consent)を得ていない場合、1798.135(c)(4)に従い[すなわち、最低 12 か月経過するまで

同意を求めてはならない]、当該消費者の個人情報を販売または共有してはならない。 

 
10 【「現に認識している」(has actual knowledge)】 実際に知っていることを意味し、知り得べきこと（constructive knowledge、擬制的認識）に対するものと思わ

れる。 (参考) The Eric Henry Law Firm “ACTUAL VS. CONSTRUCTIVE KNOWLEDGE” JAN.11.2022. オンラインではユーザの年齢を知りまたは確認する

ことが困難であるので、「現に認識している」(has actual knowledge)という限定がされていると考えられる。 

https://erichenrylaw.com/actual-vs-constructive-knowledge/#:%7E:text=to%20learn%20more.-,What%20Is%20Actual%20Knowledge%3F,by%20direct%20or%20circumstantial%20evidence.
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unless the consumer subsequently provides consent, for the sale or sharing of the consumer’s personal 

information. 

但し、その後、当該消費者が当該個人情報の販売または共有に同意した場合を除く。 

  

 

SEC.10. 1798.121. Consumers’ Right to Limit Use and Disclosure of Sensitive Personal information 

SEC.10. 1798.121. 機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利 

 

(a) A consumer shall have the right, at any time, to direct a business that collects sensitive personal information about 

the consumer to limit its use of the consumer’s sensitive personal information  

消費者は､いつでも､当該消費者に関する機微個人情報を取得する事業者に対し､消費者の機微個人情報の利用を､

以下のいずれかに制限するよう指示する権利を有する｡ 

to that use which is necessary to perform the services or provide the goods reasonably expected by on average 

consumer who requests such goods or services,  

当該商品またはサービスを求める平均的な消費者が合理的に予想できる当該商品・サービスの履行・提供に必要な

範囲内の利用。 

to perform the services set forth in paragraphs (2), (4), (5), and (8) of subdivision (e) of Section 1798.140,  

1798.140(e)[「業務目的」の定義](2),(4),(5)および(8)に定めるサービスの提供。 

and as authorized by regulations adopted pursuant to subparagraph (C) of paragraph (19) of subdivision (a) of 

Section 1798.185.  

1798.185(a)(19)(C)に従い定められた規則により許容される(authorized)利用｡ 

A business that uses or discloses a consumer’s sensitive personal information for purposes other than those 

specified in this subdivision shall provide notice to consumers, pursuant to subdivision (a) of Section 1798.135,  

事業者は､上記以外の他の目的で消費者の機微個人情報を利用または開示する場合､1798.135 (a)に従い[“Limit

～”リンクにより]､以下の事項を消費者に通知しなければならない｡ 

that this information may be used, or disclosed to a service provider or contractor, for additional, specified 

purposes and 

当該情報が他の特定の目的のため利用されまたはサービス提供者または契約業者に開示される可能性があるこ

と、および、 

that consumers have the right to limit the use or disclosure of their sensitive personal information. 

消費者は自己の機微個人情報の利用または開示を制限する権利を有すること｡ 

 

(b) A business that has received direction from a consumer not to use or disclose the consumer’s sensitive personal 

information, except as authorized by subdivision (a), shall be prohibited, pursuant to paragraph (4) of subdivision (c) 

of Section 1798.135, from using or disclosing the consumer’s sensitive personal information for any other purpose 

after its receipt of the consumer’s direction,  

事業者は、消費者からその機微個人情報を上記(a)により認められる目的を除き利用または開示しないよう指示を受

けた場合、1798.135 (c)(4)に従い[すなわち、最低 12 か月経過するまで同意を求めてはならない]、当該指示受領後、

他の如何なる目的にも当該機微個人情報を利用または開示してはならない。 

unless the consumer subsequently provides consent for the use or disclosure of the consumer’s sensitive personal 

information for additional purposes. 

但し、消費者がその後、他の目的での利用または開示に同意した場合を除く。 

 

(c) A service provider or contractor that assists a business in performing the purposes authorized by subdivision (a) 

may not use the sensitive personal information, after it has received instructions from the business and to the 

extent it has actual knowledge that the personal information is sensitive personal information for any other purpose.  

事業者が上記(a)により認められる目的を達成するためこれを支援するサービス提供者または契約業者は、当該事

業者からの指示受領後は、当該個人情報が機微個人情報であることを実際に認識している限り(has actual 

knowledge)、これを他の如何なる目的にも利用してはならない。 

A service provider or contractor is only required to limit its use of sensitive personal information received pursuant 

to a written contract with the business in response to instructions from the business and only with respect to its 

relationship with that business. 

サービス提供者または契約業者は、事業者との契約書に従い受領した機微個人情報の利用を、当該事業者との関

係で、その事業者からの指示に応じ制限すれば足る。 
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(d) Sensitive personal information that is collected or processed without the purpose of inferring characteristics about 

a consumer, is not subject to this Section, as further defined in regulations adopted pursuant to subparagraph (C) 

of paragraph (19) of subdivision (a) of Section 1798.185, and shall be treated as personal information for purposes 

of all other Sections of this Act, including Section 1798.100. 

機微個人情報は、消費者の特徴を推測する(inferring characteristics)目的なしに取得・処理される場合は本条の対

象とならない(1798.185(a)(19)(C)に従い定められた規則でより具体的に定める)が、本条以外の CPRA の全ての規定

(1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務]を含む)に関しては個人情報として扱われるものとする。 

 

  

SEC.11. 1798.125. Consumers’ Right of No Retaliation Following Opt-Out or Exercise of other Rights 

SEC.11. 1798.125. オプトアウトその他権利を行使したことに対する報復禁止に関する消費者の権利 

 

(a)  

(1) A business shall not discriminate against a consumer because the consumer exercised any of the consumer’s 

rights under this title, including, but not limited to, by: 

事業者は、消費者が CPRA 上の権利を行使したことを理由に、以下に例示する方法による場合を含め、消費者に対

し差別(discriminate)をしてはならない。 

(A) Denying goods or services to the consumer. 

製品・サービスの提供拒否。 

(B) Charging different prices or rates for goods or services, including through the use of discounts or other benefits 

or imposing penalties. 

割引その他の特典、ペナルティー等、製品・サービスの価格・料金に差を設けること。 

(C) Providing a different level or quality of goods or services to the consumer. 

製品・サービスにレベル・品質上の差を設けること。 

(D) Suggesting that the consumer will receive a different price or rate for goods or services or a different level or 

quality of goods or services. 

当該消費者に製品・サービスの価格・料金またはレベル・品質上の差を設けることをほのめかす(suggest)こと。 

(E) Retaliating against an employee, applicant for employment, or independent contractor, as defined in 

subparagraph (A) of paragraph (2) of subdivision (m) of Section 1798.145, for exercising their rights under this 

title.  

従業員、求職者または独立業者(1798.145[例外規定](m)(2)(A)に定義)が CPRA 上の権利を行使したことに対する

報復(retaliating)。 

(2) Nothing in this subdivision prohibits a business, pursuant to subdivision (b), from charging a consumer a different 

price or rate, or from providing a different level or quality of goods or services to the consumer, if that difference is 

reasonably related to the value provided to the business by the consumer’s data. 

次の(b)を条件として、本項は、上記の差と、消費者の個人情報から事業者が受ける価値(value)との間に合理的関連

性がある場合に、事業者が当該差を設けることを禁止するものではない。 

(3) This subdivision does not prohibit a business from offering loyalty, rewards, premium features, discounts, or club 

card programs consistent with this title.  

本項は、事業者が CPRA に適合するロイヤリティー、リワード、プレミアム、割引またはクラブカードプログラムを実施

することを禁止するものではない。 

 

(b)  

(1) A business may offer financial incentives, including payments to consumers as compensation, for the collection of 

personal information, the sale or sharing of personal information, or the retention of personal information.  

事業者は、個人情報の取得、販売・共有または保持(retention)に関し、その補償(compensation)として、消費者に対

し、金銭の支払を含め経済的インセンティブ(financial incentives)を提供することができる。 

A business may also offer a different price, rate, level, or quality of goods or services to the consumer if that price 

or difference is reasonably related to the value provided to the business by the consumer’s data. 

事業者は、また、製品・サービスの価格・料金またはレベル・品質の差と消費者の個人情報から事業者の受ける価値

(value)との間に合理的関連性がある場合には、当該差を設けることができる。 

(2) A business that offers any financial incentives pursuant to this subdivision, shall notify consumers of the financial 

incentives pursuant to Section 1798.130. 

事業者は、本項に従い経済的インセンティブを提供する場合、1798.130[?]に従い当該インセンティブを消費者に通知

しなければならない。 

(3) A business may enter a consumer into a financial incentive program only if  
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事業者は、以下の全ての条件が満たされる場合にのみ、経済的インセンティブ・プログラムを行うことができる。 

the consumer gives the business prior opt-in consent pursuant to Section 1798.130 that clearly describes the 

material terms of the financial incentive program, and which may be revoked by the consumer at any time.  

・ 消費者が 1798.130[?]に従い事前のオプトイン同意を与えたこと 

・ 当該同意に当該プログラムの重要な条件が明確に含まれていること 

・ 当該同意はいつでも撤回可能であること 

If a consumer refuses to provide opt-in consent, then the business shall wait for at least 12 months before next 

requesting that the consumer provide opt-in consent, or as prescribed by regulations adopted pursuant to Section 

1798.185. 

事業者は、消費者がオプトイン同意を与えることを拒否した場合、次に同意を求めるには、1798.185(a)に従い定めら

れた規則で定めるところにより、最低限 12 か月経過するまで待たなければならない。 

(4) A business shall not use financial incentive practices that are unjust, unreasonable, coercive, or usurious in nature.

事業者は、不正・不合理・強制的(coercive)または不当に誘引的な(usurious)経済的インセンティブを用いてはならな

い。 

 

 

SEC.12. 1798.130. Notice, Disclosure, Correction, and Deletion Requirements 

SEC.12. 1798.130. 通知・開示・訂正および削除の義務 

 

(a) In order to comply with Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110, 1798.115, and 1798.125, a business shall, 

in a form that is reasonably accessible to consumers: 

事業者は、以下の各規定を遵守するため、合理的に見て消費者に利用可能な形で以下の各事項を行わなければ

ならない。 

・ 1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務]  

・ 1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利] 

・ 1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利] 

・ 1798.110[どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権] 

・ 1798.115[どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利] 

・ 1798.125[オプトアウトその他権利を行使したことに対する報復禁止に関する消費者の権利] 

 

(1)   

(A) Make available to consumers two or more designated methods for submitting  

事業者は、以下の請求に関し、複数の指定請求手段(designated methods for submitting requests)消費者が利用

できるようにしなければならない。 

requests for information required to be disclosed pursuant to Sections 1798.110 and 1798.115, or  

1798.110 および 1798.115 に従った開示請求。 

requests for deletion or correction pursuant to Sections 1798.105 and 1798.106, respectively,  

1798.105 および 1798.106 に従った削除・訂正請求 

including, at a minimum, a toll-free telephone number.  

指定請求手段には最低限フリーダイヤルの電話番号を含めなければならない。 

A business that operates exclusively online and has a direct relationship with a consumer from whom it collects 

personal information shall only be required to provide an email address for submitting requests for information 

required to be disclosed pursuant to Sections 1798.110 and 1798.115, or for requests for deletion or correction 

pursuant to Sections 1798.105 and 1798.106, respectively. 

事業者は、オンラインでのみ事業を行い、かつ、その個人情報を取得する消費者と直接の関係(direct relationship)

がある場合、1798.110 および 1798.115 に従った開示請求、または、1798.105 および 1798.106 に従った削除・訂正

請求に関し、電子メールアドレスのみ開示すれば足りる。 

(B) If the business maintains an internet website, make the internet website available to consumers to submit 

requests for information required to be disclosed pursuant to Sections 1798.110 and 1798.115, or requests for 

deletion or correction pursuant to Sections 1798.105 and 1798.106, respectively. 

事業者は、Web サイトを開設している場合、消費者が当該 Web サイトから 1798.110 および 1798.115 に従った開示

請求、または、1798.105 および 1798.106 に従った削除・訂正請求を行うことができるようにしなければならない。 

 

(2)  
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(A) Disclose and deliver the required information to a consumer free of charge, or correct inaccurate personal 

information, or delete a consumer’s personal information, based on the consumer’s request, within 45 days of 

receiving a verifiable consumer request from the consumer.  

事業者は、消費者から本人確認可能な請求を受領した後 45 日以内に、当該請求に基づき、無償で請求された情

報を開示・提供し、不正確な個人情報を訂正し、または、当該個人情報を削除しなければならない。 

The business shall promptly take steps to determine whether the request is a verifiable consumer request,  

事業者は、消費者からの請求が本人確認可能な請求であるか否かを判断するための手続をとらなければならな

い。 

but this shall not extend the business’s duty to disclose and deliver the information, or correct inaccurate 

personal information or delete personal information, within 45 days of receipt of the consumer’s request.  

但し、これは、消費者からの請求受領後 45 日以内に、該当の情報を開示・提供し、不正確な個人情報を訂正し、

または、当該個人情報を削除しなければならないという事業者の義務履行期限の延長を認めるものではない。 

The time period to provide the required information, to correct inaccurate personal information, or to delete 

personal information, may be extended once by an additional 45 days when reasonably necessary, provided the 

consumer is provided notice of the extension within the first 45-day period.  

請求された情報を開示・提供し、不正確な個人情報を訂正し、または、当該個人情報を削除する期間は、合理的に

見て必要と認められる場合、当初の 45 日の期間内に当該消費者に延長通知することを条件として、更に 45 日間

延長することができる。 

The disclosure of the required information shall be made  

請求された情報の開示は、以下の全てを満たす方法でなされなければならない。 

in writing and  

書面によること。 

delivered through the consumer’s account with the business, if the consumer maintains an account with the 

business,  

消費者が事業者にアカウントがある場合は当該アカウントを通じ提供すること。 

or by mail or electronically at the consumer’s option if the consumer does not maintain an account with the 

business,  

または、消費者が事業者にアカウントがない場合は消費者の選択により郵送でまたは電子的に送付・送信するこ

と。 

in a readily useable format that allows the consumer to transmit this information from one entity to another 

entity without hindrance. 

消費者が当該情報をある者から他の者に障害(hindrance)なく送信可能で容易に利用可能な形式で提供すること。 

The business may require authentication of the consumer that is reasonable in light of the nature of the personal 

information requested, but shall not require the consumer to create an account with the business in order to 

make a verifiable consumer request, provided that if the consumer has an account with the business,  

事業者は、消費者に対し、請求された個人情報の内容・性質に照らし合理的範囲内で[本人であることの]証明

(authentication)を要求することができるが、本人確認可能な請求のために事業者にアカウントを作成することを要

求してはならない。 

the business may require the consumer to use that account to submit a verifiable consumer request. 

事業者は、消費者に対し、本人確認可能な請求の送信のため当該アカウントを利用するよう求めることはできる。 

(B) The disclosure of the required information shall cover the 12-month period preceding the business’s receipt of 

the verifiable consumer request,  

消費者に対し開示する情報は、事業者が消費者から本人確認可能な請求を受けた時点の前 12 か月間を対象と

するものでなければならない。 

provided that, upon the adoption of a regulation pursuant to paragraph (9) of subdivision (a) of Section 1798.185, 

a consumer may request that the business disclose the required information beyond the 12-month period and the 

business shall be required to provide such information unless doing so proves impossible or would involve a 

disproportionate effort.  

但し、179.185(a)(9)の[12 か月を超える期間に関し消費者の請求に応じることが不可能または不相応な努力

(disproportionate effort)を要すると事業者が判断する場合の判断基準を定めるための]規則が定められた場合に

は、消費者は、それが不可能または不相応な努力を要する場合を除き、この 12 か月間を超える期間について開

示を請求することができるものとし、事業者はこれに応じなければならない。 

A consumer’s right to request required information beyond the 12-month period, and a business’s obligation to 

provide such information, shall only apply to personal information collected on or after January 1, 2022.  

12 か月間を超えて必要な情報を請求する消費者の権利および当該情報を提供すべき事業者の義務は、2022 年

1 月 1 日以降に取得された個人情報にのみ適用されるものとする。 
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Nothing in this subparagraph shall require a business to keep personal information for any length of time. 

本項の規定は、事業者に対し如何なる期間でも個人情報の保存義務を課すものではない。 

 

(3)  
(A) A business that receives a verifiable consumer request pursuant to Sections 1798.110 or 1798.115 shall disclose 

any personal information it has collected about a consumer, directly or indirectly, including through or by a 

service provider or contractor, to the consumer.  

事業者は、消費者から 1798.110 または 1798.115 に従った本人確認可能な消費者の[開示]請求を受けた場合、

自己が、サービス提供者・契約業者を通じまたはこれらの者により取得したものを含め、直接的または間接的に取

得した個人情報を開示しなければならない。 

A service provider or contractor shall not be required to comply with a verifiable consumer request received 

directly from a consumer or a consumer’s authorized agent pursuant to Sections 1798.110 or 1798.115 to the 

extent that the service provider or contractor has collected personal information about the consumer in its role 

as a service provider or contractor.  

サービス提供者または契約業者は、消費者またはその委任代理人から 1798.110 または 1798.115 に従った本人

確認可能な消費者の[開示]請求を受けた場合、自己がサービス提供者または契約業者としての役目において取

得したものである限り、当該請求に応じることを要しない。 

A service provider or contractor shall provide assistance to a business with which it has a contractual 

relationship with respect to the business’s response to a verifiable consumer request,  

サービス提供者または契約業者は、自己と契約関係がある事業者が本人確認可能な消費者の[開示]請求に応じ

ることに関し協力しなければならない。 

including but not limited to by providing to the business the consumer’s personal information in the service 

provider or contractor’s possession, which the service provider or contractor obtained as a result of providing 

services to the business, and by correcting inaccurate information, or by enabling the business to do the same.  

この協力には、サービス提供者または契約業者が、事業者に対するサービス提供の結果として取得し保有する消

費者の個人情報を事業者に提供すること、および、不正確な個人情報を訂正することまたは事業者がこの訂正を

行えるようにすることも含まれるがこれに限らない。 

A service provider or contractor that collects personal information pursuant to a written contract with a business 

shall be required to assist the business through appropriate technical and or organizational measures in complying 

with the requirements of subdivisions (d) through (f) of Section 1798.100, taking into account the nature of the 

processing. 

事業者との契約書に従い個人情報を取得するサービス提供者または契約業者は、1798.100[個人情報取得に関す

る事業者の一般的義務](d)～(f)に従い、当該個人情報の処理内容を考慮した適切な技術的または組織的手段に

より事業者を支援しなければならない。 

 

(B) For purposes of subdivision (b) of Section 1798.110: 

事業者は 1798.110(b)に関し以下の事項を行わなければならない。 

(i) To identify the consumer, associate the information provided by the consumer in the verifiable consumer 

request to any personal information previously collected by the business about the consumer. 

事業者は、消費者からの本人確認可能な請求において消費者から提供された情報を、事業者が消費者につい

て以前に取得した個人情報と照合することにより当該消費者を特定しなければならない。 

(ii) Identify  

事業者は[消費者からの開示請求に対し開示すべき内容として]以下を記載しなければならない。 

by category or categories the personal information collected about the consumer for the applicable period of 

time  

該当期間中に当該消費者について取得した個人情報のカテゴリー。 

by reference to the enumerated category or categories in subdivision (c) that most closely describes the 

personal information collected; 

この個人情報のカテゴリーについては本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も近いカテゴリーを参照すること。 

the categories of sources from which the consumer’s personal information was collected;  

当該個人情報の入手元のカテゴリー。 

the business or commercial purpose for collecting, or selling or sharing the consumer’s personal information; 

and  

当該個人情報取得・販売または共有の業務目的または商業目的 

the categories of third parties to whom the business discloses the consumer’s personal information. 

当該個人情報の開示先サードパーティのカテゴリー。 
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(iii) Provide the specific pieces of personal information obtained from the consumer 

事業者は、消費者から取得した個人情報そのものを以下の全ての条件を満たす形で提供しなければならない。 

in a format that is easily understandable to the average consumer, and  

平均的な消費者が容易に理解できる形式であること。 

to the extent technically feasible, in a structured, commonly used, machine-readable format, which also may 

be transmitted to another entity at the consumer’s request without hindrance.  

技術的に実現可能な範囲で、構造化され一般利用可能な機械可読形式で、かつ、消費者から請求された場合

には他の者に障害なく移転可能な形態であること。 

“Specific pieces of information” do not include data generated to help ensure security and integrity or as 

prescribed by regulation. 

この「個人情報そのもの」には、当該個人情報のセキュリティーおよび完全性確保のため生成したデータまたは

規則に定めるデータは含まれない。 

Personal information is not considered to have been disclosed by a business when a consumer instructs a 

business to transfer the consumer’s personal information from one business to another in the context of 

switching services. 

消費者が、事業者のサービスから他のサービスに乗り換えるために事業者に消費者の個人情報を移転するこ

とを指示する場合、この移転は事業者による開示とはみなされない。 

 

(4) For purposes of subdivision (b) of Section 1798.115: 

事業者は 1798.115 に関し以下の事項を行わなければならない。 

(A) Identify the consumer and associate the information provided by the consumer in the verifiable consumer request 

to any personal information previously collected by the business about the consumer. 

事業者は、消費者からの本人確認可能な請求において消費者から提供された情報を、事業者が消費者について

以前に取得した個人情報と照合することにより当該消費者を特定しなければならない。 

(B) Identify  

事業者は、[消費者からの開示請求に対し開示すべき内容として]以下を記載しなければならない。 

by category or categories the personal information of the consumer that the business sold or shared during the 

applicable period of time  

該当期間中に事業者が販売または共有した当該消費者の個人情報のカテゴリー。 

by reference to the enumerated category in subdivision (c) that most closely describes the personal information,  

この個人情報カテゴリーについては本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も近いカテゴリーを参照すること。 

and provide the categories of third parties to whom the consumer’s personal information was sold or shared 

during the applicable period of time  

該当期間中に事業者が当該消費者の個人情報を販売または共有したサードパーティのカテゴリー。 

by reference to the enumerated category or categories in subdivision (c) that most closely describes the 

personal information sold or shared.  

このサードパーティのカテゴリーについては、該当の個人情報について記載した本条(c)に列挙されたカテゴリーの

内最も近いカテゴリーに対応して(by reference)記載すること。 

The business shall disclose the information in a list that is separate from a list generated for the purposes of 

subparagraph (C) 

事業者は、上記[販売・共有に関する]情報を(C)の[業務目的開示の]リストとは別のリストで開示しなければならな

い。 

(C) Identify  

事業者は、[消費者からの開示請求に対し開示すべき内容として]以下を記載しなければならない。 

by category or categories the personal information of the consumer that the business disclosed for a business 

purpose during the applicable period of time  

該当期間中に事業者が業務目的で開示した当該消費者の個人情報のカテゴリー。 

by reference to the enumerated category or categories in subdivision (c) that most closely describes the 

personal information,  

この個人情報のカテゴリーについては本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も近いカテゴリーを参照すること。 

and provide the categories of persons to whom the consumer’s personal information was disclosed for a 

business purpose during the applicable period of time 

該当期間中に事業者が当該消費者の個人情報を業務目的で開示した開示先のカテゴリー。 

by reference to the enumerated category or categories in subdivision (c) that most closely describes the 

personal information disclosed.  
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この開示先のカテゴリーについては、該当の個人情報について記載した本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も

近いカテゴリーに対応して(by reference)記載すること。 

The business shall disclose the information in a list that is separate from a list generated for the purposes of 

subparagraph (B). 

事業者は、上記[業務目的開示の]リストを(B)の[販売・共有に関する]情報とは別のリストで開示しなければならな

い。 

 

(5) Disclose the following information  

事業者は、以下のいずれかに、以下(A)～(C)の情報を開示しなければならない。 

in its online privacy policy or policies if the business has an online privacy policy or policies and in any California-

specific description of Consumers’ privacy rights, or 

事業者がオンライン上に自社のプライバシーポリシーを掲示している場合は当該ポリシーおよびカリフォルニア州向

け専用の(California-specific)消費者のプライバシーに関する権利の説明中に。 

if the business does not maintain those policies, on its internet website,  

これらがない場合には事業者の Web サイトに。 

and update that information at least once every 12 months: 

また、事業者は、この情報を、最低限 12 ヵ月に１回、これらの情報を更新しなければならない。  

(A) A description of a consumer’s rights pursuant to  

以下の各規定に基づく消費者の権利の説明、および、 

Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110, 1798.115, and 1798.125 and  

1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務] 

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利] 

1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利] 

1798.110[どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権] 

1798.115[どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利]、および、 

798.125[オプトアウトその他権利を行使したことに対する報復禁止に関する消費者の権利] 

two or more designated methods for submitting requests, except as provided in subparagraph (A) of paragraph (1) 

of subdivision (a). 

上記権利に関する複数の請求手段。但し、(a)(1)(A)に定める場合を除く[事業者は、オンラインでのみ事業を行い、

かつ、その個人情報を取得する消費者と直接の関係がある場合、開示・削除・訂正請求に関し電子メールアドレス

のみ開示すれば足りる]。 

(B) For purposes of subdivision (c) of Section 1798.110:  

事業者は、1798.110(c)[取得個人情報に関する開示請求]に関し以下の情報を開示しなければならない。 

(i) A list of the categories of personal information it has collected about consumers in the preceding 12 months  

過去 12 ヵ月間に取得した消費者の個人情報のカテゴリーのリスト。 

by reference to the enumerated category or categories in subdivision (c) that most closely describe the 

personal information collected. 

この個人情報のカテゴリーについては本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も近いカテゴリーを参照して記載

すること。 

(ii) The categories of sources from which Consumers’ personal information is collected. 

消費者の個人情報を取得する入手元のカテゴリー 

(iii) The business or commercial purpose for collecting or selling or sharing consumers’ personal information.  

消費者の個人情報を取得、販売または共有する業務目的または商業目的(business or commercial purpose) 

(iv) The categories of third parties to whom the business discloses consumers’ personal information. 

事業者が消費者の個人情報を開示するサードパーティのカテゴリー 

(C) For purposes of paragraphs (1) And (2) of subdivision (c) of Section 1798.115, two separate lists: 

1798.115[販売・共有に関する開示請求](c)(1)および(2)に関しては、以下のそれぞれ別々の二つのリスト。 

(i) A list of the categories of personal information it has sold or shared about consumers in the preceding 12 

months  

過去 12 ヵ月間中に当該消費者について販売または共有した個人情報のカテゴリー。 

by reference to the enumerated category or categories in subdivision (c) that most closely describe the 

personal information sold or shared, 

この個人情報のカテゴリーについては本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も近いカテゴリーを参照して記載

すること。 

or if the business has not sold or shared Consumers’ personal information in the preceding 12 months, the 

business shall prominently disclose that fact in its privacy policy. 
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または、事業者は、過去 12 ヵ月間中に消費者の個人情報を販売または共有していない場合は、その事実を自

己のプライバシーポリシー上で目立つように開示しなければならない。 

(ii) A list of the categories of personal information it has disclosed about consumers for a business purpose in the 

preceding 12 months  

過去 12 ヵ月間に業務目的で開示した消費者の個人情報のカテゴリーのリスト。 

by reference to the enumerated category in subdivision (c) that most closely describes the personal 

information disclosed,  

この個人情報のカテゴリーについては本条(c)に列挙されたカテゴリーの内最も近いカテゴリーを参照して記載

すること。 

or if the business has not disclosed Consumers’ personal information for a business purpose in the preceding 

12 months, the business shall disclose that fact. 

または、事業者は、過去 12 ヵ月間に消費者の個人情報を業務目的で開示していない場合は、その事実を自

己のプライバシーポリシー上で目立つように開示しなければならない。 

 

(6) Ensure that all individuals responsible for handling consumer inquiries about the business’s privacy practices or the 

business’s compliance with this title are informed of all requirements in Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 

1798.110, 1798.115, 1798.125, and this Section, and how to direct consumers to exercise their rights under those 

Sections. 

事業者は、そのプライバシーに関する取扱い(privacy practices)または CPRA 遵守に関し消費者からの問い合わせ

を担当する者全員に、以下の規定に定める事業者の義務およびこれらに基づく消費者による権利行使への対応方

法を周知して(are informed of)おかなければならない。 

1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務] 

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利] 

1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利] 

1798.110[どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権] 

1798.115[どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利] 

1798.125[オプトアウトその他権利を行使したことに対する報復禁止に関する消費者の権利] 

1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務] 

(7) Use any personal information collected from the consumer in connection with the business’s verification of the 

consumer’s request solely for the purposes of verification, 

事業者は、消費者の本人確認に関連し当該消費者から取得した個人情報をその本人確認のためにのみ利用しなけ

ればならない。 

and shall not further disclose the personal information, retain it longer than necessary for purposes of verification, 

or use it for unrelated purposes. 

また、事業者は、当該個人情報を他に開示し、本人確認に必要な期間を超えて保存しまたは無関係な目的に利用し

てはならない。 

 

(b) A business is not obligated to provide the information required by Sections 1798.110 and 1798.115 to the same 

consumer more than twice in a 12-month period. 

事業者は、1798.110 および 1798.115 の規定により[開示を]請求される情報について、同一の消費者に対し、12 ヵ月

間に 2 回を超えて 提供することを要しない。 

 

(c) The categories of personal information required to be disclosed pursuant to Sections 1798.100, 1798.110 and 

1798.115 shall follow the definitions of personal information and sensitive personal information in Section 1798.140 

1798.100, 1798.110 および 1798.115 により開示しなければならない個人情報および機微個人情報のカテゴリーは、

個人情報については以下の方法により 1798.140[定義]に定める個人情報の定義に従わなくてはならない。 

by describing the categories of personal information using the specific terms set forth in subparagraphs (A) through 

(K) of paragraph (1) of subdivision (v) of Section 1798.140 and  

個人情報については 1798.140[定義](v)(1)(A)～(K)に挙げる特定の用語(specific terms)を用いて記載すること。 

by describing the categories of sensitive personal information using the specific terms set forth in paragraphs (1) 

through (9) of subdivision (ae) of Section 1798.140. 

機微個人情報については 1798.140[定義](ae)(1)～(9)に挙げる特定の用語(specific terms)を用いて記載すること。 

  

 

SEC.13. 1798.135. Methods of Limiting Sale, Sharing, and Use of Personal Information and Use of Sensitive Personal 

Information 



 27 / 79 

 

SEC.13. 1798.135. 個人情報の販売・共有・利用および機微個人情報の利用を制限する方法 

 

(a) A business that sells or shares consumers’ personal information or uses or discloses consumers’ sensitive 

personal information for purposes other than those authorized by subdivision (a) of Section 1798.121 shall, in a form 

that is reasonably accessible to consumers: 

事業者は、消費者の個人情報を販売もしくは共有し、または、1798.121(a)により認められる以外の目的のために機微

個人情報を利用・開示する場合、消費者にとり合理的にアクセス可能な態様で以下の事項を行わなければならない。 

(1) Provide a clear and conspicuous link on the business’s internet homepage(s), titled “Do Not Sell or Share My 

Personal Information,” to an internet webpage that enables a consumer, or a person authorized by the consumer, to 

opt‐out of the sale or sharing of the consumer’s personal information. 

事業者は、そのインターネットホームページ上に、“Do Not Sell or Share My Personal Information” という名称のはっ

きりと目立つリンクを掲示し、[そのリンク先 Web ページから]消費者またはその委任代理人が当該消費者の個人情

報の販売または共有をオプトアウトすることができるようにしなければならない。 

(2) Provide a clear and conspicuous link on the business’s internet homepage(s), titled “Limit the Use of My Sensitive 

Personal Information” that enables a consumer, or a person authorized by the consumer, to limit the use or 

disclosure of the consumer’s sensitive personal information to those uses authorized by subdivision (a) of Section 

1798.121. 

事業者は、そのインターネットホームページ上に、“Limit the Use of My Sensitive Personal Information”という名称の

はっきりと目立つリンクを掲示し、[そのリンク先 Web ページから]消費者またはその委任代理人が当該消費者の機微

個人情報の利用または開示を、1798.121[機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利](a)で認

められる範囲の利用・開示に制限できるようにしなければならない。 

(3) At the business’s discretion, utilize a single, clearly‐labeled link on the business’s internet homepage(s), in lieu of 

complying with paragraphs (1) and (2), if such link easily allows a consumer to opt‐out of the sale or sharing of the 

consumer’s personal information and to limit the use or disclosure of the consumer’s sensitive personal 

information. 

事業者は、その選択により、(1)、(2)の代わりに、事業者のホームページ上に、単一の(a single)はっきりと目立つ名称

の付いたリンクを掲示し、[そのリンク先 Web ページから]消費者が容易に自己の個人情報の販売または共有をオプ

トアウトしまたは機微個人情報の利用または開示を制限できるようにすることができる。 

(4) In the event that a business responds to opt‐out requests received pursuant to paragraphs (1), (2), or (3)  

by informing the consumer of a charge for the use of any product or service, present the terms of any financial 

incentive offered pursuant to subdivision (b) of Section 1798.125 for the retention, use, sale, or sharing of the 

consumer’s personal information. 

事業者は、上記(1), (2)または(3)に従いオプトアウト請求に応じる場合、製品・サービスの利用代金を消費者に通知す

ることにより、1798.125(b)に従い、消費者の個人情報の保有・利用・販売または共有に対する経済的インセンティブの

条件を提示しなければならない。 

 

(b)  
(1) A business shall not be required to comply with subdivision (a)  

事業者は以下の場合には上記(a)の規定に従うことを要しない。 

if the business allows consumers to opt‐out of the sale or sharing of their personal information and to limit the use 

of their sensitive personal information through an opt‐out preference signal sent with the consumer’s consent by a 

platform, technology, or mechanism, based on technical specifications set forth in regulations adopted pursuant to 

paragraph (20) of subdivision (a) of Section 1798.185, to the business indicating the consumer’s intent to opt‐out 

of the business’s sale or sharing of the consumer’s personal information or to limit the use or disclosure of the 

consumer’s sensitive personal information, or both. 

事業者が、消費者の同意を得て、1798.185(a)(20)に従い定められる規則で定める技術仕様に基づき、プラットフォー

ム、技術またはメカニズムにより、事業者に送信される、個人情報の販売・共有のオプトアウトもしくは機微個人情報

の利用制限（またはその両方）の意思を示すオプトアウト設定シグナル(opt‐out preference signal)11を通じ、消費者

 
11 【オプトアウト設定シグナル(opt‐out preference signal)】 現行の CCPA 規則 315(c)は、「事業者は、オンラインで消費者から個人情報を取得する場合、

消費者が個人情報のオプトアウトの意思を通知・表示(signal)できる、ユーザによる一括プライバシーコントロール(user-enabled global privacy controls)（ブラ

ウザのプラグインまたはプライバシー設定、デバイス設定等）を、そのブラウザまたはデバイスに関し（またはそれを認識できる場合にはその消費者に関し）

有効な[オプトアウトの]請求として扱わなくてはならない。」と定める。カリフォルニア州司法省 Web サイト「California Consumer Privacy Act (CCPA)」B-「7. 

What is the GPC?」によれば、この Global privacy controls(GCP)として、Mozilla Firefox、Duck Duck Go、Brave 等のブラウザが挙げられている。CPRA 上

の「オプトアウト設定シグナル(opt‐out preference signal)」は、この GCP と同様のもので、GCP が CPRA 上のオプトアウト設定シグナルの要件をも満た

すのであれば同シグナルに該当すると思われる。Google のブラウザ(Chrome）での Cookie 無効化等との違いは、この Cookie 無効化は、サードパーテ

ィ Cookie(個人情報の共有：クロスコンテキスト行動広告に使われる)だけでなく、ファーストパーティーCookie も無効にさせるものであるが、GCP やオプトア

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa#collapse7b
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
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がオプトアウト・利用制限することを認める場合。 

(2) A business that allows consumers to opt-out of the sale or sharing of their personal information and to limit the use 

of their sensitive personal information pursuant to paragraph (1) may provide a link to a webpage that enables the 

consumer to consent to the business ignoring the opt-out preference signal with respect to that business’s sale or 

sharing of the consumer’s personal information or the use of the consumer’s sensitive personal information for 

additional purposes  

事業者は、(1)に従い消費者が[オプトアウト設定シグナルで]オプトアウト・利用制限することを受け入れる場合には、

自社 Web ページへのリンクを掲示し、そのリンク先 Web ページから、自社による個人情報の販売・共有または他の

目的での機微個人情報の利用についてそのオプトアウト設定シグナル(opt-out preference signal)を無視する[従わな

い]ことについて消費者の同意を求めることができる。 

provided that:  

但し、上記は以下の全ての要件が満たされることを条件とする。 

(A) The consent webpage also allows the consumer or a person authorized by the consumer to revoke such consent 

as easily as it is affirmatively provided.  

当該同意用 Web ページで、消費者またはその委任代理人が同意を与えたのと同様に容易に同意を撤回すること

ができること。 

(B) The link to the webpage does not degrade the consumer’s experience on the webpage the consumer intends to 

visit and has a similar look, feel, and size relative to other links on the same webpage.  

当該同意用 Web ページへのリンクは、消費者が訪問しようとする Web ページでの消費者の使い勝手(consumer’s 

experience)を低下させず、かつ、同じページ上の他のリンクと外観・感触・大きさが同じであること。 

(C) The consent webpage complies with technical specifications set forth in regulations adopted pursuant to 

paragraph (20) of subdivision (a) of Section 1798.185. 

当該同意用 Web ページは、1798.185(a)(20)に従い定められた規則で定める技術仕様に準拠していること。 

(3) A business that complies with subdivision (a) of this Section is not required to comply with subdivision (b). 

事業者が、本条(a)に従う場合は、(b)に従うことを要しない。 

For the purposes of clarity, a business may elect whether to comply with subdivision (a)or subdivision (b). 

事業者は、(a)または(b)いずれに従うかを選択できる。 

 

(c) A business that is subject to this Section shall: 

事業者は、本条に定める義務を負う場合、以下に従わなくてはならない。 

(1) Not require a consumer to create an account or provide additional information beyond what is necessary in order to 

direct the business not to sell or share the consumer’s personal information or to limit use or disclosure of the 

consumer’s sensitive personal information. 

事業者は、消費者に対し、その個人情報の販売・共有禁止またはその機微個人情報の利用・開示制限を事業者に

指示するためアカウントを作成しまたは必要以上の追加情報を提供するよう請求してはならない。 

(2) Include  

事業者は以下を掲載しなければならない。 

a description of a consumer’s rights pursuant to Sections 1798.120 and 1798.121,  

1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利]および 1798.121[機微個人情報の利用およ

び開示の制限を請求する消費者の権利]に基づく消費者の権利の説明 

along with  

これに関しては、別途、以下のリンクを置くか以下の記述を置くこと。 

a separate link to the “Do not Sell or Share My Personal information” internet webpage and a separate link to 

the ”Limit the Use of My Sensitive Personal information” internet webpage, if applicable, or a single link to both 

choices,  

“Do not Sell or Share My Personal information” web ページへのリンクおよびこれとは別の”Limit the Use of My 

Sensitive Personal information” web ページへのリンク、または、これらへの単一のリンク。 

or a statement that the business responds to and abides by opt-out preference signals sent by a platform, 

technology, or mechanism in accordance with subdivision (b),  

または、事業者が(b)に従いプラットフォーム、テクノロジーまたはメカニズムにより送信されるオプトアウト設定シグナ

 

ウト設定シグナルは、個人情報の販売/共有のみオプトアウト（従って、サードパーティ Cookie のみ無効化）するものである点が異なる。なお、後記の

参考資料(1)によれば、2022 年 9 月 19 日時点で、Microsoft の Edge、Google の Chrome 等がいつどのように GPC を導入するのかはまだ不明である。また、

後記参考資料(2)によれば、Apple の Safari では、既にサードパーティ Cookie が完全に利用できない状態になっており、Google も、今後、Chrome ブラウザ

でサードパーティ Cookie を廃止する方向であることを発表している。(参考資料) (1) Christian Auty, Gabrielle Harwell, Paul Sudentas "Global Privacy 

Signaling: The Trendsetting Opt-Out Mechanism" September 19, 2022, JDSUPRA. (2) Allied Architects, Inc.「【2022 年最新版】Cookie 規制とは？影響と対

策を徹底解説」2022.10.03 

https://www.jdsupra.com/legalnews/global-privacy-signaling-the-8680753/
https://www.jdsupra.com/legalnews/global-privacy-signaling-the-8680753/
https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/what-is-cookie#:%7E:text=2022%E5%B9%B49%E6%9C%88%E6%99%82%E7%82%B9,%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%A6%E9%AB%98%E3%81%84%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/what-is-cookie#:%7E:text=2022%E5%B9%B49%E6%9C%88%E6%99%82%E7%82%B9,%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%A6%E9%AB%98%E3%81%84%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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ルに応じる旨の記述。 

in: 

上記の権利の説明は以下のいずれかに掲載しなければならない。 

(A) Its online privacy policy or policies if the business has an online privacy policy or policies. 

事業者のオンラインプライバシーポリシーがある場合当該ポリシー。 

(B) Any California-specific description of consumers’ privacy rights. 

カリフォルニア州専用の消費者のプライバシー権の説明ページ。 

(3) Ensure that all individuals responsible for handling consumer inquiries about the business’s privacy practices or the 

business’s compliance with this title are informed of all requirements  

事業者は、事業者のプライバシー実務運用(privacy practices)または CPRA 遵守に関する消費者からの問合せを担

当する全ての者に、以下の規定の要求事項並びに消費者に対する権利行使の案内方法を知らせなければならな

い。 

in Sections 1798.120, 1798.121, and this Section and how to direct consumers to exercise their rights under those 

Sections. 

1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利],  

1798.121[機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利]および 

本条(1798.135[個人情報の販売・共有・利用および機微個人情報の利用を制限する方法]) 

(4) For consumers who exercise their right to opt-out of the sale or sharing of their personal information or limit the 

use or disclosure of their sensitive personal information, refrain from selling or sharing the consumer’s personal 

information or using or disclosing the consumer’s sensitive personal information  

事業者は、個人情報の販売・共有オプトアウトまたは機微個人情報の利用・開示制限をした消費者については、これ

ら販売等をしてはならない。 

and wait for at least 12 months before requesting that the consumer authorize the sale or sharing of the 

consumer’s personal information or the use and disclosure of the consumer’s sensitive personal information for 

additional purposes, or as authorized by regulations. 

また、この場合、事業者は、規則で定めるところにより、最低限 12 か月経過するまで、または、規則に定めるところに

より、当該消費者に当該販売・共有または他の目的での利用・開示への同意を求めてはならない。 

(5) For consumers under 16 years of age who do not consent to the sale or sharing of their personal information, 

refrain from selling or sharing the personal information of the consumer under 16 years of age,  

事業者は、16 歳未満の消費者がその個人情報の販売または共有の同意をしない場合、その販売・共有をしてはなら

ない。 

and wait for at least 12 months before requesting the consumer’s consent again, or as authorized by regulations or 

until the consumer attains 16 years of age. 

また、この場合、事業者は、最低限 12 か月経過するまで、もしくは、規則に定めるところにより、または、当該消費者

が 16 歳に達するまで、当該消費者に再度同意を求めてはならない。 

(6) Use any personal information collected from the consumer in connection with the submission of the consumer’s 

opt-out request solely for the purposes of complying with the optout request. 

事業者は、消費者のオプトアウト請求に関連して消費者から取得した個人情報を、オプトアウト請求に応じる目的で

のみ利用しなければならない。 

 

(d) Nothing in this title shall be construed to require a business to comply with the title by including the required links 

and text on the homepage that the business makes available to the public generally, if the business maintains a 

separate and additional homepage that is dedicated to California consumers and that includes the required links and 

text, and the business takes reasonable steps to ensure that California consumers are directed to the homepage 

for California consumers and not the homepage made available to the public generally. 

事業者は、一般向けプライバシーポリシーとは別に、カリフォルニア州の消費者専用の(dedicated)ホームページ上に

本条で請求されるリンクおよび記載を置き、かつ、同消費者に対し一般向けホームページではなく当該専用ページを

案内する適切な措置を講じている場合には、一般向けホームページにこれらリンクおよび記載を置くことを要しない。 

 

(e) A consumer may authorize another person to opt-out of the sale or sharing of the consumer’s personal 

information, and to limit the use of the consumer’s sensitive personal information, on the consumer’s behalf, 

including through an opt-out preference signal, as defined in paragraph (l) of subdivision (b) of this Section, 

indicating the consumer’s intent to opt-out,  

消費者は、自己に代わり個人情報の販売・共有のオプトアウトおよび機微個人情報の利用制限を行う権限を、本条

(b)(1)に定めるオプトアウト設定シグナルを通じてこれを行う場合を含め、他の者[委任代理人]に付与することができ

る。 
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and a business shall comply with an opt-out request received from a person authorized by the consumer to act on 

the consumer’s behalf, pursuant to regulations adopted by the Attorney General, regardless of whether the 

business has elected to comply with subdivision (a) or (b) of this Section.  

この場合、事業者は、本条(a)または(b)いずれに従うかを問わず、州司法長官が制定する規則に従い、当該委任代

理人からのオプトアウト請求に応じなければならない。 

For purposes of clarity, a business that elects to comply with subdivision (a) of this Section may respond to the 

consumer’s opt-out consistent with Section 1798.125. 

なお、事業者は、本条(a)に従う[“Do Not Sell or Share My Personal Information”/“Limit the Use of My Sensitive 

Personal Information”リンクを置きオプトアウトに対応し、製品・サービスの利用代金を消費者に通知することにより、

消費者の個人情報の保有・利用・販売または共有に対する経済的インセンティブの条件を提示する]ことを選択した

場合、1798.125[オプトアウトその他権利を行使したことに対する報復禁止]には反しない(consistent with)。 

 

(f) If a business communicates a consumer’s opt-out request to any person authorized by the business to collect 

personal information, the person shall thereafter only use such consumer’s personal information for a business 

purpose specified by the business, or as otherwise permitted by this title,  

事業者が個人情報の取得を許可した者(any person) (相手方)に対し、消費者の[が自己の個人情報の販売または共

有に対し]オプトアウト請求[したこと]を伝えた場合、その相手方は、以後、事業者が指定した業務目的のためまたは

CPRA 上認められている場合に限定し、当該消費者の個人情報を利用しなければならない。 

and shall be prohibited from:  

また、この場合、この者は、以下のことをしてはならない。 

(1) Selling or sharing the personal information.  

個人情報の販売または共有 

(2) Retaining, using, or disclosing such consumer’s personal information. 

当該個人情報について以下の保存・利用または開示を行うこと 

(A) For any purpose other than for the specific purpose of performing the services offered to the business.  

事業者に提供するサービスの履行以外の目的での保存・利用・開示 

(B) Outside of the direct business relationship between the person and the business.  

事業者との直接的な関係の範囲外での保存・利用・開示 

(C) For a commercial purpose other than providing the services to the business. 

事業者にサービスを提供する以外の商業目的のための保存・利用・開示 

 

(g) A business that communicates a consumer’s opt-out request to a person pursuant to subdivision (f) shall not be 

liable under this title if the person receiving the opt-out request violates the restrictions set forth in the title,  

事業者は、(f)に従いオプトアウトを通知した場合、その相手方が CPRA 上の制限に違反したときでもその責任を負わ

ないものとする。 

provided that, at the time of communicating the opt-out request, the business does not have actual knowledge, or 

reason to believe, that the person intends to commit such a violation.  

但し、事業者が、オプトアウト請求があったことを伝えた時点で、当該違反の意図を知らずかつ知るべき理由(reason 

to believe)もなかった場合に限る。 

Any provision of a contract or agreement of any kind that purports to waive or limit in any way this subdivision shall 

be void and unenforceable. 

本項の内容を無効としまたは制限する如何なる合意も無効かつ執行不能とする。 

 

  

SEC.14. 1798.140. Definitions 

SEC.14. 1798.140. 定義 

 

For purposes of this title: 

CPRA 上、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。 

 

(a) “Advertising and marketing” means a communication by a business or a person acting on the business’s behalf in 

any medium intended to induce a consumer to obtain goods, services, or employment. 

「広告およびマーケティング」とは、事業者自身が行うまたは事業者に代わり他の者が行う、消費者を商品・サービ

ス・雇用の購入・利用・獲得に誘引する(induce)ことを目的とした全ての媒体におけるコミュニケーションを意味する。 
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(b) ”Aggregate consumer information” means information that relates to a group or category of consumers, from which 

individual consumer identities have been removed, that is not linked or reasonably linkable to any consumer or 

household, including via a device.  

「集合消費者情報」(“Aggregate consumer information”)とは、消費者のグループまたはカテゴリーに関する情報であ

って、個々の消費者を特定する情報が削除され、デバイスによっても、消費者または世帯に関連付けができない(ま

たは合理的に関連付けができない)ものを意味する。 

“Aggregate consumer information” does not mean one or more individual consumer records that have been 

deidentified. 

「集合消費者情報」は、非識別化された(deidentified)消費者のデータを含まない。 

 

(c) “Biometric information” means an individual’s physiological, biological or behavioral characteristics, including 

information pertaining to an individual’s deoxyribonucleic acid (DNA), that is used or intended to be used, singly or 

in combination with each other or with other identifying data, to Establish individual identity.  

「生体認証情報」(“Biometric information”)とは、生理学的、生物学的または行動上の(behavioral)特徴

(characteristics)(個人のデオキシリボ核酸(DNA)を含む)に関する情報であって、単独でまたは相互のもしくは他の特

定データ(identifying data)との組み合わせにより個人を特定するために利用される(または利用されることが予定され

ている)ものを意味する。 

Biometric information includes, but is not limited to,  

生体認証情報の例は以下の通り。 

imagery of the iris, retina, fingerprint, face, hand, palm, vein patterns, and voice recordings, from which an identifier 

template, such as a faceprint, a minutiae template, or a voiceprint, can be extracted, and 

虹彩、網膜、指紋、顔、手、掌紋または血管のパターンであって、それらからフェイスプリント、マニューシャ（特徴点）

テンプレート、声紋等の識別のテンプレート(型)を抽出できるもの、および、 

keystroke patterns or rhythms, gait patterns or rhythms, and sleep, health, or exercise data  

キーストロークのパターンもしくはリズム、歩様のパターンもしくはリズム、睡眠、健康または運動に関するデータで

あって、 

that contain identifying information. 

個人を識別できる情報が含まれるもの。 

 

(d) ”Business” means: 

「事業者」とは以下のいずれかの者を意味する。 

(1) A sole proprietorship, partnership, limited liability company, corporation, association, or other legal entity  

個人事業主、パートナーシップ、有限責任会社、法人、団体その他の法的主体であって以下の全ての要件を満た

す者。 

that is organized or operated for the profit or financial benefit of its shareholders or other owners,  

その株主その他所有者の利益または経済的利益(profit or financial benefit)のために組織または運営されるこ

と。12 

that collects Consumers’ personal information, or on the behalf of which such information is collected and  

消費者の個人情報を取得し(またはその者に代わり個人情報が取得され)[すなわち他の者に個人情報の取得を

委託等すること] 

that alone, or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Consumers’ personal 

information,  

単独でまたは他の者との共同で消費者の個人情報の処理の目的および手段を決定すること。 

that does business in the State of California, and that satisfies one or more of the following thresholds: 

カリフォルニア州で事業を行う ものであって、(vi)以下のいずれかの基準を満たすこと。 

(A) As of January 1 of the calendar year, had annual gross revenues in excess of twenty-five million dollars ($25, 

000, 000) in the preceding calendar year, as adjusted pursuant to paragraph (5) of subdivision (a) of Section 

1798.185.  

各暦年 1 月 1 日の時点で、前暦年における 1798.185(a)(5)により[消費者物価指数の増加を反映するため奇

数年の 1 月の金額基準を]調整した後の年間総収入が 2,500 万米ドルを超えること。 

(B) Alone or in combination, annually buys or sells, or share the personal information of 100,000 or more 

consumers or households. 

合計かつ年間で、10 万の消費者または世帯(household)についての個人情報を購入、販売または共有するこ

と。 

 
12 【事業者の営利性】 「利益または経済的利益のため」であるから非営利団体、政府機関、公的機関等は「事業者」には該当しない。但し、「サードパーティ」

には該当する可能性があり、事業者から個人情報の販売を受けた場合はその再販売が制限される(115(d))。 
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(C) Derives 50 percent or more of its annual revenues from selling or sharing consumers’ personal information. 

年間総収入の 50%以上を消費者の個人情報の販売または共有から得ていること。 

(2) Any entity that controls or is controlled by a business, as defined in paragraph (1) and that shares common 

branding with the business and with whom the business shares consumers' personal information.  

上記(1)に定める事業者を支配しまたはこれに支配されかつ(1)の事業者と共通のブランドを有し、当該事業者が

消費者の個人情報を共有する 13その相手方：： 

“Control” or “Controlled” means ownership of, or the power to vote, more than 50 percent of the outstanding 

shares of any class of voting security of a business; control in any manner over the election of a majority of the 

directors, or of individuals exercising similar functions; or the power to exercise a controlling influence over the 

management of a company.  

「支配する」とは以下のいずれかを意味する。 

・ 事業者の議決権ある発行済み株式の 50％超を保有しまたはその議決を行う権利を有すること 

・ 方法を問わず、取締役その他これと同様の機能を有する者の過半数の選任をコントロールすること 

・ 事業者の経営に関し支配的な影響を行使する権限を有すること 

“Common branding” means a shared name, service mark, or trademark, such that the average consumer would 

understand that two or more entitles are commonly owned. 

「共通のブランド」とは、共通の名称、サービス･マークまたは商品商標(trademark)であって、平均的消費者がこれ

らを共通にする者が共通の所有関係にあると理解するものを意味する。 

(3) A joint venture or partnership composed of businesses in which each business has at least a 40 percent 

interest.  

複数の事業者(businesses)により構成される合弁事業体またはパートナーシップ(A joint venture or partnership)で

あって、各事業者が 40％以上の持分を有するもの。 

For purposes of this title, the joint venture or partnership and each business that composes the joint venture or 

partnership shall separately be considered a single business,  

CPRA 上、合弁事業体(joint venture)またはパートナーシップ並びにその当事者である事業者は、それぞれ、別個

の単一事業者とみなされる(a single business)。 

except that personal information in the possession of each business and disclosed to the joint venture or 

partnership shall not be shared with the other business. 

但し、各事業者が保有する個人情報は、当該合弁事業体またはパートナーシップに開示されないことを条件とす

る。 

(4) A person that does business in California, that is not covered by paragraphs (1), (2), or (3) and that voluntarily 

certifies to the California Privacy Protection Agency that it is in compliance with, and agrees to be bound by, 

this title.  

上記(1)～(3)以外のカリフォルニア州で事業を行っている者であって、カリフォルニア州プライバシー保護庁に対し

自ら任意で CPRA に従うことおよびこれに拘束されることを保証(certify)した者 

 

(e) “Business purpose” means the use of personal information  

「業務目的」(“Business purpose”)とは以下のいずれかの目的での個人情報の利用を意味する。 

for the business’s operational purposes, or  

事業者の業務運営上の(operational)目的 

other notified purposes, or  

その他[消費者に]通知される[事業者の]目的 

for the service provider or contractor’s operational purposes, as defined by regulations adopted pursuant to 

paragraph (11) of subdivision (a) of Section 1798.185,  

1978.185(11)に従い定められた規則で定められるサービス提供者または契約業者の業務運営上の(operational)目的 

provided that the use of personal information shall be reasonably necessary and proportionate to achieve 

 
13 【140(d)(2)の事業者の定義における「共有」の意味】 “share”については 140(ah)に定義があり、『「共有」とは、事業者がサードパーティに対し、クロスコン

テキスト行動広告のために、消費者の個人情報を...伝えることを意味する』とされている。そうすると、この 140(d)(2)の「当該事業者が消費者の個人情報を

共有するその相手方」の「共有」もこの意味であることになる。しかし、このように解することには以下の理由から疑問があり単に開示(”disclose”)の意味で

用いられている可能性があるように思われる。（理由）(1) CCPA で事業者を定義している 140(c)(2)には「当該事業者が消費者の個人情報を共有する」の部

分はなく、このように解すると CPRA の主体的適用範囲は CCPA より狭くなる。例えば、加州での事業、年間総収入等の要件を満たすため「事業者」に該当

する企業が、これらの要件を満たさないその企業と同じブランド名が社名に入っている関連会社に加州住民であるその役員・社員（消費者）の個人情報を

業務連絡・人事管理目的で開示した場合（クロスコンテキスト行動広告以外の目的）で開示した場合、関連会社は CCPA の適用を受けるが CPRA の適用

は受けないことになる。また、最初の会社から消費者の個人情報をクロスコンテキスト行動広告の目的で開示された関連会社は CPRA の適用を受けるの

に、消費者にとりより問題と思われるその個人情報を目的制限なく購入した関連会社は CPRA の適用を受けないことになる。果たしてこのようなことが

CCPA の強化を意図して CPRA を提案した Alastair Mactaggart 氏の意図であるのかは疑問がある。(ii) この 140(d)(2)には”that shares common branding”

の部分でも”share”が使われているがこれが 140(ah)の”share”の定義の意味でないことは明らかである。また、140(q)の「世帯」の定義、140(ad)(「販売」の

定義)(2)(B)、145(c)(1)(C)の”share”も同様である。従って、”share”の用語が一貫して 140(ah)に定義する意味で用いられているわけでもない。 
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但し、この個人情報の利用は以下のいずれかの目的を達成するため合理的に見て必要かつ比例的な(reasonably 

necessary and proportionate)範囲内のものでなければならない。 

the purpose for which the personal information was collected or processed or  

当該個人情報の取得・処理の業務運営上の目的 

for another purpose that is compatible with the context in which the personal information was collected.  

その他当該個人情報が取得された状況(context)と適合する(compatible with)目的 

 

Business purposes are: 

業務目的には以下の行為が含まれる。 

(1) Auditing related to counting ad impressions to unique visitors, verifying positioning and quality of ad impressions, 

and auditing compliance with this specification and other standards. 

特定の[サイト等への]訪問者に対する[オンライン]広告表示(ad impressions)回数の計測の監視、[オンライン]広

告の表示位置および表示品質の検証、これらの[広告表示の]仕様その他基準への準拠の監視。 

(2) Helping to ensure security and integrity to the extent the use of the consumer’s personal information is 

reasonably necessary and proportionate for these purposes,  

セキュリティーおよび完全性(integrity)の確保支援(但しそのための消費者の個人情報の利用が合理的に必要か

つ比例的であること)。 

(3) Debugging to identify and repair errors that impair existing intended functionality. 

[コンピュータプログラム等の]本来の機能に障害を生じさせるエラーのデバッグ・特定・修正。 

(4) Short-term, transient use,  

[消費者の個人情報の]短期的、一時的利用 

including but not limited to non-personalized advertising shown as part of a consumer’s current interaction with 

the business,  

(例)消費者の事業者との間の現在のやりとり(interaction)14の一部として表示される非パーソナライズ広告 

provided  

但し以下の両方を条件とする。 

that the consumer’s personal information is not disclosed to another third party and  

当該個人情報が他のサードパーティに開示されないこと。 

is not used to build a profile about the consumer or otherwise alter the consumer’s experience outside the 

current interaction with the business. 

当該個人情報が、消費者のプロファイル作成のため、または、その他消費者と事業者との現在のやりとり以外で

の消費者の使い勝手(consumer’s experience)の変更のために利用されないこと。 

(5) Performing services on behalf of the business,  

当該事業者に代わり(on behalf of)サービスを遂行すること(performing services) 

including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and 

transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic 

services, providing storage, or providing similar services on behalf of the business. 

(例) サービスアカウントの保存・提供、カスタマーサービスの提供、注文・取引の処理・履行、顧客情報検証、支

払処理、ファイナンシングの提供、解析サービスの提供、ストレイジの提供、その他これらと同様のサービスを当

該事業者に代わり(on behalf of)サービスを遂行すること(performing services) 

(6) Providing advertising and marketing services, except for cross-context behavioral advertising, to the consumer, 

消費者への広告およびマーケティングサービス(但しクロスコンテキスト行動広告を除く)を提供すること。 

provided that for the purpose of advertising and marketing, a service provider or contractor shall not combine 

the personal information of opted-out consumers which the service provider or contractor receives from or on 

behalf of the business with personal information which the service provider or contractor receives from or on 

behalf of another person or persons, or collects from its own interaction with consumers. 

但し、サービス提供者または契約業者は、当該広告およびマーケティングのため、事業者からまたはこれに代わ

り取得したがオプトアウトされた消費者の個人情報を、他の者からもしくはこれに代わり取得した個人情報または

自身の消費者とのやりとりから取得した個人情報とを組み合わせてはならない。 

(7) Undertaking internal research for technological development and demonstration. 

 
14 【CPRA および CPRA 規則における“interact”の意味・訳】 “interact”の辞書的な意味は、「(…と)相互に作用する、互いに影響し合う」等である。しかし、

CPRA および CPRA 規則においては、“interact”は、消費者と事業者または他の者の間で何らかの「やりとりをする」の意味で用いられていると思われるの

で、そう訳している。例えば、ある Web サイトをそのサイト訪問者(ユーザ)が閲覧・操作している場合、ユーザはその Web サイト（ファーストパーティーサイト）

を運営する事業者（ファーストパーティー）と直接 interact(やりとり)していると言える。これに対し、その Web サイトを通じユーザのパソコン等にサードパーテ

ィ Cookie を送信してくるターゲット広告(CPRA 上は「クロスコンテキスト行動広告」)配信業者（例：Google）（サードパーティ）との関係では、ユーザは意図し

て当該業者と interact(やりとり)はしていない。 
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技術の開発および展示を目的とする内部での研究(research )を行うこと。 

(8) Undertaking activities to verify or maintain the quality or safety of a service or device that is owned, 

manufactured, manufactured for, or controlled by the business, and to improve, upgrade, or enhance the service 

or device that is owned, manufactured, manufactured for, or controlled by the business. 

事業者が所有・製造・製造委託または管理するサービスまたはデバイス[ネット接続機器]の品質・安全性の検証・

メインテナンス、および、これらサービス・デバイスの改善・アップグレード・拡張業務を行うこと。 

 

(f) “Collects,” “collected,” or “collection” means buying, renting, gathering, obtaining, receiving, or accessing any 

personal information pertaining to a consumer by any means.  

「取得」とは、その手段を問わず、消費者に関する個人情報を購入・貸与・収集・取得・受領・閲覧入手(access)する

ことを意味する。 

This includes receiving information from the consumer, either actively or passively, or by observing the 

consumer’s behavior. 

「取得」には、(i) 能動的か受動的かを問わず、消費者から情報を得ること、または、(ii) 消費者の行動の観察

(observing the consumer’s behavior)を通じ情報を得ることが含まれる。 

 

(g) “Commercial purposes” means to advance a person’s commercial or economic interests,  

「商業目的」(“Commercial purposes”)とは、以下のような方法により、商業的・営利的な(commercial)または経済的な

利益を図る(advance)ことを意味する。 

such as by inducing another person to buy, rent, lease, join, subscribe to, provide, or exchange products, goods, 

property, information, or services,  

他人に商品・資産・情報・サービスを購入・賃借・賃貸・参加・登録・提供・交換させるよう誘引する(induce)こと 

or enabling or effecting, directly or indirectly, a commercial transaction. 

直接的・間接的に商業取引を生じさせる(enabling or effecting)こと 

 

(h) “Consent” means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the consumer’s wishes by 

which he or she, or his or her legal guardian, by a person who has power of attorney or is acting as a conservator 

for the consumer, such as by a statement or by a clear affirmative action,  

signifies agreement to the processing of personal information relating to him or her for a narrowly defined particular 

purpose. 

「同意」とは、消費者もしくはその法的保護者が、それらの者の委任代理人もしくは後見人(conservator)により、言葉

(statement)または明確な積極的(affirmative)行為等により、具体的に限定された目的(a narrowly defined particular 

purpose)のために自己の個人情報を処理することへの同意を示す、自由意思による(freely given)、特定個別の

(specific)、必要な情報を与えられた上での(informed)、かつ、明確な(unambiguous)意思表示を意味する。 

Acceptance of a general or broad terms of use or similar document that contains descriptions of personal 

information processing along with other, unrelated information, does not constitute consent.  

個人情報の処理の説明(descriptions)を他の無関係な情報とともに含む一般的もしくは広範な条件またはこれらと同

様のドキュメントに対する承諾は、同意に該当しないものとする。 

Hovering over, muting, pausing, or closing a given piece of content does not constitute consent.  

[消費者がオンライン上の]コンテンツにカーソルを合わせ(hovering over)、そのコンテンツの音を消し(muting)、そのコ

ンテンツを一時停止(pausing)しまたはそのコンテンツを閉じる(closing)ことは同意に該当しない。 

Likewise, agreement obtained through use of dark patterns does not constitute consent. 

同様に、「ダークパターン」の利用により得られた合意は、同意に該当しない。 

 

(i) “Consumer” means a natural person who is a California resident, as defined in Section 17014 of Title 18 of the 

California Code of Regulations, as that section read on September 1, 2017, however identified, including by any 

unique identifier. 

「消費者」とは、2017 年 9 月 1 日時点のカリフォルニア州規則(Code of Regulations)18 編 17014 に定義される 15カ

リフォルニア州の住民である自然人を意味し、固有 ID(unique identifier) 16による特定を含め、その自然人がどのよう

に特定されるかを問わない。 

 

 
15 【加州規則 18 編 17014 の「居住者」の定義】 課税対象者としての「居住者」の定義である。「居住者」（resident）の用語には、（1）一時的（temporary or 

transitory）目的以外で加州にいる全ての個人および（2）一時的に加州外にいるが加州に居住している(domiciled)全ての個人を含まれる。ほぼ加州住民と

考えてよいと思われる。商品・サービスの消費者に限られず、従業員等も含まれる。しかし、従業員等の個人情報については 145(h)により、2021 年 1 月 1

日まで取得時通知と損害賠償訴訟の規定のみ適用される。 
16 【固有 ID(unique identifier)】 140(x)に定義がある。 

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I28588990D46511DEB97CF67CD0B99467?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
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(j)  

(1) “Contractor” means a person to whom the business makes available a consumer’s personal information for a 

business purpose pursuant to a written contract with the business,  

「契約業者」とは、事業者との契約書に従い、事業者が業務目的で消費者の個人情報を利用可能にする(makes 

available)者を意味する。 

provided that the contract: 

但し、当該契約は以下の全ての要件を満たすものでなければならない。 

(A) Prohibits the contractor from: 

契約業者が以下の行為を行うことが禁止されていること。 

(i) Selling or sharing the personal information. 

当該個人情報の販売または共有 

(ii) Retaining, using, or disclosing the personal information for any purpose other than for the business purposes 

specified in the contract, including retaining, using, or disclosing the personal information for a commercial 

purpose other than the business purposes specified in the contract, or as otherwise permitted by this title. 

商業目的等、契約に定める業務目的以外の目的でのまたは CPRA 上許されている場合以外の個人情報の保

有・利用または開示。 

(iii) Retaining, using, or disclosing the information outside of the direct business relationship between the 

contractor and the business. 

契約業者と事業者との間の直接的ビジネス関係の範囲外での情報の保有・利用または開示。 

(iv) Combining the personal information which the contractor receives pursuant to a written contract with the 

business with personal information which it receives from or on behalf of another person or persons, or collects 

from its own interaction with the consumer,  

契約業者が事業者との契約に従い受けた個人情報を、他の者からまたは他の者に代わり取得し、または、自身

が消費者とのやりとりから取得した個人情報と組み合わせること。 

provided that the contractor may combine personal information to perform any business purpose as defined in 

regulations adopted pursuant to paragraph (10) of subdivision (a) of Section 1798.185, except as provided for in 

paragraph (6) of subdivision (e) of this Section and in regulations adopted by the California Privacy Protection 

Agency. 

但し、契約業者は、本条 140(e)(6)に定める場合（当該消費者がオプトアウトした場合）および規則に定める場合

を除き、1798.185(a)(10)に従い定められた規則に定める業務目的のために当該組み合わせを行うことはできる。 

(B) Includes a certification made by contractor that the contractor understands the restrictions in subparagraph (A) 

and will comply with them. 

契約業者が上記(A)の制限を理解しこれを遵守する旨の保証規定(certification)を含むこと。 

(C) Permits, subject to agreement with the contractor, the business to monitor the contractor’s compliance with 

the contract through measures including, but not limited to, ongoing manual reviews and automated scans, and 

regular assessments, audits, or other technical and operational testing at least once every twelve (12) months. 

事業者が、当該契約業者との合意に従い、継続的なマニュアルでのレビュー(ongoing manual reviews)、自動スキ

ャン(automated scans)および最低限 12 か月に 1 回の定期的評価・監査その他技術的および運用上の検査その

他の措置により、契約業者の契約遵守を監督できること。 

(2) If a contractor engages any other person to assist it in processing personal information for a business purpose on 

behalf of the business, or if any other person engaged by the contractor engages another person to assist in 

processing personal information for such business purpose, it shall notify the business of such engagement and the 

engagement shall be pursuant to a written contract binding the other person to observe all the requirements set 

forth in paragraph (1). 

契約業者は、事業者に代わり行う業務目的での個人情報の処理を他の者に再委託する場合、または、当該再委託

先が他の者に再々委託する場合、当該再委託または再々委託を事業者に通知しなければならず、また、当該再委

託・再々委託は、上記(1)に定める義務を課す契約書によりなされなければならない。 

 

(k) “Cross-context behavioral advertising” means the targeting of advertising to a consumer based on the consumer’s 

personal information obtained from the consumer’s activity across businesses, distinctly-branded websites, 

applications, or services, other than the business, distinctly-branded website, application, or service with which the 

consumer intentionally interacts. 

「クロスコンテキスト行動広告」(cross-context behavioral advertising)とは、消費者が[その時点で]自らの意思でやりと

りしている(interacts)事業者、ブランドサイト[企業等のサイト]、アプリケーションまたは[オンライン上等での]サービス

ではない複数の事業者、ブランドサイト、アプリケーションまたはサービスにおける行動から得られた個人情報に基づ

き行われる、当該消費者に対するターゲティング広告を意味する。 
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(l) “Dark pattern” means a user interface designed or manipulated with the substantial effect of subverting or impairing 

user autonomy, decision-making, or choice, as further defined by regulation. 

「ダークパターン」とは、ユーザの自主性・自己決定(autonomy)または選択を実質的に無効にし(subverting)または損

なう(impairing)効果を意図するインターフェイスであって CPRA 規則で定めるものを意味する。17 

 

(m)“Deidentified” means information that cannot reasonably be used to infer information about, or otherwise be linked 

to, a particular consumer,  

「非識別化(された)」とは、合理的に見て、特定の消費者についての情報を推測するために利用しその他特定の消費

者に紐づけ(link)することができない情報を意味する。 

provided that the business that possesses the information: 

但し、事業者は非識別化情報を保有する場合、以下を行わなければならない。 

(1) Takes reasonable measures to ensure that the information cannot be associated with a consumer or household. 

当該情報が消費者または世帯に関連付けられないよう合理的な措置を講じること。 

(2) Publicly commits to maintain and use the information in deidentified form 

当該情報を非識別化された状態で保有および利用する旨を公に誓約すること。 

and not to attempt to reidentify the information,  

かつ当該情報の再識別を試みないこと。 

except that the business may attempt to reidentify the information solely for the purpose of determining 

whether its deidentification processes satisfy the requirements of this subdivision.  

但し、事業者は、当該非識別化手続が本項の要件を満たすか否かを判断する目的に限定し当該情報の再識別を

試みることはできる。 

(3) Contractually obligates any recipients of the information to comply with all provisions of this subdivision. 

当該情報を受領する全ての者に対し本項の定めに従うことを義務付けること。  

 

(n) ”Designated methods for submitting requests” means  

「指定請求手段」とは以下の手段を意味する。 

a mailing address, email address, internet webpage, internet web portal, toll-free telephone number, or other 

applicable contact information, whereby consumers may submit a request or direction under this title, and  

郵便の宛先、電子メールアドレス、Web ページ、Web ポータル、フリーダイヤル電話番号その他の連絡情報であって、

消費者がそれを用いて CPRA 上の請求または指示をすることができる手段。 

any new, consumer-friendly means of contacting a business, as approved by the Attorney General pursuant to 

Section 1798.185. 

1798.185 [州司法長官による規則制定]に従い州司法長官が承認する、消費者にとり利用し易い他の事業者への連

絡手段。 

 

(o) ”Device” means any physical object that is capable of connecting to the internet, directly or indirectly, or to 

another device. 

「デバイス」とは、直接的または間接的にインターネットに、または、他のデバイスに接続できる物を意味する。 

 

(p) ”Homepage” means the introductory page of an internet website and any internet webpage where personal 

information is collected.  

「ホームページ」とは、Web サイトのトップページ(introductory page)およびその他の Web ページであってそこで個人情

報が取得されるものを意味する。 

In the case of an online service, such as a mobile application, homepage means  

モバイル･アプリケーション等のオンラインサービスの場合、ホームページとは以下を意味する。 

the application’s platform page or download page,  

当該アプリケーションのプラットフォームページまたはダウンロード用ページ、 

a link within the application, such as from the application configuration, “About,” “Information,” or settings page, and 

アプリケーション内、例えば、アプリのメニュー(application configuration)、「About」、「Information」もしくは設定ページ

からのリンク、 

any other location that allows consumers to review the notices required by this title, including, but not limited to, 

before downloading the application. 

 
17 【ダークパターン】 （参考）Covington & Burling LLP - William Stern, Laura M. Kim and John "Dark Patterns: What They Are and What You Should Know 

About Them" July 9 2019, Lexology 

 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d6860a77-a3e0-4082-8b6b-7770cfb388d9
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d6860a77-a3e0-4082-8b6b-7770cfb388d9


 37 / 79 

 

その他、当該アプリケーションのダウンロード前を含め、消費者が CPRA 上要求される通知を見ることができる全て

の場所(any other location)。 

 

(q) “Household” means a group, however identified, of consumers who cohabitate with one another at the same 

residential address and share use of common device(s) or service(s). 

「世帯」とは、その特定方法を問わず、同一の居住地で居住しかつ共通のデバイスまたはサービスを共有する消費者

のグループを意味する。 

 

(r) ”Infer” or “inference” means the derivation of information, data, assumptions, or conclusions from facts, evidence, 

or another source of information or data. 

「推測」とは、事実、証拠その他の情報から、情報、データ、仮定または結論を導き出すことを意味する。 

 

(s) “Intentionally interacts” means when the consumer intends to interact with a person, or disclose personal 

information to a person, via one or more deliberate interactions, such as visiting the person’s website or purchasing 

a good or service from the person.  

「自分の意思でやりとりする」とは、消費者が、他の者の Web サイトへのアクセス、他の者からの商品・サービス購入

等の意図的なやりとりを通じ、他の者と意図的にやりとりしまたは個人情報を他の者に開示することを意味する。 

Hovering over, muting, pausing, or closing a given piece of content does not constitute a consumer’s intent to 

interact with a person. 

[消費者がオンライン上の]コンテンツにカーソルを合わせ(hovering over)、そのコンテンツの音を消し(muting)、そのコ

ンテンツを一時停止(pausing)しまたはそのコンテンツを閉じる(closing)だけではこの意図があるとはみなされない。 

 

(t) “Non-personalized advertising” means advertising and marketing that is based solely on a consumer’s personal 

information derived from the consumer’s current interaction with the business, with the exception of the 

consumer’s precise geolocation. 

「非パーソナライズ広告」(Non-personalized advertising)とは、消費者の事業者との現在のやりとりから得られた当該

消費者の個人情報(但し当該消費者の高精度位置情報を除く)のみに基づく広告およびマーケティングを意味する。 

 

(u) “Person” means an individual, proprietorship, firm, partnership, joint venture, syndicate, business trust, company, 

corporation, limited liability company, association, committee, and any other organization or group of persons acting 

in concert. 

「者」とは、個人、個人事業主、会社、パートナーシップ、共同事業体、シンジケート、ビジネストラスト、会社、法人、

有限責任会社、団体、委員会その他の組織または提携して活動するグループを意味する。 

 

(v)  
(1) “Personal information” means information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being 

associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household.  

「個人情報」とは、特定の(particular)消費者もしくは世帯を(または特定の消費者もしくは世帯に)、直接的または間接

的に、識別・特定し(identifies)、関係し(relates to)、描写(describe)、合理的に関連付け(associated with)できまたは合

理的に紐づけ(could reasonably be linked)できる情報を意味する。 

Personal information includes, but is riot limited to, the following if it identifies, relates to, describes, is reasonably 

capable of being associated with, or could be reasonably linked, directly or indirectly, with a particular consumer or 

household: 

上記の要件を満たす限り、「個人情報」には､以下に例示するものが含まれる。 

(A) Identifiers such as a real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol 

address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or 

other similar identifiers. 

実名、別名、郵便物の宛先、個人固有 ID、オンライン ID、IP アドレス、電子メールアドレス、アカウント名、社会保

険番号、運転免許証番号、旅券番号等の識別子[identifier(ID)]、その他これらと同様の ID。 

(B) Any personal information described in subdivision (e) of Section 1798.80. 

1798.80(e)で定める個人情報。18  

(C) Characteristics of protected classifications under California or federal law. 

 
18 【「カリフォルニア州顧客情報記録法」1798.80(e)で定める個人情報】 (e)「個人情報」とは、特定の個人を関連付け等できる情報を意味する（但し連邦・州・

地方自治体から適法公開される情報を含まない）。（例）名前／署名／社会保障番号／身体的特徴・説明／住所／電話番号／パスポート番号／運転免許

証番号／州身分証明書番号／保険証券番号／教育／雇用／職歴／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／その他財務情報／医療

情報／健康保険情報。 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.80.&lawCode=CIV
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カリフォルニア州法または連邦法上の保護対象者(protected classifications)を示す情報。19 

(D) Commercial information, including records of personal property, products or services purchased, obtained, or 

considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies. 

個人の資産情報、購入・取得・購入検討した製品・サービスの情報その他の購入・消費履歴・傾向等の商業的情

報(Commercial information) 

(E) Biometric information. 

生体認証情報。20 

(F) Internet or other electronic network activity information, including, but not limited to, browsing history, search 

history, and information regarding a consumer’s interaction with an internet website, application, or 

advertisement. 

インターネットその他の電子的ネットワーク上の活動情報。(例)閲覧履歴、検索履歴、Web サイト・アプリケーショ

ン・広告と消費者間のやりとり・交信(interaction)の情報 21  

(G) Geolocation data. 

位置データ。 

(H) Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information. 

音声、電子、視覚、温度、嗅覚その他これらと同様の情報。 

(I) Professional or employment-related information. 

職業または雇用に関する情報 22 

(J) Education information, defined as information that is not publicly available personally identifiable information as 

defined in the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Sec.1232g; 34 C.F.R. Part 99). 

家族教育権およびプライバシー法(Family Educational Rights and Privacy Act)23に定義される情報であって非公

開の個人識別可能な情報 

(K) Inferences drawn from any of the information identified in this subdivision to create a profile about a consumer 

reflecting the consumer’s preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, 

intelligence, abilities, and aptitudes. 

消費者の嗜好(preferences)、性格、心理的傾向、傾向・素質・体質、行動、態度、知性、能力および才能・素質の

プロファイル作成を目的として、本項に定める情報から導き出された推測(inferences) 24 

(L) Sensitive personal information. 

機微個人情報 

(2) “Personal information” does not include publicly available information or lawfully obtained, truthful information that 

is a matter of public concern. 

「個人情報」には公開された情報(publicly available information)または公衆全体の関心事である真実の情報で適法

に入手されたものは含まれない。 

For purposes of this paragraph, “Publicly available” means:  

本項において「公開された」(“publicly available”)とは、当該情報が以下のいずれかの情報に該当することを意味す

る。 

information that is lawfully made available from federal, state, or local government records, or  

連邦、州、地域の政府から適法に閲覧・入手できる情報。 

information that a business has a reasonable basis to believe is lawfully made available to the general public by the 

consumer or from widely distributed media, or by the consumer; or  

消費者または広く配信されるメディア(widely distributed)によって公衆向けに適法に利用可能とされたと事業者が信

ずる合理的な根拠がある情報 

 
19 【保護対象者(protected classifications)を示す情報】 （カリフォルニア州の保護対象個人情報) 人種、肌の色、宗教、性、性同一性、性的指向、既婚未

婚、健康状態、軍歴、出身国、祖先、身体的・精神的障害、遺伝情報、介護休暇・病休・妊娠障害の休暇申請、公的病院の患者虐待内部通報への報復、年

齢（40 歳以上） - 以上カリフォルニア州公正雇用・住宅局のリスト。California State Senate "Protected Classes" GDPR 上の特別カテゴリーの個人データ

(9)や日本の個人情報保護法上の「要配慮個人情報」等と同様の種類の個人情報と思われる。 
20 【バイオメトリック情報】 140(c)に定義がある。虹彩・網膜・顔等のデータ、歩様パターン等である。 
21【インターネットその他の電子的ネットワーク上の活動情報】 プロファイリング、ターゲティング広告等の基になるいわゆる「オンライン行動履歴」等を意味す

ると思われる。  
22【「雇用関連情報」(employment-related information)】 （参考）(CCPA 規則 301(i)) CCPA 1798.145[例外規定](h)(1)に定める理由により事業者が個人から取

得する個人情報を意味する。(*) [(*)すなわち、事業者が求職者・従業員・取締役等から求職・雇用・取締役の任務等に関連し取得する個人情報、これらの

者から緊急連絡のため取得する個人情報またはこれらの者の福利厚生の受益者に関し取得する個人情報である。] 福利厚生の管理等の目的での雇用

関連情報の取得は「業務目的」とみなされる。 
23【家族教育権およびプライバシー法(Family Educational Rights and Privacy Act)（FERPA）】 「教育記録」に関するプライバシーを保護する連邦法である。「教

育記録」とは学校（またはその代理人）が保有する学生生徒に直接関係する情報（例：成績、懲戒記録）を意味する。保護者または 18 歳に到達した学生生

徒は、学校が管理する学生生徒の教育記録を閲覧し、正確または誤解を生じさせる記録の訂正を学校に請求する権利を有する。また、学校は教育記録を

開示する場合、所定の情報および場合を除き、事前に、親または学生生徒から書面による同意を得なければならない。 
24【inference（推測】 140(r)に定義があり、事実、証拠その他の入手元（sources）から、情報、データ、仮定または結論を導き出すことを意味する。行動履歴か

ら推測された嗜好等であろう。 

https://www.senate.ca.gov/content/protected-classes
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/1232g
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information made available by a person to whom the consumer has disclosed the information if the consumer has 

not restricted the information to a specific audience.  

消費者が特定の者に限定することなく開示した相手方から開示された情報 

“Publicly available” does not mean biometric information collected by a business about a consumer without the 

consumer’s knowledge.  

「公開された」[情報]には、消費者が認識することなく、当該消費者について事業者が取得した生体認証情報を含ま

ない。 

”Personal information” does not include consumer information that is deidentified or aggregate consumer 

information. 

「個人情報」には、非識別化された消費者情報および集合消費者情報(deidentified or aggregate consumer 

information)は含まれない。 

 

(w) “Precise geolocation” means any data that is derived from a device and that is used or intended to be used to 

locate a consumer within a geographic area that is equal to or less than the area of a circle with a radius of one 

thousand, eight hundred and fifty (1,850) feet, except as prescribed by regulations,  

「高精度位置情報」(precise geolocation)とは、デバイスから得られ、半径 1,850 フィート[約 564 メートル]以下の円内

で消費者の位置を特定するために現に利用されまたは利用される予定のデータを意味する。但し、規則で定めるデ

ータを除く。 

 

(x) ”Probabilistic identifier” means the identification of a consumer or a consumer’s device to a degree of certainty of 

more probable than not based on any categories of personal information included in, or similar to, the categories 

enumerated in the definition of personal information. 

「確率的 ID」とは、消費者またはデバイスの ID であって、個人情報の定義に列挙されたカテゴリーまたはこれらと同

様のカテゴリーの個人情報に基づかない場合よりは確からしい識別子を意味する。25 

 

(y) “Processing” means any operation or set of operations that are performed on personal information or on sets of 

persona information, whether or not by automated means. 

「処理」とは、自動的手段によるか否かを問わず、個人情報に関する全ての取扱いを意味する。 

 

(z) “Profiling” means any form of automated processing of personal information, as further defined by regulations 

pursuant to paragraph (16) of subdivision (a) of Section 1798.185, to evaluate certain personal aspects relating to a 

natural person, and in particular to analyze or predict aspects concerning 

「プロファイリング」とは、個人に関する一定事項（特に以下の事項）を分析または予測するための個人情報の全ての

形態の自動処理(automated processing)であって 1798.185(a)(11)に従い定められた規則に定めるものを意味する。 

that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, 

behavior, location or movements. 

当該個人の職務・経済状況・健康・嗜好・関心・信頼性・行動・位置または動きに関する個人の能力・傾向

(performance)。 

 

(aa) ”Pseudonymize” or “Pseudonymization” means the processing of personal information in a manner that renders 

the personal information no longer attributable to a specific consumer without the use of additional information,  

「仮名化」(pseudonymization)とは、個人情報を、追加情報を利用しなければ特定の消費者のものと分からないよう

にする(no longer attributable to)処理を意味する。 

provided that the additional information is kept separately and is subject to technical and or organizational measures 

to ensure that the personal information is not attributed to an identified or identifiable consumer. 

但し、当該追加情報が、特定の消費者に関係付け(not attributed to)されないよう、別途保存されかつそのための技

術的・組織的措置が講じられることを条件とする。 

 

(ab) “Research” means scientific analysis, systematic study and observation,  

「研究」とは、科学的分析・系統的研究・観察を意味する。 

including basic research or applied research that is designed to develop or contribute to public or scientific 

knowledge and that adheres or otherwise conforms to all other applicable ethics and privacy laws, including but not 

limited to studies conducted in the public interest in the area of public health.  

 
25【確率的 ID】 「確率的 ID」は 140(x)の「固有 ID」または「個人固有 ID」の例示として登場する。（確率的 ID の説明） Brian LaRue "What Are Deterministic 

and Probabilistic IDs?" February 14, 2018, AdMonsters', Access Intelligence, LLC 

https://www.admonsters.com/ad-ops-decoder-what-are-deterministic-and-probabilistic-ids/
https://www.admonsters.com/ad-ops-decoder-what-are-deterministic-and-probabilistic-ids/
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「研究」には、公衆衛生分野で公益のために行われる研究を含め、基礎研究または公的・科学的知見の開発・寄与

を目的とした応用研究であって関連する全ての倫理およびプライバシー法に従い行われるものが含まれる。 

Research with personal information that may have been collected from a consumer in the course of the 

consumer’s interactions with a business’s service or device for other purposes shall be: 

消費者の、事業者のサービスまたはデバイスとのやりとり・交信(interaction)の過程で、消費者から取得された個人

情報を用いる研究は、以下の全ての条件を満たすものでなければならない。 

(1) Compatible with the business purpose for which the personal information was collected. 

当該研究がその個人情報が取得された業務目的に適合すること。 

(2) Subsequently pseudonymized and deidentified, or deidentified and in the aggregate, such that the information 

cannot reasonably identify, relate to, describe, be capable of being associated with, or be linked, directly or 

indirectly, to a particular consumer, by a business. 

当該個人情報が、その取得後、特定の消費者を合理的に特定・関連付け・描写・照合し、または、直接間接的に

関連付けまたは紐づけができないよう、事業者により、仮名化および非識別化がなされまたは集合化(in the 

aggregate)されていること。 

(3) Made subject to technical safeguards that prohibit reidentification of the consumer to whom the information 

may pertain, other than as needed to support the research. 

当該情報が関連する消費者の再識別を禁止する技術的保護措置が講じられていること。但し、当該研究に必要

な場合を除く。 

(4) Subject to business processes that specifically prohibit reidentification of the information, other than as needed 

to support the research. 

当該個人情報の再識別を明確に禁止する業務プロセスを講じていること。但し、当該研究を支えるために必要な

場合を除く。 

(5) Made subject to business processes to prevent inadvertent release of deidentified information. 

非識別化情報の意図しない開示を防止する業務プロセスの対象であること。 

(6) Protected from any reidentification attempts. 

再識別が試みられないよう保護されていること。 

(7) Used solely for research purposes that are compatible with the context in which the personal information was 

collected. 

個人情報が取得された状況(context)と適合する研究目的でのみ利用されること。 

(8) Subjected by the business conducting the research to additional security controls that limit access to the 

research data to only those individuals in a business as are necessary to carry out the research purpose. 

当該研究を行う事業者が、当該研究目的の遂行に必要な事業者内部の個人にのみ研究データへのアクセスを

限定するセキュリティー措置を講じていること。 

 

(ac) “Security and integrity” means the ability of:  

「セキュリティーと完全性」とは以下の全ての要件を満たす能力を意味する。  

(1) Network or an information system to detect security incidents that compromise the availability, authenticity, 

integrity, and confidentiality of stored or transmitted personal information.  

保存または送信された個人情報の可用性(availability)、信頼性(authenticity)、完全性(confidentiality)および秘密

性(confidentiality)を損なうセキュリティーインシデントを検出するためのネットワークまたは情報のシステムの能

力であること。 

(2) Businesses to detect security incidents, resist malicious, deceptive, fraudulent, or illegal actions, and to help 

prosecute those responsible for such actions.  

セキュリティーインシデントを検出し、悪意のある、詐欺の、不正または違法な行為に対抗でき、これらに関し責

任のある者を追及することができる目的の能力であること。 

(3) Business to ensure the physical safety of natural persons. 

事業者が個人の物理的安全を確保できること。 

 

(ad) 

(1) “Sell, ““Selling, ““Sale, “or “Sold, “means selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, 

transferring, or otherwise communicating or ally, in writing, or by electronic or other means, a consumer’s personal 

information by the business to a third party for monetary or other valuable consideration. 

「販売」(sell, sale.....)とは、事業者が、サードパーティに対し、金銭またはその他価値のある対価との交換で(for 

monetary or other valuable consideration)、消費者の個人情報を販売・賃貸・公表・開示・頒布または取得利用可能

にし(making available)、移転し、その他、口頭・書面または電子的その他の手段で伝える(communicating)ことを意味

する。  
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(2) For purposes of this title, a business does not sell personal information when: 

CPRA 上、以下のいずれかの場合は、事業者は個人情報を「販売」したものとはみなされない。 

(A) A consumer uses or directs the business to: (i) intentionally disclose personal information; or (ii) intentionally 

interact with a one or more third parties. 

消費者が、(i) 個人情報を自分の意思で(intentionally)開示し、または、(ii)サードパーティと自分の意思でやりとり

する(intentionally interact)ため、当該事業者を利用しまたは当該事業者に指示する場合。  

(B) The business uses or shares an identifier for a consumer who has opted out of the sale of the consumer’s 

personal information or limited the use of the consumer’s sensitive personal information for the purposes of 

alerting persons that the consumer has opted out of the sale of the consumer’s personal information or limited 

the use of the consumer’s sensitive personal information. 

事業者が、個人情報の販売をオプトアウトしまたは自己の機微個人情報の利用を制限した消費者に関し、他の者

に消費者がかかるオプトアウトまたは制限をしたことを警告するために、当該消費者の識別子(identifier)を利用ま

たは共有する場合。 

(C) The business transfers to a third party the personal information of a consumer as an asset that is part of a 

merger, acquisition, bankruptcy, or other transaction in which the third party assumes control of all or part of 

the business, 

事業者が、サードパーティが事業者の全部または一部の支配権を得る合併・買収・破産その他の取引の対象資

産の一部として、消費者の個人情報を当該サードパーティに移転する(transfer)場合。  

provided that information is used or shared consistently with this title.  

但し、当該個人情報が、CPRA に適合する方法で(consistently with)利用または共有されることを条件とする。 

If a third party materially alters how it uses or shares the personal information of a consumer in a manner that is 

materially inconsistent with the promises made at the time of collection, it shall provide prior notice of the new 

or changed practice to the consumer.  

[合併・買収等する]サードパーティは、当該消費者の個人情報の利用・共有方法を、[合併・買収等された企業が]

取得した際の[消費者に対する」約束とは実質上適合しない方法に変更する場合は、事前に当該消費者にその変

更内容を通知しなければならない。  

The notice shall be sufficiently prominent and robust to ensure that existing consumers can easily exercise their 

choices consistently with this title.  

この通知は、これに対し消費者が CPRA に定めるオプトアウト権を容易に行使できるよう、十分に目立ちかつしっ

かり(prominent and robust)書かれていなければならない。 

This subparagraph does not authorize a business to make material, retroactive privacy policy changes or make 

other changes in their privacy policy in a manner that would violate the Unfair and Deceptive Practices Act 

(Chapter 5 (commencing with Section 17200) of Part 2 of Division 7 of the Business and Professions Code). 

本項は、事業者が、プライバシーポリシーが「カリフォルニア州不公正または欺まん的慣行防止法」(Unfair and 

Deceptive Practices Act) 26に違反する[実質的・遡及的な利用・共有方法の]変更その他の変更を[例えそれを事

前に通知したとしても]行うことを認めるものではない。 

 

(ae) “Sensitive personal information” means: 

「機微個人情報」とは、以下のいずれかを意味する。 

(1) Personal information that reveals  

以下のいずれかを示す(reveal)情報  

(A) A consumer’s social security, driver’s license, state identification card, or passport number.  

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 

(B) A consumer’s account log-in, financial account, debit card, or credit card number in combination with any 

required security or access code, password, or credentials allowing access to an account.  

消費者のアカウントログイン、金融アカウント(financial account)、デビットカードまたはクレジットカード番号と、アカ

ウントへのアクセスに必要なセキュリティーもしくはアクセスコード、パスワードまたは認証情報(credentials)との組

み合わせ 

(C) A consumer’s precise geolocation. 

消費者の高精度位置情報。 

(D) A consumer’s racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, or union membership. 

消費者の人種もしくは民族的出自、宗教的または思想上の信念または組合員か否か 

(E) The contents of a consumer’s mail, email and text messages, unless the business is the intended recipient of 

the communication. 

 
26【カリフォルニア州不公正または欺まん的慣行防止法】 California’s Unfair Competition Law (UCL)とも呼ばれる。概要については「Q&A で学ぶ CCPA カリ

フォルニア州消費者プライバシー法」第 4 章（他の米国プライバシー保護法）参照 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=7.&chapter=5.&part=2.&lawCode=BPC
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=7.&chapter=5.&part=2.&lawCode=BPC
https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
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消費者の手紙、電子メールおよびテキストメッセージの内容(但し事業者がその相手方である場合を除く) 

(F) A consumer’s genetic data. 

消費者の遺伝データ。  

(2)   

(A) the processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer.  

消費者を一意に識別するための生体認証情報の処理 [「の処理」(the processing of)の部分は不要と思われる] 

(B) personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health. 

消費者の健康に関し取得および分析された個人情報 

(C) personal information collected and analyzed concerning a consumer’s sex life or sexual orientation.  

消費者の性生活または性的指向に関し取得および分析された個人情報 

(3) Sensitive personal information that is “Publicly available” pursuant to paragraph (2) of subdivision (v) of Section 

1798.140 shall not be considered sensitive personal information or personal information. 

1798.140[定義](v)(2)に定める「公開された」機微個人情報は、機微個人情報または個人情報とはみなされないものと

する。 

 

(af) “Service” or “Services” means work, labor, and services, including services furnished in connection with the sale 

or repair of goods. 

「サービス」とは、製品の販売または修理に関連し提供されるサービスを含め、作業、労務およびサービスを意味す

る。 

 

(ag) 

(1) “Service provider” means a person that processes personal information on behalf of a business and which receives 

from or on behalf of the business a consumer’s personal information for a business purpose pursuant to a written 

contract,  

「サービス提供者」とは、事業者に代わり個人情報を処理する者であって、業務目的のため、事業者との契約書に従

い、事業者からまたはこれに代わり消費者の個人情報を受領する者を意味する。 

provided that the contract prohibits the person from: 

但し、当該契約上、この者は以下の行為を行うことが禁止されていなければならない。 

(A) Selling or sharing the personal information.  

当該個人情報の販売または共有 

(B) Retaining, using, or disclosing the personal information for any purpose other than for the business purposes 

specified in the contract for the business, including retaining, using, or disclosing the personal information for a 

commercial purpose other than the business purposes specified in the contract with the business, or as 

otherwise permitted by this title.  

商業目的等、契約に定める業務目的以外の目的でのまたは CPRA 上許されている場合以外の個人情報の保

有・利用または開示。 

(C) Retaining, using, or disclosing the information outside of the direct business relationship between the service 

provider and the business. 

サービス提供者と事業者との間の直接的ビジネス関係の範囲外での情報の保有・利用または開示。 

(D) Combining the personal information which the service provider receives from or on behalf of the business, with 

personal information which it receives from or on behalf of another person or persons, or collects from its own 

interaction with the consumer,  

サービス提供者が事業者からまたはこれに代わり取得した個人情報を、他の者からまたはこれに代わり取得し、

または、サービス提供者自身の消費者とのやりとりから取得した個人情報と組み合わせること。 

provided that the service provider may combine personal information to perform any business purpose as 

defined in regulations adopted pursuant to paragraph (10) of subdivision (a) of Section 1798.185, except as 

provided for in paragraph (6) of subdivision (e) of this Section and in regulations adopted by the California 

Privacy Protection Agency.  

但し、サービス提供者は、本条 140(e)(6)に定める場合（当該消費者がオプトアウトした場合）および規則に定める

場合を除き、1798.185(a)(10)に従い制定された規則で定める業務目的のために当該組み合わせを行うことはでき

る。 

The contract may, subject to agreement with the service provider, permit the business to monitor the service 

provider’s compliance with the contract through measures including, but not limited to, ongoing manual reviews and 

automated scans, and regular assessments, audits, or other technical and operational testing at least once every 

twelve (12) months. 
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当該契約書には、事業者が、当該サービス提供者との合意に従い、継続的なマニュアルでのレビュー(ongoing 

manual reviews)、自動スキャン(automated scans)および最低限 12 か月に 1 回の定期的評価・監査その他技術的お

よび運用上の検査その他の措置によりサービス提供者の契約遵守を監督できる旨規定することができる(may)。 

(2) If a service provider engages any other person to assist it in processing personal information for a business purpose 

on behalf of the business, or if any other person engaged by the service provider engages another person to assist 

in processing personal information for such business purpose, it shall notify the business of such engagement, and 

the engagement shall be pursuant to a written contract binding the other person to observe all the requirements 

set forth in paragraph (1). 

サービス提供者は、事業者に代わり行う業務目的での個人情報の処理を他の者に再委託する場合、または、当該再

委託先が他の者に再々委託する場合、当該再委託または再々委託を事業者に通知しなければならず、かつ、当該

再委託・再々委託は、上記(1)に定める義務を課す契約書によりなされなければならない。 

 

(ah) 

(1) “Share,” “Shared, “or “Sharing” means sharing, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, 

transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer’s personal 

information by the business to a third party for cross-context behavioral advertising,  

「共有」(share, sharing....)とは、事業者がサードパーティに対し、クロスコンテキスト行動広告のために、消費者の個人

情報を、口頭、書面もしくは電子的その他の手段により、共有、賃貸、発表、開示、頒布、取得・利用可能化、移転そ

の他の方法で伝えることを意味する。 

whether or not for monetary or other valuable consideration, including transactions between a business and a third 

party for cross-context behavioral advertising for the benefit of a business in which no money is exchanged. 

これは、金銭その他の価値あるものとの交換で行われるか否かを問わず、事業者のために行われるクロスコンテキ

スト行動広告のための金銭の交換を伴わない取引を含む。 

(2) For purposes of this title, a business does not share personal information when: 

CPRA 上、以下のいずれかの場合は、事業者は個人情報を「共有」したものとはみなされない。 

(A) A consumer uses or directs the business to intentionally disclose personal information or intentionally interact 

with one or more third parties. 

消費者が、(i) 個人情報を自分の意思で(intentionally)開示する場合、または、(ii) 自分の意思でサードパーティと

やりとりする(interact)場合。 

(B) The business uses or shares an identifier for a consumer who has opted out of the sharing of the consumer’s 

personal information or limited the use of the consumer’s sensitive personal information for the purposes of 

alerting persons that the consumer has opted out of the sharing of the consumer’s personal information or 

limited the use of the consumer’s sensitive personal information. 

事業者が、自己の個人情報の共有をオプトアウトしまたは自己の機微個人情報の利用を制限した消費者につい

て、他の者に消費者がかかるオプトアウトまたは制限をしたことを警告するために、当該消費者の ID を利用・共

有する場合。 

(C) The business transfers to a third party the personal information of a consumer as an asset that is part of a 

merger, acquisition, bankruptcy, or other transaction in which the third party assumes control of all or part of 

the business,  

サードパーティが事業者の全部または一部の支配権を得る合併・買収・破産その他の取引の対象資産の一部と

して、事業者が、消費者の個人情報を当該サードパーティに移転する場合。  

provided that information is used or shared consistently with this title.  

但し、当該個人情報が、CPRA に適合する方法で(consistently with)利用または共有されることを条件とする。 

If a third party materially alters how it uses or shares the personal information of a consumer in a manner that is 

materially inconsistent with the promises made at the time of collection, it shall provide prior notice of the new 

or changed practice to the consumer  

当該[合併・買収等した]サードパーティは、[合併・買収等された企業が保有していた]消費者の個人情報の利用・

共有方法を、[合併・買収等された企業が]取得した際の[消費者に対する」約束とは実質上適合しない方法に変更

する場合は、事前に当該消費者にその内容を通知しなければならない。  

The notice shall be sufficiently prominent and robust to ensure that existing consumers can easily exercise their 

choices consistently with this title.  

この通知は、これに対し消費者が CPRA に定めるオプトアウト権を容易に行使できるよう、十分に目立ちかつしっ

かり(prominent and robust)書かれていなければならない。 

This subparagraph does not authorize a business to make material, retroactive privacy policy changes or make 

other changes in their privacy policy in a manner that would violate the Unfair and Deceptive Practices Act 

(Chapter 5 (commencing with Section 17200) of Part 2 of Division 7 of the Business and Professions Code). 
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本項は、事業者が、プライバシーポリシーが「カリフォルニア州不公正または欺まん的慣行防止法」(Unfair and 

Deceptive Practices Act)に違反する[実質的・遡及的な利用・共有方法の]変更その他の変更を[例えそれを事前に

通知したとしても]行うことを認めるものではない。 

 

(ai) “Third party” means a person who is not any of the following:   

「サードパーティ」とは、以下のいずれにも該当しない者を意味する。 

(1) The business with whom the consumer intentionally interacts and that collects personal information from the 

consumer as part of the consumer’s current interaction with the business under this title.  

CPRA 上、消費者が自己の意思でやりとりしている相手方であって、当該消費者との現在のやりとりの一環で当該消

費者から個人情報を取得する事業者 

(2) A service provider to the business.  

事業者にとってのサービス提供者 

(3) A contractor. 

契約業者 

 

(aj) “Unique identifier” or “Unique personal identifier” means a persistent identifier that can be used to recognize a 

consumer, a family, or a device that is linked to a consumer or family, over time and across different services,  

「固有 ID」または「個人固有 ID」とは、経時的にかつ異なるサービスにおいて(over time and across different 

services)、消費者、家族または消費者もしくは家族に紐づけされた(linked)デバイスを認識するために利用できる持続

性の(persistent)ID を意味する。 

including, but not limited to a device identifier; an internet Protocol address; cookies, beacons, pixel tags, mobile ad 

identifiers, or similar technology; customer number, unique pseudonym, or user alias; telephone numbers, or other 

forms of persistent or probabilistic identifiers that can be used to identify a particular consumer or device that is 

linked to a consumer or family.  

(例)デバイス ID、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 ID その他これらと同様の技術； 顧客

番号、固有の仮名またはユーザの別名； 電話番号、その他、特定の消費者または消費者もしくは家族に紐付けられ

たデバイスを識別するために利用できる持続的 ID または確率的 ID。 

For purposes of this subdivision, “family” means a custodial parent or guardian and any children under 18 years of 

age over which the parent or guardian has custody. 

本項において、「家族」とは、親権者または保護者(guardian)と、これらの者が保護する 18 歳以下の子どもを意味す

る。 

 

(ak) “Verifiable consumer request” means a request that is made by a consumer, by a consumer on behalf of the 

consumer’s minor child, or by a natural person or a person registered with the secretary of State, authorized by the 

consumer to act on the consumer’s behalf, or by a person who has power of attorney or is acting as a conservator 

for the consumer, and that the business can verify, using commercially reasonable methods, pursuant to regulations 

adopted by the Attorney General pursuant to paragraph (7) of subdivision (a) of Section 1798.185 to be the 

consumer about whom the business has collected personal information.  

「本人確認可能な請求」(Verifiable consumer request)とは、消費者自身による/自分の未成年の子どもを代理する

消費者による/消費者から代理権を与えられ州務長官に登録した個人その他の者による/または委任状を有する者

もしくは後見人(conservator)による請求であって、1798.185(a)(7)(a)により州司法長官が制定した規則に従い、当該

消費者が事業者の取得した個人情報の本人であることを商業的に合理的な手段で(commercially reasonable 

methods)確認(verify)できるものを意味する。 

A business is not obligated to provide information to the consumer pursuant to Sections 1798.110 and 1798.115, to 

delete personal information pursuant to Section 1798.105, or to correct inaccurate personal information pursuant to 

Section 1798.106, if the business cannot verify, pursuant to this subdivision and regulations adopted by the Attorney 

General pursuant to paragraph (7) of subdivision (a) of Section 1798.185, that the consumer making the request is 

the consumer about whom the business has collected information or is a person authorized by the consumer to act 

on such consumer’s behalf. 

事業者は、本項および 1798.185(a)(7)(a)により州司法長官が制定した規則に従い、請求者が、事業者の取得した個

人情報の本人または本人の委任代理人であることが確認できない場合、以下の規定に従い対応する義務を負わな

い。 

・ 1798.110 および 1798.115 に基づく情報開示 

・ 1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利]に基づく個人情報の削除 

・ 1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利]に基づく個人情報の訂正 
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SEC.15. 1798.145. Exemptions 

SEC.15. 1798.145. 例外規定 

 

(a) The obligations imposed on businesses by this title shall not restrict a business’s ability to: 

CPRA 上事業者に課される義務は、事業者が以下の行為を行うことを制約するものではない。 

(1) Comply with federal, state, or local laws or comply with a court order or subpoena to provide information,  

連邦法、州法もしくは地方条例、または、情報の開示を義務付ける裁判所の命令もしくは召喚令状(subpoena)に従う

こと。 

(2) Comply with a civil, criminal, or regulatory inquiry, investigation, subpoena, or summons by federal, state, or local 

authorities.  

連邦、州または地方の当局による民事、刑事または規制法規上の照会、調査、召喚令状(subpoena)または呼出状

(summons)に応じること。 

Law enforcement agencies, including police and sheriff departments, may direct a business pursuant to a law 

enforcement agency-approved investigation with an active case number not to delete a consumer’s personal 

information  

警察および保安官(sheriff)事務所を含む法執行機関(law enforcement agencies)は、有効な(active)事件番号のある

承認された法執行機関の捜査に関し、事業者に消費者の個人情報を削除しないよう命令することができる。 

and upon receipt of such direction a business shall not delete the personal information for 90 days, in order to allow 

the law enforcement agency to obtain a court-issued subpoena, order, or warrant to obtain a consumer’s personal 

information.  

当該命令を受領した場合、事業者は、当該法執行機関が消費者の個人情報を取得するため裁判所から召喚状・命

令または令状(warrant)を得ることができるよう、90 日間、その個人情報を削除してはならない。 

For good cause and only to the extent necessary for investigatory purposes, a law enforcement agency may direct 

a business not to delete the consumer’s personal information for additional 90 day periods. 

法執行機関は、正当な理由により、かつ、捜査のために必要な範囲内でのみ、事業者に対し、更に 90 日間、その個

人情報を削除しないよう指示することができる。 

A business that has received direction from a law enforcement agency not to delete the personal information of a 

consumer who has requested deletion of the consumer’s personal information shall not use the consumer’s 

personal information for any purpose other than retaining it to produce to law enforcement in response to a court-

issued subpoena, order, or warrant,  

事業者は、自分の個人情報の削除を請求した消費者について、法執行機関からその個人情報の削除禁止命令を受

けた場合、裁判所の召喚状・命令または令状に応じ法執行機関に提出するため保有すること以外の目的で当該個

人情報を利用してはならない。 

unless the consumer’s deletion request is subject to an exemption from deletion under this title. 

但し、消費者の削除請求が CPRA に基づく削除の対象の対象外である場合を除く。 

(3) Cooperate with law enforcement agencies concerning conduct or activity that the business, service provider, or 

third party reasonably and in good faith believes may violate federal, state, or local law. 

当該事業者、サービス提供者またはサードパーティが、その合理的かつ誠実な(good faith)判断において、連邦法、

州法または地方条例に違反すると信ずる行為に関し、法執行当局[の捜査等]に協力すること。 

(4) Cooperate with a government agency request for emergency access to a consumer’s personal information  

if a natural person is at risk or danger of death or serious physical injury,  

人が死亡または重傷の危機に瀕している場合において、政府機関による消費者の個人情報への緊急アクセスの要

求に協力すること。 

provided that:  

但し、以下の全ての条件が満たされている場合に限る。 

(A) The request is approved by a high-ranking agency officer for emergency access to a consumer’s personal 

information.  

その要求がその政府機関高級職(high-ranking agency officer)により承認されていること。 

(B) The request is based on the agency’s good faith determination that it has a lawful basis to access the 

information on a non-emergency basis.  

その政府機関が、仮に緊急でないとしても、その個人情報へのアクセスに適法な根拠があると誠実に判断し 

その要求がこの誠実な判断(good faith determination)に基づいていること。 

(C) The agency agrees to petition a court for an appropriate order within three days and to destroy the information 

if that order is not granted. 
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その政府機関が、3 日以内に裁判所に適切な命令の発令を申立てること、および、命令が発令されない場合は当

該情報を破棄することに同意していること。 

(5) Exercise or defend legal claims. 

法的権利の行使または防御を行うこと。 

(6) Collect, use, retain, sell, share, or disclose consumers’ personal information that is deidentified or aggregate 

consumer information. 

非識別化または集合化された消費者の個人情報を取得・利用・保存・販売・共有または開示すること。 

(7) Collect, sell, or share a consumer’s personal information if every aspect of that commercial conduct takes place 

wholly outside of California.  

消費者の個人情報の取得・販売・共有の商業的行為の全ての面(aspect)が全てカリフォルニア州外で行われている

場合において、当該取得・販売・共有を行うこと。 

For purposes of this title, commercial conduct takes place wholly outside of California if  

CPRA 上、以下の全ての要件が満たされる場合には、当該商業的行為は全てカリフォルニア州外で行われたものと

みなす。 

the business collected that information while the consumer was outside of California, 

消費者がカリフォルニア州外にいる時に事業者がその個人情報を取得したこと。 

no part of the sale of the consumer’s personal information occurred in California, and  

その個人情報の販売の如何なる部分もカリフォルニア州内で生じていないこと。 

no personal information collected while the consumer was in California is sold.  

その消費者がカリフォルニア州内にいた時に取得されたどのような個人情報も販売されないこと。 

This paragraph shall not prohibit a business from storing, including on a device, personal information about a 

consumer when the consumer is in California and then collecting that personal information when the consumer and 

stored personal information is outside of California. 

本号(7)は、事業者が、消費者がカリフォルニア州にいる時点でその個人情報をデバイス等に保存し、その後、消費

者および保存された個人情報がカリフォルニア州外にある時に当該個人情報を取得することを禁止 27するものでは

ない。 

 

(b) The obligations imposed on businesses by Sections 1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, and 1798.135, 

shall not apply where compliance by the business with the Title would violate an evidentiary privilege under 

California law and  

以下の規定は、事業者がこれらの規定に従うことがカリフォルニア州法上の証言拒否権(evidentiary privilege)28を侵

害する場合には適用されない。 

1798.110[どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権],  

1798.115[どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利],  

1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利],  

1798.121[機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利],  

1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務]および 1798.135[個人情報の販売・共有・利用および機微個人情報の

利用を制限する方法] 

shall not prevent a business from providing the personal information of a consumer to a person covered by an 

evidentiary privilege under California law as part of a privileged communication. 

また、上記の規定は、事業者が、同証言拒否権が適用される者[弁護士等]に秘匿特権の対象となるコミュニケーシ

ョン(privileged communication)の一環として消費者の個人情報を提供することを妨げるものではない。 

 

(c)  
(1) This title shall not apply to any of the following: 

CPRA は以下のいずれか[の医療関連情報または医療関係者]には適用されない。 

(A) Medical information governed by the Confidentiality of Medical Information Act (Part 2.6 (commencing with 

Section 56) of Division 1)  

[カリフォルニア州]医療情報秘密保護法(Confidentiality of Medical Information Act)29に定める医療情報 

 
27 ここの部分は CCPA では「許容」(permit)である。CPRA においてここの部分が全く反対の禁止(prohibit)になったのかの理由は不明である。また直前の分と

も矛盾するように思われる。 
28【加州法上の証言拒否権】 Shouse Law Group "Evidentiary Privileges in California Criminal Law"によれば、(i) 裁判において証言もしくは一定の情報（自

己負罪証言、弁護士・依頼人間交信等）の開示を拒否する権利、または、(ii)他人による自己に不利な証言または一定の情報の開示を禁止する権利を意味

する。 
29【カリフォルニア州医療情報秘密保護法（CMIA）】 概要については「Q&A で学ぶ CCPA カリフォルニア州消費者プライバシー法」第 4 章（他の米国プライバ

シー保護法）参照 

https://www.shouselaw.com/privilege.html
https://irb.ucsd.edu/cmia.pdf
https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
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or protected health information that is collected by a covered entity or business associate governed by the 

privacy, security, and breach notification rules issued by the United States Department of Health and Human 

Services, Parts 160 and 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations, established pursuant to the Health 

Insurance Portability and Accountability Act of  1996 (Public Law 104-191) and the Health Information 

Technology for Economic and Clinical Health Act (Public Law 111-5). 

または、「医療保険のポータビリティーおよび説明責任に関する法律」30(連邦法)(「HIPAA」)および「経済的および

臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律」31(連邦法)(「HITECH」)に従い定められた連邦保険福祉省

のプライバシー、セキュリティーおよび[データ]侵害(breach)通知規則の規制対象者(covered entity)またはビジネ

スアソシエイトが取得した保護対象健康情報 

(B) A provider of health care governed by the Confidentiality of Medical Information Act (Part 2.6 (commencing 

with Section 56) of Division 1) 

医療情報秘密保護法に定めるヘルスケア提供者 

or a covered entity governed by the privacy, security, and breach notification rules issued by the United States 

Department of Health and Human Services, Parts 160 and 164 of Title 45 of the Code of Federal Regulations, 

established pursuant to the Health Insurance Portability and Accountability Act of1996 (Public Law 104-191),  

または、HITECH に従い定められた連邦保険福祉省のプライバシー、セキュリティーおよび違反通知ルールの規

制対象者 

to the extent the provider or covered entity maintains patient information in the same manner as medical 

information or protected health information as described in subparagraph (A) of this section. 

但し、これらの者が、患者情報を、上記(A)の医療情報または保護対象健康情報と同じ方法で保持する場合に限

る。 

(C) Personal information collected as part of a clinical trial or other biomedical research study subject to or 

conducted in accordance with, the Federal Policy for the Protection of Human Subject s, also known as the 

Common Rule, pursuant to good clinical practice guidelines issued by the international Council for 

Harmonisation or pursuant to human subject Protection requirements of the United States Food and Drug 

Administration,  

医薬品規制調和国際会議の「臨床グッド･プラクティス・ガイドライン」または米国連邦食品医薬品局の「被験者

(human subject)保護要件」に従い、「被験者保護に関する連邦政府ポリシー」(「コモンルール」とも呼ばれる)に準

拠しまたはこれに従い行われる臨床試験または他の生物医学研究の一環で取得された個人情報。 

provided that such information is not sold or shared in a manner not permitted by this subparagraph, and if it is 

inconsistent, that participants be informed of such use and provide consent. 

但し、当該個人情報は、本項(C)で認められていない方法で販売または共有されてはならず、また、その利用が

本項(C)に沿うものではない場合には、[臨床試験または他の生物医学研究]の参加者に当該利用について通知

した上その同意を得なければならない。 

(2) For purposes of this subdivision, the definitions of “medical information” and “Provider of health care” in Section 

56, 05 shall apply and the definitions of “Business associate, ““Covered entity,“ and “Protected health information” 

in Section 160.103 of Title 45 of the Code of Federal Regulations shall apply. 

本項における「医療情報」、「ヘルスケア提供者」、「ビジネスアソシエイト」、「規制対象者」、「医療情報」、「保護対

象健康情報」の定義は、連邦規則(条項省略。以下同じ)上の定義による。 

 

(d)  
(1) This title shall not apply to activity involving the collection, maintenance, disclosure, sale, communication, or use of 

any personal information bearing on a consumer’s credit worthiness, credit standing, credit capacity, character, 

general reputation, personal characteristics, or mode of living  

CPRA は以下の者による消費者の信用度(力)、信用状態、与信余力(credit capacity)、性格、一般的評判、個人的

特徴または生活様式(mode of living)に関する個人情報の取得・保存・開示・販売・コミュニケーションまたは利用行

為には適用されない 

by a consumer reporting agency, as defined in subdivision (i) of Section 1681 a of Title 15 of the United States 

Code,  

連邦公正信用報告法(Fair Credit Reporting Act)(FCRA)に定義される「消費者報告機関」(consumer reporting 

agency)  

by a furnisher of information, as set forth in Section 1681s-2 of Title 15 of the United States Code, who 

provides information for use in a consumer report, as defined in subdivision (d) of Section 1681 a of Title 15 of 

 
30【(連邦)医療保険のポータビリティーおよび説明責任に関する法律(HIPAA)】 概要については「Q&A で学ぶ CCPA カリフォルニア州消費者プライバシー法」

第 4 章（他の米国プライバシー保護法）参照 
31【HITECH】 概要については「Q&A で学ぶ CCPA カリフォルニア州消費者プライバシー法」第 4 章（他の米国プライバシー保護法）参照 

https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
https://www.amazon.co.jp/Q-A%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6CCPA-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%B3%95-%E6%B5%85%E4%BA%95-%E6%95%8F%E9%9B%84-ebook/dp/B08D77MK8P/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%95%8F%E9%9B%84&qid=1595545107&sr=8-2
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the United States Code, and 

連邦公正信用報告法に定義される「情報提供者」(furnisher of information)（消費者報告(consumer report)作成に

利用するための情報を提供する） 

by a user of a consumer report as set forth in Section 1681 b of Title 15 of the United States Code. 

連邦公正信用報告法に定義される「消費者報告の利用者」(user of a consumer report) 

(2) Paragraph (1) shall apply only to the extent that such activity involving the collection, maintenance, disclosure, sale, 

communication or use of such information by that agency, furnisher, or user is subject to regulation under the Fair 

Credit Reporting Act, Section 1681 et seq., Title 15 of the United States Code and the information is not collected, 

maintained, used, communicated, disclosed or sold except as authorized by the Fair Credit Reporting Act. 

上記(1)は、当該機関・提供者・利用者による当該個人情報の取得・保有・開示・販売・通知・利用に関する活動が連

邦公正信用報告法に従って行われ、かつ、当該個人情報が同法で認められている場合を除き取得・保有・開示・販

売・通知・利用されない限度でのみ適用される。 

(3) This subdivision (d) shall not apply to Section 1798.150. 

本項(d)は、1798.150[個人情報セキュリティー侵害に対する私的訴権]には適用されない。[従って、FCRA 上の与信

情報の漏えい等についても 1798.150 による損害賠償請求可能]。 

 

(e) This title shall not apply to personal information collected, processed, sold, or disclosed subject to the federal 

Gramm-Leach-Bliley Act (Public Law 106-102), and implementing regulations, or the California Financial information 

Privacy Act (Division 1.4 (commencing with Section 4050) of the Financial Code), or the Federal Farm Credit Act of 

1971 (as amended in 12 U.S.C. Sections 2001-2279cc and implementing regulations, 12 Code of Federal 

Regulations, Parts 600, et seq.).  

CPRA は、「グラム・リーチ・ブライリー法(Gramm-Leach-Bliley Act)」 (連邦法)およびその施行規則、「カリフォルニア

州金融情報プライバシー法」または連邦「農場信用法」(Farm Credit Act)に従い取得・処理・販売または開示される個

人情報には適用されない。 

This subdivision shall not apply to Section 1798.150. 

本項は、1798.150[個人情報セキュリティー侵害に対する私的訴権]には適用されない。 

 

(f) This title shall not apply to personal information collected, processed, sold, or disclosed pursuant to the Driver’s 

Privacy Protection Act of 1994 (18 U.S.C. Sec. 2721 et seq).  

CPRA は、「運転者プライバシー保護法(Driver’s Privacy Protection Act of 1994)」(DPPA)32(連邦法)に従い取得・処

理・販売または開示される個人情報には適用されない。 

This subdivision shall not apply to Section 1798.150. 

本項は、1798.150[個人情報セキュリティー侵害に対する私的訴権]には適用されない。 

 

(g)  
(1) Section 1798.120 shall not apply to vehicle information or ownership information retained or shared between a new 

motor vehicle dealer, as defined in Section 426 of the Vehicle Code, and the vehicle’s manufacturer, as defined in 

Section 672 of the Vehicle Code, if the vehicle or ownership information is shared for the purpose of effectuating, 

or in anticipation of effectuating, a vehicle repair covered by a vehicle warranty or a recall conducted pursuant to 

Sections 301.18 to 30120, inclusive, of Title 49 of the United States Code,  

車両の保証(warranty)の対象または連邦法に従い行われるリコールの対象である車両の修理のため、車両法

(Vehicle Code)上の新車両販売店および車両製造者の間で、車両情報または所有者情報が共有される場合、

1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利]は、これら情報の保存および共有について

は適用されない。 

provided that the new motor vehicle dealer or vehicle manufacturer with which that vehicle information or 

ownership information is shared does not sell, share, or use that information for any other purpose. 

但し、新車両販売店および車両製造者が他の目的でこれら情報を販売・共有または利用しないことを条件とする。 

(2) For purposes of this subdivision: 

本項において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有する: 

(A) “Vehicle information” means the vehicle information number, make, model, year, and odometer reading. 

「車両情報」とは、車両番号・メーカー名・型式・製造年およびオドメーター上の走行距離を意味する。 

(B) “Ownership information” means the name or names of the registered owner or owners and the contact 

information for the owner or owners. 

「所有者情報」とは、登録所有者の氏名およびその連絡先情報を意味する。 

 
32【運転者プライバシー保護法 (DPPA)】 18 U.S.C. §§ 2721–2725。 

https://dmv.ny.gov/forms/mv15dppa.pdf
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(h) Notwithstanding a business’s obligations to respond to and honor consumer rights requests pursuant to this title: 

CPRA に基づく消費者の請求に関する事業者の義務に関し、以下の特則を適用する。 

(1) A time period for a business to respond to a consumer for any verifiable consumer request may be extended by up 

to a total of 90 days where necessary, taking into account the complexity and number of the requests.  

消費者からの本人確認可能な請求に事業者が対応すべき期限は、請求の複雑性および件数を考慮し必要な場合、

更に最大 90 日間まで延長することができる。 

The business shall inform the consumer of any such extension within 45 days of receipt of the request, together 

with the reasons for the delay. 

事業者は、請求受領後 45 日以内に、対応遅延理由および当該延長を消費者に知らせなければならない。 

(2) If the business does not take action on the request of the consumer, the business shall inform the consumer, 

without delay and at the latest within the time period permitted of response by this Section, of the reasons for not 

taking action and any rights the consumer may have to appeal the decision to the business. 

事業者は、消費者の請求に応じない場合、本条に従い認められる対応期間内に遅滞なく、その理由および消費者は

これに対し不服申立(appeal)権を有することを知らせなければならない。 

(3) If requests from a consumer are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive 

character, a business may either charge a reasonable fee, taking into account the administrative costs of providing 

the information or communication or taking the action requested, or refuse to act on the request and notify the 

consumer of the reason for refusing the request.  

消費者からの請求が明らかに根拠を欠く(manifestly unfounded)かまたは繰り返し等過度(excessive)のものである場

合、事業者は、情報提供、消費者とのコミュニケーションまたは請求対応に要する費用を考慮し合理的な手数料を請

求するか、または、請求への対応を拒否しその理由を消費者に通知することができる。 

The business shall bear the burden of demonstrating that any verifiable consumer request is manifestly unfounded 

or excessive. 

事業者は、当該請求が明らかに根拠を欠くかまた過度のものであることについて立証責任(burden of demonstrating)

を負う。 

 

(i)  

(1) A business that discloses personal information to a service provider or contractor in compliance with this title shall 

not be liable under this title if the service provider or contractor receiving the personal information uses it in 

violation of the restrictions set forth in the Title, provided that, at the time of disclosing the personal information, 

the business does not have actual knowledge, or reason to believe, that the service provider or contractor intends 

to commit such a violation.  

事業者は、CPRA に従い個人情報を開示した先のサービス提供者または契約業者が当該個人情報を CPRA に違反

し利用した場合であっても、当該開示時点でその違反の意図を知らずかつ知るべき理由(reason to believe)がないと

きは、CPRA 上の責任を負わない。 

A service provider or contractor shall likewise not be liable under this title for the obligations of a business for 

which it provides services as set forth in this title,  

同様に、サービス提供者または契約業者は、CPRA に定めるところにより事業者に対するサービス提供している限

り、CPRA 上、事業者の義務に関し責任を負わない。 

provided that the service provider or contractor shall be liable for its own violations of this title. 

但し、サービス提供者または契約業者は、自己の CPRA 違反には責任を負う。 

(2) A business that discloses personal information of a consumer,  

事業者は、以下の消費者個人情報除き、消費者の個人情報を[サードパーティに]開示する場合、 

with the exception of consumers who have exercised their right to opt-out of the sale or sharing of their personal 

information, consumers who have limited the use or disclosure of their sensitive personal information, and minor 

consumers who have not opted-in to the collection or sale of their personal information, to a third party 

[その個人情報が]自己の個人情報の販売・共有のオプトアウト権を行使した消費者、機微個人情報の利用・開示を

制限した消費者、および、個人情報の取得・販売をオプトインしていない未成年の消費者の個人情報である場合を除

き、 

pursuant to a written contract that requires the third party to provide the same level of protection of the 

consumer’s rights under this title as provided by the business  

契約書により、そのサードパーティに対し、CPRA 上事業者が負うのと同じレベルの保護を義務付けたときは、 

shall not be liable under this title if the third party receiving the personal information uses it in violation of the 

restrictions set forth in the Title, provided that, at the time of disclosing the personal information, the business 

does not have actual knowledge, or reason to believe, that the third party intends to commit such a violation. 
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そのサードパーティが当該個人情報を CPRA に違反し利用したとしても、個人情報開示時点でその違反の意図を知

らずかつ知るべき理由(reason to believe)がないときは、CPRA 上の責任を負わない。 

 

(j) This title shall not be construed to require a business, service provider, or contractor to: 

CPRA は、事業者、サービス提供者または契約業者に以下の事項を義務付けるものではない。 

(1) Reidentify or otherwise link information that, in the ordinary course of business, is not maintained in a manner that 

would be considered personal information.  

通常の業務において(in the ordinary course of its business)個人情報でない形態で保存されている情報について再

識別(reidentify)その他特定の消費者との紐づけ(link)をすること 

(2) Retain any personal information about a consumer if, in the ordinary course of business, that information about the 

consumer would not be retained.  

個人情報を通常の業務において保存する期間より長期間保存すること 

(3) Maintain information in identifiable, linkable or associable form, or collect, obtain, retain, or access any data or 

technology, in order to be capable of linking or associating a verifiable consumer request with personal information.

本人確認可能な請求を[その請求者の]個人情報と紐付けまたは関連付けできるように、ある情報を識別・紐付け・関

連付け可能な形で保有しまたはデータまたはテクノロジーを獲得・保持または利用すること。 

 

(k) The rights afforded to consumers and the obligations imposed on the business in this title shall not adversely affect 

the rights and freedoms of other natural persons. 

CPRA 上の消費者の権利[の行使]および事業者の義務[の履行]は、他の消費者の権利および自由を損なう

(adversely affect)ものであってはならない。 

A verifiable consumer request for specific pieces of personal information pursuant to Section 1798.110, to delete a 

consumer’s personal information pursuant to Section 1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利], or to 

correct inaccurate personal information pursuant to Section 1798.106, shall not extend to personal information 

about the consumer that belongs to, or the business maintains on behalf of, another natural person.  

1798.110 に基づく個人情報そのものの提供、 

1798.105 に基づく個人情報削除、または、 

1798.106 に基づく個人情報の訂正の各請求権は、 

他の個人に属しまたは事業者が他の個人に代わり保有する個人情報には及ばないものとする。 

A business may rely on representations made in a verifiable consumer request as to rights with respect to personal 

information and  

事業者は、当該個人情報について、本人確認可能な請求においてなされた当該消費者の説明・表明を信頼すること

ができる。 

is under no legal requirement to seek out other persons that may have or claim to have rights to personal 

information, and  

事業者は、当該個人情報に対する権利を有しまたは有すると主張する可能性のある他の個人を調査する義務を負

わない。 

a business is under no legal obligation under this title or any other provision of law to take any action under this 

title in the event of a dispute between or among persons claiming rights to personal information in the business’s 

possession. 

事業者は、その保有する個人情報について自己の権利を主張する個人の間で紛争が生じた場合でも、CPRA または

他法に基づき何らかの措置をとる義務を負わない。 

 

(l) The rights afforded to consumers and the obligations imposed on any business under this title shall not apply to the 

extent that they infringe on the noncommercial activities of a person or entity described in subdivision (b) of 

Section 2 of Article I of the California Constitution. 

CPRA 上の消費者の権利および事業者の義務は、それらが、カリフォルニア州憲法第 I 章第 2 条(b)33に定める者[出

版者、編集者、ラジオ・TV 記者等]の非営利行為(noncommercial activities)34と抵触する場合にはその範囲で適用さ

れない。35 

 

(m) 

(1) This title shall not apply to any of the following: 

 
33【カリフォルニア州憲法第 I 章第 2 条(b)】 出版・報道等の関係者が国家機関からの、入手元および未公表情報の開示要求に拒否したとしても刑罰等を受

けないことが規定されている。 
34【[出版者、編集者、ラジオ・TV 記者等]の非営利行為】 上記より報道活動等を意味すると思われる。 
35【出版者等の適用除外】 2018 年改正で追加 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=CONS&article=I
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CPRA は以下の[雇用関連]情報には適用されない。 

(A) Personal information that is collected by a business about a natural person in the course of the natural person 

acting as a job applicant to an employee of, owner of, director of, officer of, medical staff member of, or 

independent contractor of that business to the extent that the natural person’s personal information is 

collected and used by the business solely within the context of the natural person’s role or former role as a job 

applicant to an employee of, owner of, director of, officer of, medical staff member of, or an independent 

contractor of that business. 

事業者が事業者(へ)の求職者・従業員・所有者・取締役・オフィサー・医療スタッフまたは独立業者からそれらの者

が事業者の求職者等である関係において取得する当該個人の個人情報であって、事業者が当該関係の(または

その関係にあった)範囲内で取得および利用するもの。 

(B) Personal information that is collected by a business that is emergency contact information of the natural person 

acting as a job applicant to an employee of, owner of, director of, officer of, medical staff member of, or 

independent contractor of that business to the extent that the personal information is collected and used solely 

within the context of having an emergency contact on file. 

上記関係において事業者が取得する当該個人の緊急連絡先情報(emergency contact information)であって、事

業者が緊急連絡のためにのみ取得および利用するもの。 

(C) Personal information that is necessary for the business to retain to administer benefits for another natural 

person relating to the natural person acting as a job applicant to an employee of, owner of, director of, officer of, 

medical staff member of, or independent contractor of that business to the extent that the personal information 

is collected and used solely within the context of administering those benefits. 

当該事業者が、その求職者・従業員・所有者・取締役・オフィサー・医療スタッフまたは独立業者(independent 

contractor)に関し、他の者 36の福利厚生(benefits)を管理するため保持することが必要な情報であって、事業者が

当該管理のためにのみ取得および利用するもの。 

(2) For purposes of this subdivision: 

本項において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有する。 

(A) “Independent contractor” means a natural person who provides any service to a business pursuant to a written 

contract. 

「独立業者」(Independent contractor)とは、契約書に従い事業者にサービスを提供する自然人(個人)を意味する。 

(B) “Director” means a natural person designated in the articles of incorporation as such or elected by the 

incorporators and natural persons designated, elected, or appointed by any other name or title to act as 

directors, and their successors. 

「取締役」とは、定款で取締役として指定されもしくは設立発起人から選任された個人または他の名称または役職

名で取締役として行動するよう指名・選出・選任された個人並びにそれらの者の相続人(successor)を意味する。 

(C) “Medical staff member” means a licensed physician and surgeon, dentist, or podiatrist, licensed pursuant to 

Division 2 (commencing with Section 500) of the Business and Professions Code and a clinical psychologist as 

defined in Section 1316.5 of the Health and Safety Code. 

「医療スタッフ」とは、カリフォルニア州「Business and Professions Code」に基づく資格を有する医師・外科医・歯科

医・足病医および州安全衛生法(Health and Safety Code)上の臨床心理士を意味する。 

(D) “Officer” means a natural person elected or appointed by the board of directors to manage the daily operations 

of a corporation, such as a chief executive officer, president, secretary, or treasurer. 

「オフィサー」とは、CEO、社長、秘書役(secretary)、会計財務責任者(treasurer)等の会社の日常の運営を行うた

め取締役会で選出・任命された個人を意味する。 

(E) “Owner” means a natural person who meets one of the following: 

「所有者」とは、以下のいずれかに該当する個人を意味する。 

(i) Has ownership of, or the power to vote, more than 50 percent of the outstanding shares of any class of 

voting security of a business. 

事業者の議決権ある発行済み株式の 50％超を保有しまたはその議決を行使する権利を有する者。 

(ii) Has control in any manner over the election of a majority of the directors or of individuals exercising similar 

functions. 

取締役または取締役と同様の職務の個人の選任について、その方法を問わず、コントロール権を有する者。 

(iii) Has the power to exercise a controlling influence over the management of a company. 

事業者の経営に対し支配的影響力を及ぼす権限がある者。 

(3) This subdivision shall not apply to subdivision (a) of Section 1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務] 

or Section 1798.150. 

 
36【従業員等に関係する「他の者」】 具体的には、家族手当における従業員の家族等を意味すると思われる。 
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本項は以下の規定には適用されない。 

1798.100(a)[取得時通知] 

1798.150[個人情報セキュリティー侵害に対する私的訴権] 

[すなわち、2023 年 1 月 1 日の前であっても、取得時通知請求権の対象となり、、また、その漏えい等について消費

者による損害賠償請求訴訟の対象となる]。 

(4) This subdivision shall become inoperative on January 1, 2023. 

本項は 2023 年 1 月 1 日失効する[すなわち期限付き適用免除である]。 

 

(n)  
(1) The obligations imposed on businesses by Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110, 1798.115, 1798.121, 

1798.130, and 1798.135 shall not apply to personal information reflecting a written or verbal communication or a 

transaction between the business and the consumer,  

以下の全ての適用条件が満たされる場合、以下の規定に基づく事業者の義務は、事業者と消費者[他社従業員等]

間の書面または口頭によるコミュニケーションまたは両者間の取引に含まれる個人情報[取引先関連情報]には適用

されない。 

【適用除外される規定】 

1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務],  

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利],  

1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利],  

1798.110[どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権],  

1798.115[どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利],  

1798.121[機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利],  

1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務],  

1798.135[個人情報の販売・共有・利用および機微個人情報の利用を制限する方法] 

where the consumer is a natural person who acted or is acting as an employee, owner, director, officer, or 

independent contractor of a company, partnership, sole proprietorship, non‐profit, or government agency and  

【適用条件】 

当該消費者が会社、パートナーシップ・個人事業主・非営利(non-profit)機関または政府機関の従業員・所有者・取締

役・オフィサーまたは独立業者であること。 

whose communications or transaction with the business occur solely within the context of the business conducting 

due diligence regarding, or providing or receiving a product or service to or from such company, partnership, sole 

proprietorship, non‐profit, or government agency. 

これら会社等と事業者間のコミュニケーションまたは取引が、事業者がこれら会社等に関し行うデューディリジェンス

または両者間の製品・サービスの提供・受領に関連してのみ行われること。 

(2) For purposes of this subdivision: 

本項において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有する。 

(A) “Independent contractor” means a natural person who provides any service to a business pursuant to a written 

contract. 

「独立業者」(Independent contractor)とは、契約書に従い事業者にサービスを提供する自然人(個人)を意味する。 

(B) “Director” means a natural person designated in the articles of incorporation as such or elected by the 

incorporators and natural persons designated, elected, or appointed by any other name or title to act as 

directors, and their successors. 

「取締役」とは、定款で取締役として指定されもしくは設立発起人から選任された個人または他の名称または役職

名で取締役として行動するよう指名・選出・選任された個人並びにそれらの者の相続人(successor)を意味する。 

(C) “Officer” means a natural person elected or appointed by the board of directors to manage the daily operations 

of a corporation, such as a chief executive officer, president, secretary, or treasurer. 

「オフィサー」とは、CEO、社長、秘書役(secretary)、会計財務責任者(treasurer)等の会社の日常の運営を行うた

め取締役会で選出・任命された個人を意味する。 

(D) “Owner” means a natural person who meets one of the following: 

「所有者」とは、以下のいずれかに該当する個人を意味する。 

(i) Has ownership of, or the power to vote, more than 50 percent of the outstanding shares of any class of 

voting security of a business. 

事業者の議決権ある発行済み株式の 50％超を保有しまたはその議決を行使する権利を有する者。 

(ii) Has control in any manner over the election of a majority of the directors or of individuals exercising similar 

functions. 

取締役または取締役と同様の職務の個人の選任について、その方法を問わず、コントロール権を有する者。 
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(iii) Has the power to exercise a controlling influence over the management of a company. 

事業者の経営に対し支配的影響力を及ぼす権限がある者。 

(3) This subdivision shall become inoperative on January 1, 2023. 

本項は 2023 年 1 月 1 日失効する[すなわち期限付き適用免除である]。 

 

(o)   

(1) Sections 1798.105 and 1798.120 shall not apply to a commercial credit reporting agency’s collection, processing, 

sale, or disclosure of business controller information to the extent the commercial credit reporting agency uses the 

business controller information solely to identity the relationship of a consumer to a business which the consumer 

owns or contact the consumer only in the consumer’s role as the owner, director, officer, or management employee 

of the business. 

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利]および 1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトでき

る消費者の権利]は、商業信用報告機関(commercial credit reporting agency)である事業者がその所有者・取締役・

オフィサーまたは管理職従業員に関し、当該機関の取締役等である関係においてその関係を特定しまたはこれらの

者と連絡するため利用する「事業管理者情報」(business controller information)の取得、処理、販売または開示には

適用されない。 

(2) For the purposes of this subdivision: 

本項において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有する。 

(A) “Business controller information” means the name or names of the owner or owners, director, officer, or 

management employee of a business, and the contact information, including a business title, for the owner or 

owners, director, officer, or management employee. 

「事業管理者情報」とは、事業者の所有者・取締役・オフィサー・管理職従業員の氏名および連絡先情報(これらの

者の役職名を含む)を意味する。 

(B) “Commercial credit reporting agency” has the meaning set forth subdivision (b) of Section 1785.42. 

「商業信用報告機関」とは 1785.42(b)に定める意味(金銭・会費または共同非営利ベースでサードパーティに商

業信用報告書を提供する者)を有する。 

(C) “Owner or owners” means a natural person that meets one of the following: 

「所有者」とは、以下のいずれかに該当する個人を意味する。 

(i) Has ownership of, or the power to vote, more than 50 percent of the outstanding shares of any class of 

voting security of a business. 

事業者の議決権ある発行済み株式の 50％超を保有しまたはその議決を行使する権利を有する者。 

(ii) Has control in any manner over the election of a majority of the directors or of individuals exercising similar 

functions. 

取締役または取締役と同様の職務の個人の選任について、その方法を問わず、コントロール権を有する者。 

(iii) Has the power to exercise a controlling influence over the management of a company. 

(C) “Director“ means a natural person designated in the articles of incorporation of a business as such or elected 

by the incorporators and natural persons designated, elected or appointed by any other name or title to act as 

directors, and their successors. 

「取締役」とは、事業者の定款で取締役として指定されもしくは設立発起人から選任された個人または他の名称ま

たは役職名で取締役として行動するよう指名・選出・選任された個人並びにそれらの者の相続人(successor)を意

味する。 

(D) “Officer” means a natural person elected or appointed by the board of directors of a business to manage the 

daily operations of a corporation, such as a chief executive officer, president, secretary, or treasurer. 

「オフィサー」とは、CEO、社長、秘書役(secretary)、会計財務責任者(treasurer)等の会社の日常の運営を行うた

め事業者の取締役会で選出・任命された個人を意味する。 

(E) “Management employee” means a natural person whose name and contact information is reported to or 

collected by a commercial credit reporting agency as the primary manager of a business and used solely within 

the context of the natural person’s role as the primary manager of the business. 

「管理職従業員」とは、その氏名および連絡先情報が、事業者の主な管理者として商業信用調査機関に報告また

は取得されかつ当該管理者としての関係においてのみ利用される個人を意味する。 

 

(p) The obligations imposed on businesses in Sections 1798.105, 1798.106, 1798.110, and 1798.115 inclusive, shall not 

apply to household data. 

1798.105 [個人情報の削除を請求する消費者の権利],  

1798.106 [不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利],  

1798.110 [どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権]および 
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1798.115 [どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利] 

において事業者に課される義務は、世帯データ(household data)には適用されない。 

 

(q)   

(1) This title does not require a business to comply with a verifiable consumer request to delete a consumer’s personal 

information under Section 1798.105  

CPRA は、以下の場合、事業者が 1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利]に基づき消費者からその個

人情報削除を求める本人確認確認可能な請求があってもこれに応じることを義務付けるものではない。 

to the extent the verifiable consumer request applies to a student’s grades, educational scores, or educational test 

results that the business holds on behalf of a local educational agency, as defined in subdivision (d) of Section 

49073.1 of the Education Code, at which the student is currently enrolled.  

当該請求が、当該消費者である学生が現在在籍している地域の教育機関に代わり事業者が保有しているカリフォル

ニア州教育コード 49073.18(d)(「個人情報」の定義)に定義する学生の成績・学業スコア(educational scores)または学

業テスト結果の削除を求めるものである場合。 

If a business does not comply with a request pursuant to this Section, it shall notify the consumer that it is acting 

pursuant to this exception. 

事業者は、上記例外により消費者の削除請求を拒否する場合、その理由が上記例外である旨当該消費者に通知し

なければならない。 

(2) This title does not require, in response to a request pursuant to Section 1798.110, that a business disclose an 

educational standardized assessment or educational assessment or a consumer’s specific responses to the 

educational standardized assessment or educational assessment  

CPRA は、以下の場合、事業者が 1798.110[どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報ア

クセス権]に基づく請求に応じ、教育標準評価(educational standardized assessment)、教育標準評価または教育評価

または教育評価に対する消費者の具体的対応を開示することを義務付けるものではない。 

where consumer access, possession or control would jeopardize the validity and reliability of that educational 

standardized assessment or educational assessment.  

当該消費者がこれら情報を入手・保有・管理することが学業標準評価・学業評価の有効性・信頼性を損なうおそれが

ある場合。 

If a business does not comply with a request pursuant to this Section, it shall notify the consumer that it is acting 

pursuant to this exception. 

事業者は、上記例外により消費者の削除請求を拒否する場合、その理由が上記例外である旨当該消費者に通知し

なければならない。 

(3) For purposes of this subdivision: 

本項において、 

(A) “Educational standardized assessment or educational assessment” means a standardized or non-standardized 

quiz, test, or other assessment used  

「学業標準評価または学業評価」とは以下のいずれかに利用される標準または非標準試験その他の評価を意味

する。 

to evaluate students in or for entry to K-12 schools, post-secondary institutions, vocational programs, and 

postgraduate programs which are accredited by an accrediting agency or organization recognized by the state of 

California or the United States Department of Education,  

K-12 [幼稚園(Kindergarten の K)～高等学校の 13 年間」学校、高等教育機関(post-secondary institutions)[大学

等]、職業訓練(vocational)プログラムおよびカリフォルニア州または米国教育省の認定機関・組織が認定する大

学院プログラムに在籍している学生またはそれらへの入学希望者の評価 

as well as certification and licensure examinations used to determine competency and eligibility to receive 

certification or licensure from a government agency or government certification body. 

政府機関または政府の認証機関から認証またはライセンスを取得するための能力・資格を評価するために利用さ

れる認証・ライセンス試験 

(B) “Jeopardize the validity and reliability of that educational standardized assessment or educational assessment” 

means releasing information that would provide an advantage to the consumer who has submitted a verifiable 

consumer request or to another natural person,  

「学業標準評価または学業評価の有効性・信頼性を損なう」とは、本人確認可能な請求をした消費者または他の

個人に advantage を生じさせる情報の開示を意味する。 

 

(r) Sections 1798.105 and 1798.120 shall not apply to a business’s use, disclosure, or sale of particular pieces of a 

consumer’s personal information the consumer has consented to the business’s use, disclosure, or sale of that 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=49073.1
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information to produce a physical item such as a school yearbook containing the consumer’s photograph if: 

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利]および 1798.120[個人情報の販売または共有をオプトアウトでき

る消費者の権利]は、事業者が消費者の写真を含む学校の年鑑等の物理的なものを作成するため、当該消費者が

その個人情報の利用・開示・販売に同意した場合、当該利用等には適用されない。但し、以下の条件を全て満たす

場合に限る。 

(1) The business has incurred significant expense in reliance on the consumer’s consent. 

事業者が当該消費者の同意に依拠し(in reliance on)多大な費用を負担したこと。 

(2) Compliance with the consumer’s request to opt-out of the sale of the consumer’s personal information or to 

delete the consumer’s personal information would not be commercially reasonable. 

事業者が消費者からの個人情報販売オプトアウトまたは削除請求に応じることが商業上合理的ではないこと。 

(3) The business complies with the consumer’s request as soon as it is commercially reasonable to do so. 

事業者が消費者からの請求に応じることが商業上合理的と判断した場合には可及的速やかにこれに応じること。 

 

 

SEC.16. 1798.150. Personal Information Security Breaches 

SEC.16. 1798.150. 個人情報セキュリティー侵害[に対する私的訴権] 

 

(a)   

(1) Any consumer whose nonencrypted and non redacted personal information, as defined in subparagraph (A) of 

paragraph (1) of subdivision (d) of Section 1798.81.5, or whose email address in combination with a password or 

security question and answer that would permit access to the account, is subject to an unauthorized access and 

exfiltration, theft, or disclosure as a result of the business's violation of the duty to implement and maintain 

reasonable security procedures and practices appropriate to the nature of the information to protect the personal 

information may institute a civil action for any of the following: 

消費者は、事業者が、個人情報保護のため当該個人情報の内容に応じた適切なセキュリティー措置を講じるべき義

務に違反し、カリフォルニア州顧客情報保護法(California Customer Records Act)1798.81.5(d)(1)(A)に定める自己の

個人情報(但し暗号化および加工がされていない(nonencrypted and nonredacted)個人情報に限る)または自己の電

子メールアドレスとそのメールアカウントにアクセスするためのパスワード(もしくはセキュリティーのための質問とその

回答)について無権限の(unauthorized)アクセス・流出(exfiltration)・窃取または開示が生じた場合、以下のいずれか

を求める民事訴訟を提起することができる。 

(A) To recover damages in an amount not less than one hundred dollars ($100) and not greater than seven hundred 

and fifty ($750) per consumer per incident or actual damages, whichever is greater. 

違反 1 件・消費者 1 人当たり(per consumer per incident) 100 ドル以上 750 ドル以下の損害賠償[法定損害賠

償]、または、実損害(actual damages)の賠償、いずれか大きい額の請求 

(B) Injunctive or declaratory relief. 

差止命令または確認判決(宣言判決)(injunctive or declaratory relief) 

(C) Any other relief the court deems proper. 

その他裁判所が適切とみなす救済 

(2) In assessing the amount of statutory damages, the court shall consider any one or more of the relevant 

circumstances presented by any of the parties to the case,  

裁判所は、当該法定損害賠償額(statutory damages)の算定上、訴訟当事者が提出した関連事情(relevant 

circumstances)を考慮しなければならない。 

including, but not limited to, the nature and seriousness of the misconduct, the number of violations, the 

persistence of the misconduct, the length of time over which the misconduct occurred, the willfulness of the 

defendant’s misconduct, and the defendant’s assets, liabilities, and net worth. 

(考慮すべき関連事情の例) 違反の内容(nature)・重大性、違反件数、違反の継続性、違反が生じた期間、被告の故

意(willfulness)、被告の資産(assets)・負債(liabilities)・純資産 

 

(b) Actions pursuant to this Section may be brought by a consumer  

本条に基づく訴訟は、以下の条件が満たされることを条件として、消費者が提起することができる。 

if, prior to initiating any action against a business for statutory damages on an individual or class-wide basis, a 

consumer provides a business 30 days’ written notice identifying the specific provisions of this title the consumer 

alleges have been or are being violated.  

事業者に対し個別訴訟またはクラスアクションの法定損害賠償請求訴訟を提起する 30 日前までに当該事業者が違

反したと主張する規定を記載した通知書を事業者に提出すること。 

In the event a cure is possible, if within the 30 days the business actually cures the noticed violation and provides 
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the consumer an express written statement that the violations have been cured and that no further violations shall 

occur, no action for individual statutory damages or class-wide statutory damages may be initiated against the 

business.  

当該違反が是正可能である場合、事業者が通知受領後 30 日以内にこれを実際に是正し、かつ、当該違反が是正さ

れたことおよび以後違反をしないことを消費者に書面で通知したときは、法定損害賠償請求訴訟(個別訴訟またはク

ラスアクション)を提起することはできないものとする。 

The implementation and maintenance of reasonable security procedures and practice pursuant to Section 1798.81.5 

following a breach does not constitute a cure with respect to that breach.  

違反後に行われたカリフォルニア州顧客情報記録法(California Customer Records Act)1798.81.5 に従った合理的な

セキュリティー措置 37の実施・維持は、当該違反の是正とはみなされない。 

No notice shall be required prior to an individual consumer initiating an action solely for actual pecuniary damages 

suffered as a result of the alleged violations of this title.  

個々の消費者(individual consumer)が当該違反により蒙った実損の金銭的損害賠償(actual pecuniary damages)のみ

を請求する訴訟を提起する場合には、如何なる事前通知も要しない。 

If a business continues to violate this title in breach of the express written statement provided to the consumer 

under this Section, the consumer may 

事業者が前記陳述書に違反し CPRA に違反した場合、当該消費者は、以下の両方を行うことができる。 

initiate an action against the business to enforce the written statement and  

• 事業者に対し陳述書の履行を求める訴訟を提起すること。 

may pursue statutory damages for each breach of the express written statement, as well as any other violation of 

the Title that postdates the written statement. 

• 陳述書の違反 1 件(for each breach)ごと、および、陳述書提出以降の他の CPRA 違反に対し、法定損害賠償請求

をすること。 

 

(c) The cause of action Established by this section shall apply only to violations as defined in subdivision (a) and shall 

not be based on violations of any other Section of this title.  

本条に基づく訴訟原因は、(a)に定める[セキュリティー措置義務]違反についてのみ適用され、CPRA の他の規定の

違反に基づくことはできない。 

Nothing in this title shall be interpreted to serve as the basis for a private right of action under any other law.  

CPRA 上の如何なる規定も、他の法に基づく私的訴権(private right of action)の根拠になる(serve as the basis)と解

してはならない。 

This shall not be construed to relieve any party from any duties or obligations imposed under other law or the 

United States or California Constitution. 

但し、このことは、何人についても、他の法律、合衆国憲法またはカリフォルニア州憲法上の義務を免除するものと解

してはならない。 

  

 

SEC.17. 1798.155. Administrative enforcement 

SEC.17. 1798.155. 行政執行 

 

(a) Any business, service provider, contractor or other person that violates this title shall be liable for an administrative 

fine of 

事業者、サービス提供者その他の者は、CPRA に違反した場合、以下のいずれかの行政制裁金(administrative fine)

の対象となり得る。 

not more than two thousand five hundred dollars ($2,500) for each violation, or  

違反 1 件について 2,500 ドル以下の行政制裁金。 

seven thousand five hundred dollars ($7,500) for each intentional violation or violations involving the personal 

information of consumers whom the business, service provider, contractor or other person has actual knowledge is 

under 16 years of age,  

故意の違反もしくは当該個人情報に係る消費者の年齢が 16 歳未満であることを現に知っていて犯した違反の場合

は違反 1 件について 7,500 ドル以下の行政制裁金。 

as adjusted pursuant to paragraph (5) of subdivision (a) of Section 1798.185,  

上記の各金額は 1798.185(a)(5)に従い[定められた規則に]従い金額調整される。 

 
37【加州顧客情報記録法上のセキュリティー確保義務】 (1798.81.5(b))事業者は、加州居住者の個人情報を保有、ライセンスまたは維持する(owns, licenses, 

or maintains)場合、当該個人情報を無権限のアクセス、破壊、利用、改竄または開示から保護するため、その内容に応じ、合理的なセキュリティー措置を講

じなければならない。  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
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in an administrative enforcement action brought by the California Privacy Protection Agency. 

上記行政制裁金は、カリフォルニア州プライバシー保護庁が行う行政(執行)措置(administrative enforcement action)

により課される。 

 

(b) Any administrative fine assessed for a violation of this title, and the proceeds of any settlement of an action 

brought pursuant to subdivision (a), shall be deposited in the Consumer Privacy Fund, created within the General 

Fund pursuant to subdivision (a) of Section 1798.160  

上記(a)に基づきとられた手続で課された行政制裁金および和解金は、1798.160 [消費者プライバシー基金](a)に従い

一般財源中に設けられた消費者プライバシー基金(Consumer Privacy Fund)に繰り入れなければならない 

with the intent to fully offset any costs incurred by the state courts, the Attorney General, and the California 

Privacy Protection Agency in connection with this title. 

その使途は CPRA に関連し州裁判所、州司法長官およびカリフォルニア州プライバシー保護庁において生じた費用

を補填する(offset)こととする。 

 

  

SEC.18. 1798.160. Consumer Privacy Fund 

SEC.18. 1798.160. 消費者プライバシー基金 

 

(a) A special fund to be known as the “Consumer Privacy Fund” is hereby created within the General Fund in the 

State Treasury,  

「消費者プライバシー基金」(“Consumer Privacy Fund”)との名称の特別基金を、州国庫の一般財源(General Fund in 

the State Treasury)中に設ける。 

and is available upon appropriation by the Legislature first to offset any costs incurred by the state courts in 

connection with actions brought to enforce this title, the costs incurred by the Attorney General in carrying out the 

Attorney General’s duties under this title,  

同基金は、第１に、CPRA 執行のため提起された訴訟に関連し州裁判所に生じた費用および CPRA 上の州司法長官

の任務遂行上生じた費用を補填する(offset)ため州議会(the Legislature)の決議により充当(appropriation)することが

できる。 

and then for the purposes of  

同基金は、次に、以下の目的のため利用することができる。 

establishing an investment fund in the State Treasury, with any earnings or interest from the fund to be deposited 

in the General Fund,  

州財務局に投資基金を設立するため(当該基金からの収益または利息は一般基金に組み入れる)。 

and making grants to promote and protect consumer privacy, educate children in the area of online privacy, and  

fund cooperative programs with international law enforcement organizations to combat fraudulent activities with 

respect to consumer data breaches. 

以下の目的での助成金交付(making grants)のため。 

- 消費者のプライバシーを促進・保護するため。 

- オンラインプライバシーに関し子供を教育するため。 

- 個人データ侵害に関する不正行為と闘う国際的法執行機関との協力プログラムに資金提供するため。 

 

(b) Funds transferred to the Consumer Privacy Fund shall be used exclusively as follows: 

消費者プライバシー基金に繰り入れられた資金は、以下のためにのみ利用されなければならない。 

(1) To offset any costs incurred by the state courts and the Attorney General in connection with this title. 

CPRA に関連し州裁判所および州司法長官に生じた費用を補填するため。 

(2) After satisfying the obligations under paragraph (1), the remaining funds shall be allocated each fiscal year as 

follows: 

(1)の補填後、その剰余金は次の通り各会計年度に配分しなければならない。 

(A) Ninety-one percent (91%) shall be invested by the Treasurer in financial assets with the goal of maximizing long 

term yields consistent with a prudent level of risk;  

当該剰余金の 91％については、その極大化を目的として州財務官(the Treasurer)が慎重かつ許容可能なリスク

レベルで(with a prudent level of risk)金融資産に投資しなければならない。 

the principal shall not be subject to transfer or appropriation,  

その元金については繰入れまたは充当の対象としてはならない。 

provided that any interest and earnings shall be transferred on an annual basis to the General Fund for 

appropriation by the Legislature for General Fund purposes.  
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その利息および収益は毎年州議会による一般基金に関する利益充当決議により一般基金に繰り入れなければな

らない。 

(B) Nine percent (9%) shall be made available to the California Privacy Protection Agency for the purposes of making 

grants in California,  

当該剰余金の 9 パーセントについては、カリフォルニア州プライバシー保護庁がカリフォルニア州における助成金

として利用することができる。 

with three percent (3%) allocated to each of the following grant recipients:  

但し、3％は以下の助成金受領者に割り当てなければならない。 

(i) Non-profit organizations to promote and protect consumer privacy.  

消費者のプライバシーを促進・保護する非営利団体 

(ii) Non-profit organizations and public agencies, including school districts, to educate children in the area of 

online privacy. 

オンラインプライバシー分野で子供を教育する非営利組織および公共機関(学区を含む) 

(iii) State and local law enforcement agencies to fund cooperative programs with international law enforcement 

organizations to combat fraudulent activities with respect to consumer data breaches. 

州および州内各地の法執行機関(消費者の個人データ侵害に関する不正行為と闘う国際的法執行機関との協

力プログラムに資金提供するため) 

(C) Funds in the Consumer Privacy Fund shall not be subject to appropriation or transfer by the Legislature for any 

other purpose. 

消費者プライバシー基金の資金は、州議会決議により上記以外の目的に充当または繰り入れられてはならない。 

 

  

SEC.19. 1798.175. Conflicting Provisions 

SEC.19. 1798.175. 他法との関係 

 

This title is intended to further the constitutional right of privacy and to supplement existing laws relating to 

Consumers’ personal information, including, but not limited to,  

CPRA は、州憲法上のプライバシーに関する権利 を強化し、また、消費者の個人情報に関する以下に例示する法律

を含め、既存の法律を補完することを目的とする。 

Chapter 22 (commencing with Section 22575) of Division 8 of the Business and Professions Code and 加州オンライ

ン・プライバシー保護法(California Online Privacy Protection Act of 2003)(CalOPPA) 

Title 1.81(commencing with Section 1798.80).  

加州顧客情報保護法(California Customer Records Act)  

The provisions of this title are not limited to information collected electronically or over the internet, but apply to 

the collection and sale of all personal information collected by a business from consumers.  

CPRA は、電子的にまたはインターネット上で取得される情報のみならず事業者が消費者から取得する全ての個人

情報の取得および販売に適用される。 

Wherever possible, law relating to Consumers’ personal information should be construed to harmonize with the 

provisions of this title, but in the event of a conflict between other laws and the provisions of this title, the 

provisions of the law that afford the greatest protection for the right of privacy for consumers shall control. 

消費者の個人情報に関する法は、可能な限り、CPRA の規定と調和する(harmonize)よう解釈されなければならない。

但し、他の法と CPRA 上の規定が抵触(conflict)する場合は、消費者のプライバシーの権利をより保護する法(that 

afford the greatest protection)が優先適用される(control)。 

  

 

SEC. 20. 1798.180. Preemption 

SEC. 20. 1798.180. CPRA による専占 

 

This title is a matter of statewide concern and supersedes and preempts all rules, regulations, codes, ordinances, and 

other laws adopted by a city, county, city and county, municipality, or local agency regarding the collection and sale 

of Consumers’ personal information by a business. 
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CPRA は、州全域に適用され(a matter of statewide concern)、事業者による消費者の個人情報の取得および販売に

関し[州内の]市(city)、郡(county)、市および郡、地方自治体(municipality)38または州地方自治体の機関(local agency)

が定める全てのルール、規制、法、条例その他の全ての法に優先しかつ専占する(preempt)39。 

 

 

SEC. 21. 1798.185. Regulations 

SEC. 21. 1798.185. 規則 

  

(a) On or before July 1, 2020, the Attorney General shall solicit broad public participation and adopt regulations to 

further the purposes of this title, including, but not limited to, the following areas: 

2020 年 7 月 1 日までに、州司法長官は、以下に例示する事項を含め、CPRA の目的を達成・強化する(further)ため

広範な市民参加(public participation)を求め、規則を制定しなければならない。 

 

(1) Updating or adding categories of personal information to those enumerated in subdivision (c) of Section 1798.130 

and subdivision (v) of Section 1798.140, and updating or adding categories of sensitive personal information to those 

enumerated in subdivision (ae) of Section 1798.140, in order to address changes in technology, data collection 

practices, obstacles to implementation, and privacy concerns. 

技術、データ取得の慣行(practices)、実務上の障害(obstacles to implementation)、プライバシー意識・懸念(privacy 

concerns)の変化に応じ、1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務](c)および 1798.140[定義](v)[(A)～(K)]に列挙

する[消費者の開示請求権の対象となる]個人情報[に該当し得るもの]のカテゴリー並びに 1798.140[定義](ae)に列挙

する[消費者の開示請求権の対象となる]機微個人情報[に該当し得るもの]のカテゴリーを更新・追加すること。 

 

(2) Updating as needed the definitions of “deidentified” and “unique identifier” to address changes in technology, data 

collection, obstacles to implementation, and privacy concerns,  

技術、データ取得、実務上の障害(obstacles to implementation)およびプライバシー意識・懸念(privacy concerns)の

変化に応じ、「非識別化された」(deidentified)の定義および「固有 ID」(unique identifiers)の定義を更新すること。 

and adding, modifying, or deleting categories to the definition of designated methods for submitting requests to 

facilitate a consumer’s ability to obtain information from a business pursuant to Section 1798.130.  

また、消費者による 1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務]に従った事業者からの情報取得を促進するため

指定請求手段の種類の追加・変更・削除を行うこと。 

The authority to update the definition of “deidentified” shall not apply to deidentification standards set forth in 

Section 164.514 of Title 45 of the Code of Federal Regulations, where such information previously was “protected 

health information” as defined in Section 160.103 of Title 45 of the Code of Federal Regulations. 

「匿名化」の定義を更新する権限は、連邦規則集のタイトル 45 の 164.514 に定める匿名化基準(deidentification 

standards)（同基準により匿名化された情報は「保護対象変更情報」と呼ばれていた）には及ばないものとする。 

 

(3) Establishing any except ions necessary to comply with state or federal law, including, but not limited to, those 

relating to trade secrets and intellectual property rights, within one year of passage of this title and as needed 

thereafter, with the intention that trade secrets should not be disclosed in response to a verifiable consumer 

request. 

消費者からの本人確認可能な請求に応じ営業秘密が開示されることがないよう、CPRA 成立（passage of this title）

後 1 年以内およびその後必要に応じ、営業秘密(trade secrets)および知的財産権に関する例外規定等、州法または

連邦法遵守に必要な例外規定を制定すること。 

 

(4) Establishing rules and procedures for the following: 

以下の事項に関するルール・手続を確立すること。 

(A) To facilitate and govern the submission of a request by a consumer to opt-out of the sale or sharing of personal 

information pursuant to Section 1798.120 and to limit the use of a consumer’s sensitive personal information 

pursuant to Section 1798.121 to ensure that consumers have the ability to exercise their choices without undue 

burden and  

 
38【カリフォルニア州の地方自治体制度】 Wikipedia の"List of cities and towns in California" によれば、カリフォルニア州は 58 の郡(county)に分かれており、

482 の地方自治体(municipality)がある。サンフランシスコは、統合された都市・郡(city-county)である。カリフォルニア州法上、「市(city)」と「町(town)」は区別

されず、地方自治体は公式名としてどちらを選んでもよい。 
39【専占(preempt)】 一般的には、連邦議会が連邦法を制定し"occupied the field"と明示的に宣言した場合、連邦法が同じ事項に関して州法に優先する

(controlling over)ことおよび／または州が同じ事項に関し州法を制定することを禁止することを言うことが多い。 USLegal "Preemption Law and Legal 

Definition" 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_and_towns_in_California
https://definitions.uslegal.com/p/preemption
https://definitions.uslegal.com/p/preemption
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消費者が、不相応な努力なく 1798.120 に基づく個人情報販売・共有のオプトアウトおよび 1798.121 に基づく消費

者の機微個人情報の利用制限の請求を行えるようにすること。 

to prevent business from engaging in deceptive or harassing conduct, including in retaliation against consumers 

for exercising their rights,  

事業者が詐欺的(deceptive)または嫌がらせ的(harassing)行為（消費者の権利行使に対する報復を含む）を行うこ

とを防止すること。 

while allowing businesses to inform consumers of the consequences of their decision to opt-out of the sale or 

sharing of their personal information or to limit the use of their sensitive personal information. 

但し、事業者が個人情報の販売・共有のオプトアウトまたは機微個人情報の利用制限により生じ得る結果を消費

者に知らせることは許される。 

(B) To govern business compliance with a consumer’s opt-out request. 

消費者のオプトアウト請求に対する事業者による遵守を監督すること 

(C) For the development and use of a recognizable and uniform opt-out logo or button by all businesses to promote 

consumer awareness of the opportunity to opt-out of the sale of personal information. 

個人情報販売のオプトアウト権に関する消費者の認識を高めるため、全事業者が、気が付き易く(recognizable)か

つ共通のオプトアウトのロゴまたはボタンを開発・利用するようにすること。 

 

(5) Adjusting the monetary thresholds, in January of every odd-numbered year to reflect any increase in the Consumer 

Price index, in: subparagraph (A) of paragraph (1) of subdivision (d) of Section 1798.140; subparagraph (A) of 

paragraph (1) of subdivision (a) of Section 1798.150; subdivision (a) of Section 1798.155; Section 1798.199, 25; and 

subdivision (o) of Section 1798.199.90. 

1798.140（d）[事業者の定義]（1）（A）, 1798.150[個人情報セキュリティー侵害に対する私的訴権]（a）（1）

（A）,1798.155[行政執行]（a）, 1798.199, 25, 1798.199.90(o)における金額基準を「消費者物価指数」の増加を反映する

ため、奇数年の 1 月に調整すること。 

 

(6) Establishing rules, procedures, and any except ions necessary to ensure that the notices and information that 

businesses are required to provide pursuant to this title are provided in a manner that may be easily understood by 

the average consumer, are accessible to consumers with dis abilities, and are available in the language primarily 

used to interact with the consumer, including establishing rules and guidelines regarding financial incentives within 

one year of passage of this title and as needed thereafter. 

CPRA 上事業者が提供すべき通知および情報が、平均的消費者に容易に理解され、障害のある消費が閲覧・入手

でき、かつ、消費者とのやりとり・交信で主に用いられる言語で閲覧・入手できるよう、経済的インセンティブの提供に

関するルールおよびガイドライン作成等、必要なルール・手続・例外を、CPRA 成立後 1 年以内およびその後必要に

応じ定めること。 

 

(7) Establishing rules and procedures  

以下の目的のためのルール・手続を定めること。 

to further the purposes of Sections 1798.105, 1798.106, 1798.110 and 1798.115 and 

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利],  

1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利],  

1798.110 and 1798.115[どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利] 

の目的を達成・強化するため、および、 

to facilitate a consumer’s or the consumer’s authorized agent’s ability  

消費者またはその委任代理人が以下の行為をする能力を強化するため。 

to delete personal information, correct inaccurate personal information pursuant to Section 1798.106, or  

個人情報を削除し、1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利]に従い訂正すること。 

obtain information pursuant to Section 1798.130,  

1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務]に従い情報を入手すること。 

with the goal of minimizing the administrative burden on consumers,  

上記能力強化の目標は消費者の管理負担を最小限にすることとする。 

taking into account available technology, security concerns, and the burden on the business, to govern a business’s 

determination that a request for information received from a consumer is a verifiable consumer request,  

このルール・手続を定めるに当たっては、事業者が、消費者から受けた情報提供の請求が本人確認可能な請求であ

るのか否かをどのように判断すべきかを規制する(govern)ため、利用可能な技術・セキュリティー・事業者の負担を考

慮しなければならない。 

including 
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当該ルールおよび手続には以下の事項を含めなければならない。 

treating a request submitted through a password-protected account maintained by the consumer with the business 

while the consumer is logged into the account as a verifiable consumer request and  

消費者が事業者と共通で保有しているパスワードで保護されたアカウントにログインしている間にそのアカウントを通

じ提出した請求は、本人確認可能な請求として扱うこと。 

providing a mechanism for a consumer who does not maintain an account with the business to request information 

through the business’s authentication of the consumer’s identity, within one year of passage of this title and as 

needed thereafter. 

事業者に当該アカウントがない消費者については、CPRA 成立後 1 年以内に事業者の定める本人確認手続により

請求が可能となるよう制度（mechanism）を定めること。 

 

(8) Establishing how often, and under what circumstances, a consumer may request a correction pursuant to Section 

1798.106,  

消費者が 1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利]に従い訂正請求できる頻度および場合

(circumstances)を定めること。 

including standards governing:  

これには、以下に関する基準を定めることが含まれる。 

(A) How a business responds to a request for correction, including exceptions for requests to which a response is 

impossible or would involve disproportionate effort, and requests for correction of accurate information.  

事業者が消費者の訂正請求に応じる方法(請求に応じることが不可能であるかまたは不相応な努力

(disproportionate effort)を要する場合の対応義務の例外を含む)、および、正確な情報の訂正請求への対応。 

(B) How concerns regarding the accuracy of the information may be resolved.  

情報の正確性に関する懸念(concerns)の解決方法。 

(C) The steps a business may take to prevent fraud. 

詐欺(fraud)を防止するために事業者がとることができる手続。 

(D) If a business rejects a request to correct personal information collected and analyzed concerning a consumer’s 

health, the right of a consumer to provide a written addendum to the business with respect to any item or 

statement regarding any such personal information that the consumer believes to be incomplete or incorrect.  

事業者が消費者の健康に関し取得・分析した個人情報に対する訂正請求を拒否した場合、消費者が不完全また

は不正確と考える項目・記述に関し事業者に書面で補足情報(addendum)を提供する権利 

The addendum shall be limited to 250 words per alleged incomplete or incorrect item and shall clearly indicate in 

writing that the consumer requests the addendum to be made a part of the consumer’s record. 

当該補足情報は、消費者が不完全または不正確であると考える項目ごとに 250 文字以内で、かつ、当該消費者

が当該補足情報を自己の記録の一部にすべきことを要求していることを書面で明確に示したものでなければなら

ない。 

 

(9) Establishing the standard to govern a business’s determination, pursuant to subparagraph (B) of paragraph (2) of 

subdivision (a) of Section 1798.130, that providing information beyond the 12-month period in a response to a 

verifiable consumer request is impossible or would involve a disproportionate effort. 

1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務](a)(2)(B)に従い、12 か月を超える期間に関し消費者の請求に応じるこ

とが不可能または不相応な努力(disproportionate effort)を要すると事業者が判断する場合の判断基準を定めるこ

と。 

 

(10) Issuing regulations further defining and adding to the business purposes, including 

以下を含め、業務目的を更に定義・追加する規則を制定すること。 

other notified purposes, for which businesses, service providers, and contractors may use consumers’ personal 

information consistent with consumers’ expectations,  

消費者の予想に適合する範囲内で、事業者、サービス提供者および契約業者が、[取得時通知で消費者に]通知す

ることができる個人情報の他の利用目的 

and further defining the business purposes for which service providers and contractors may combine consumers’ 

personal information obtained from different sources, except as provided for in paragraph (6) of subdivision (e) of 

Section 1798.140,  

サービス提供者および契約業者が異なる入手元から取得した消費者の個人情報を組み合わせることができる業務

目的を更に定義すること。但し、1798.140[定義](e)(6)に定める場合を除く。 
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(11) Issuing regulations identifying those business purposes, including other notified purposes, for which service 

providers and contractors may use consumers’ personal information received pursuant to a written contract with 

a business, for the service provider or contractor’s own business purposes, with the goal of maximizing consumer 

privacy. 

他の通知目的を含め、サービス提供者または契約業者が事業者との間の契約書に基づき受領した消費者の個人

情報を自身の業務目的に利用することができる、業務目的を特定する規則を、消費者のプライバシー保護の最大

化を目的として制定すること。 

 

(12) Issuing regulations to further define “intentionally interacts,“ with the goal of maximizing consumer privacy,  

「自らの意図でやりとりする」の意味をより具体化するための規則を、消費者のプライバシー保護の最大化を目的と

して制定すること。 

 

(13) Issuing regulations to further define “Precise geolocation,“  

「高精度位置情報」の意味を更に定義する規則を制定すること。 

such as where the size defined is not sufficient to protect consumer privacy in sparsely populated areas, or when 

the personal information is used for normal operational purposes, such as billing. 

(例)規定の広さでは、過疎地域での消費者のプライバシーを保護するのに十分ではない場合、個人情報が支払請

求等の通常の業務上の目的で利用される場合等についての定め。 

 

(14) Issuing regulations to define the term “specific pieces of information obtained from the consumer” with the goal 

of maximizing a consumer’s right to access relevant personal information while minimizing the delivery of 

information to a consumer that would not be useful to the consumer, such as system log information and other 

technical data.  

「消費者から得られた個人情報そのもの」の意味を定める規則を、消費者のアクセス権の最大化する(かつ同時に

システムログ情報その他技術的データ等消費者にとり不要な情報の提供を最小化する)ことを目的として制定する

こと。 

For delivery of the most sensitive personal information, the regulations may require a higher standard of 

authentication,  

機微性が最高度の個人情報の提供については、規則においてより高度の本人確認基準を定めることができる。 

provided that the agency shall monitor the impact of the higher standard on the right of consumers to obtain their 

personal information to ensure that the requirements of verification do not result in the unreasonable denial of 

verifiable consumer requests. 

但し、カリフォルニア州プライバシー保護庁は、このような高度の本人確認基準が消費者からの請求が不当に拒否

される結果とないよう監視しなければならない。 

 

(15) Issuing regulations requiring businesses whose processing of consumers’ personal information presents significant 

risk to consumers’ privacy or security, to:  

消費者のプライバシーまたはセキュリティーに重大なリスク(significant risk)を生じさせる消費者の個人情報の処理

を行う事業者に対し、以下の事項を義務付ける規則の制定 

(A) Perform a cybersecurity audit on an annual basis, including defining the scope of the audit and establishing a 

process to ensure that audits are thorough and independent.  

サイバーセキュリティー監査を毎年実施すること(これに関する規則には監査範囲の画定および徹底的かつ独

立した監査とするための手続を含めること)。 

The factors to be considered in determining when processing may result in significant risk to the security of 

personal information shall include the size and complexity of the business and the nature and scope of 

processing activities, 

個人情報の処理がそのセキュリティーに重大なリスクを生じさせる可能性があるか否かを判断する際に考慮す

べき要素には、事業者の規模および事業の複雑性および当該処理の内容と範囲が含まれる。 

(B) Submit to the California Privacy Protection Agency on a regular basis a risk assessment with respect to their 

processing of personal information,  

カリフォルニアプライバシー保護庁に対し、定期的に、個人情報の処理に関するリスク評価を提出すること。 

including whether the processing involves sensitive personal information, and identifying and weighing the 

benefits resulting from the processing to the business, the consumer, other stakeholders, and the public, 

against the potential risks to the rights of the consumer associated with such processing,  
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当該評価には、当該処理が機微個人情報を対象とするか否か、並びに、当該処理の事業者・消費者・他の利害

関係者・公衆にとっての利益の特定およびこれと消費者のプライバシーへのリスクとの比較考量が含まれなけ

ればならない。 

with the goal of restricting or prohibiting such processing if the risks to privacy of the consumer outweigh the 

benefits resulting from processing to the consumer, the business, other stakeholders, and the public.  

リスク評価提出[の義務付け]は、当該リスクが当該利益を上回る(outweigh)場合には、当該処理を制限または禁

止することを目標とする。 

Nothing in this Section shall require a business to divulge trade secrets. 

本規定は、事業者に対しその営業秘密(trade secrets)の開示を義務付けるものではない。  

 

(16) Issuing regulations governing access and opt‐out rights with respect to businesses’ use of automated decision‐

making technology, including profiling and  

事業者による自動意思決定技術(automated decision‐making technology)(プロファイリングを含む)の利用について

のアクセス権・オプトアウト権に関する規則の制定。 

requiring businesses’ response to access requests to include meaningful information about the logic involved in 

such decision‐making processes, as well as a description of the likely outcome of the process with respect to the 

consumer. 

当該規則においては、消費者から、自動意思決定のロジックおよびその結果について意味のある(meaningful)情報

を含めるようアクセス要求があった場合、事業者がこれに応ずべきことが義務付けられなければならない。 

 

(17) Issuing regulations to further define a “law enforcement agency-approved investigation” for purposes of the 

exception in paragraph (2) of subdivision (a) of Section 1798.145. 

1798.145[例外規定](a)(2)の例外における「承認された法執行機関の捜査」を更に定義するための規則を制定する

こと。 

 

(18) Issuing regulations to define the scope and process for the exercise of the agency’s audit authority, to establish 

criteria for selection of persons to audit, and to protect consumers’ personal information from disclosure to an 

auditor, in the absence of a court order, warrant, or subpoena. 

保護庁による監査権限の行使の範囲・手続を定め、監査を行う者の選定基準を確立し、また、裁判所命令、令状ま

たは召喚状がない場合に監査人への消費者の個人情報の開示を防止するため、規則を制定すること。 

 

(19)   

(A) Issuing regulations to define the requirements and technical specifications for an optout preference signal sent 

by a platform, technology, or mechanism, to indicate a consumer’s intent to opt-out of the sale or sharing of the 

consumer’s personal information and to limit the use or disclosure of the consumer’s sensitive personal 

information. 

消費者による個人情報の販売・共有オプトアウトおよび機微個人情報の利用・開示制限の意思を示すために、プラ

ットフォーム、テクノロジーまたはメカニズムにより送信されるオプトアウト設定シグナル(optout preference signal)

の要件および技術仕様を定めるための規則を制定すること。 

The requirements and specifications for the opt-out preference signal should be updated from time to time to 

reflect the means by which consumers interact with businesses, and should:  

当該オプトアウト設定シグナルの要件・仕様は、消費者と事業者間のやりとり(interact)の手段を反映し随時更新さ

れなければならず、かつ、以下の条件を満たさなければならない。 

(i) Ensure that the manufacturer of a platform or browser or device that sends the opt-out preference signal 

cannot unfairly disadvantage another business.  

当該オプトアウト設定シグナルを送信するプラットフォーム、ブラウザまたはデバイスの製造者が他の事業者を

不当に不利に扱うことができないこと。 

(ii) Ensure that the opt-out preference signal is consumer friendly, clearly described, and easy to use by an 

average consumer, and does not require that the consumer provide additional information beyond what is 

necessary.  

当該オプトアウト設定シグナルは消費者に配慮したものであり(friendly)、明確であり、かつ、平均的な消費者に

とり使い易いものであること、また、消費者に必要以上の追加情報の提供を要求するものではないこと。 

(iii) Clearly represent a consumer’s intent and be free of defaults constraining or presupposing such intent.  

当該オプトアウト設定シグナルは消費者の意思を明確に示すものであること、また、消費者の意思を制約しまた

は予め仮定するものではないこと。 
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(iv) Ensure that the opt-out preference signal does not conflict with other commonly-used privacy settings or 

tools that consumers may employ.  

当該オプトアウト設定シグナルは、消費者が利用する可能性のある他の一般的に利用されているプライバシー

設定またはツールと矛盾(conflict)しないこと。 

(v) Provide a mechanism for the consumer to selectively consent to a business’s sale of the consumer’s 

personal information, or the use or disclosure of the consumer’s sensitive personal information,  

当該オプトアウト設定シグナルの要件・仕様には、消費者が事業者による自己の個人情報の販売または機微個

人情報の利用・開示に選択的に同意する仕組みを定めること。 

without affecting their preferences with respect to other businesses or disabling the opt-out preference signal 

globally. 

但し、この仕組みは、消費者による他の事業者に関する設定に影響を与えまたはオプトアウト設定を一括で無

効にするものであってはならない。 

(vi) State that in the case of a page or setting view which the consumer accesses to set the opt-out preference 

signal, the consumer should see up to three choice, including: 

消費者がオプトアウト設定シグナルの設定のためにアクセスするページまたは設定ビューの場合、消費者に対

し以下の 3 つの選択肢を表示しなければならない。 

(I) Global opt-out from sale and sharing of personal information, including a direction to limit the use of 

sensitive personal information.  

個人情報の販売・共有オプトアウトおよび機微個人情報の利用制限の全部一括行使(Global opt-out)  

(II) Choice to “Limit the Use of My Sensitive Personal information.” 

機微個人情報の利用制限だけの選択行使：“Limit the Use of My Sensitive Personal information”  

(III) Choice titled “Do not Sell/Do Not Share/Do not Share My Personal information for Cross-Context 

Behavioral Advertising.” 

販売停止/共有停止/クロスコンテキスト行動広告目的の共有停止の中から個別選択行使: 

“Do not Sell/Do Not Share/Do not Share My Personal information for Cross-Context Behavioral 

Advertising” 

(B) Issuing regulations to establish technical specifications for an opt-out preference signal that allows the consumer, 

or the consumer’s parent or guardian, to specify that the consumer is less than 13 years of age or at least 13 

years of age and less than 16 years of age. 

消費者または消費者の親・保護者が、消費者が 13 歳未満または 13 歳以上 16 歳未満であることを示すことができ

るオプトアウト設定シグナルの技術仕様を定める規則を制定すること。 

(C) Issuing regulation, with the goal of strengthening consumer privacy, while considering the legitimate operational 

interests of businesses, to govern the use or disclosure of a consumer’s sensitive personal information, 

notwithstanding the consumer’s direction to limit the use or disclosure of the consumer’s sensitive personal 

information, including:  

以下の事項に関し、消費者のプライバシー強化を目的とし、事業者の正当な業務上の利益を考慮しつつ、消費者

の機微個人情報の利用・開示に関する規則を制定すること（但し消費者は機微個人情報の利用・開示制限を指示

する選択権を有しなければならない）。 

(i) Determining any additional purposes for which a business may use or disclose a consumer’s sensitive personal 

information.  

事業者が消費者の機微個人情報を利用・開示できる他の目的を決定すること。 

(ii) Determining the scope of activities permitted under paragraph (8) of subdivision (e) of Section 1798.140, as 

authorized by subdivision (a) of Section 1798.121, to ensure that the activities do not involve health-related 

research.  

健康関連研究が含まれないよう、1798.121(a）[機微個人情報の利用・開示目的の制限]において認められる通

り、1798.140(e)[「業務目的」の定義](8)[この「(8)」は正しくは「(7)」と思われる]に基づき認められる活動の範囲を

定めること。 

(iii) Ensuring the functionality of the business’s operations. 

事業者の業務運営が[正常に]機能するようにすること。 

(iv) Ensuring that the exemption in subdivision (d) of Section 1798.121 for sensitive personal information applies to 

information that is collected or processed incidentally, or without the purpose of inferring characteristics about 

a consumer,  

機微個人情報に関する 1798.121（d）の例外[機微個人情報は、消費者の特徴を推測する目的なしに取得・処理

される場合は本条の対象とならないこと]が付随的に（または消費者の特徴を推測する意図なく）取得・処理され

る情報に適用されるようにすること。 



 65 / 79 

 

while ensuring that businesses do not use the exemption for the purpose of evading consumers’ rights to limit 

the use and disclosure of their sensitive personal information under Section 1798.121. 

但し、事業者が、1798.121[機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利]に基づく消費者の

機微個人情報利用・開示制限権を回避するため当該例外を利用しないようにしなければならない。 

(20) Issuing regulations to govern how a business that has elected to comply with subdivision (b) of Section 1798.135 

responds to the opt-out preference signal and provides consumers with the opportunity subsequently to consent 

to the sale or sharing of their personal information or the use and disclosure of their sensitive personal 

information for purposes in addition to those authorized by subdivision (a) of Section 1798.121.  

1798.135(b）に従うことを選択した[“Do Not Sell or Share My Personal Information”と“Limit the Use of My 

Sensitive Personal Information”リンクをまとめ単一リンクで請求できるようにした]事業者が、どのようにして、(i)オプ

トアウト設定シグナルに対応すべきか、および、(ii)消費者に対し、その[請求]後個人情報販売・共有または機微個

人情報の 1798.1.21(a）で認められている以外の利用・開示に同意する機会を与えるべきかに関し、規則を制定する

こと。 

The regulations should:  

上記規則は次の条件を満たさなければならない。 

(A) Strive to promote competition and consumer choice and be technology neutral.  

競争と消費者の選択を促進し、かつ、テクノロジーに中立となるようにしなければならない。 

(B) Ensure that the business does not respond to an opt-out preference signal by:  

事業者がオプトアウト設定シグナルに対し以下のいずれかの方法で対応することがないようにしなければならな

い。 

(i) Intentionally degrading the functionality of the consumer experience.  

消費者の使い勝手(consumer’s experience)を意図的に低下させること。 

(ii) Charging the consumer a fee in response to the consumer’s opt-out preferences.  

消費者のオプトアウト設定に対し手数料を請求すること。 

(iii) Making any products or services not function properly or fully for the consumer, as compared to consumers 

who do not use the opt-out preference signal.  

[オプトアウト設定シグナルを利用しオプトアウトした]消費者に対し、オプトアウト設定シグナルを利用しない

消費者に比べ、適切・完全に機能しない製品・サービスを提供すること。 

(iv) Attempting to coerce the consumer to opt-in to the sale or sharing of their personal information, or the use 

or disclosure of their sensitive personal information, by stating or implying that the use of the opt-out 

preference signal will adversely affect the consumer as compared to consumers who do not use the opt-

out preference signal,  

オプトアウト設定シグナルを利用しない消費者に比べた場合に、オプトアウト設定シグナルを利用すると悪影

響が生じると表明・示唆することにより、個人情報の販売・共有または機微情報の利用・開示のオプトインを

消費者に強要(coerce)しようとすること。 

including stating or implying that the consumer will not be able to use the business’s products or services, 

or that such products or services may not function properly or fully. 

これには、消費者が事業者の製品・サービスを利用できないまたはそのような製品・サービスが適切・十分に

機能しない可能性があることを表明または示唆することが含まれる。 

(v) Displaying any notification or pop-up in response to the consumer’s opt-out preference signal.  

消費者のオプトアウト設定シグナルに対し[例えばオプトアウト取消を促すような]通知またはポップアップを表

示すること。 

(C) Ensure that any link to a webpage or its supporting content that allows the consumer to consent to opt-in: 

消費者が、オプトイン同意をすることができる Web ページへのリンクまたはそのページの内容は以下の条件を

満たさなければならない。 

(i) Is not part of a popup, notice, banner, or other intrusive design that obscures any part of the webpage the 

consumer intended to visit from full view or that interferes with or impedes in any way the consumer’s 

experience visiting or browsing the webpage or website the consumer intended to visit.  

消費者が訪問しようとする Web ページの全体が見えないようにしまたはその訪問・閲覧を妨害しまたは訪

問・閲覧体験を損なう(interferes with or impedes)ポップアップ・通知その他邪魔な(intrusive)設計の一部では

ないこと。  

(ii) Does not require or imply that the consumer must click the link to receive full functionality of any products 

or services, including the website.  

消費者が当該製品・サービス(Web サイトを含む)の全機能を利用するために当該リンクのクリックを要求しま

たはそれを暗黙に要求しないこと。 

(iii) Does not make use of any dark patterns. 
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ダークパターンを利用しないこと。 

(iv) Applies only to the business with which the consumer intends to interact.  

消費者がやりとりしようとする事業者にのみ適用されること。 

(D) Strive to curb coercive or deceptive practices in response to an opt-out preference signal  

オプトアウトの設定シグナルに対する強要的・欺瞞的対応(practices)を防止しなければならない。 

but should not unduly restrict businesses that are trying in good faith to comply with Section 1798.135. 

但し、1798.135[個人情報の販売・共有・利用および機微個人情報の利用を制限する方法]に誠実に従おうとする

事業者を不当に規制するものであってはならない。 

 

(21) Review existing California Insurance Code provisions and regulations relating to consumer privacy, except those 

relating to insurance rates or pricing, to determine whether any provisions of the Insurance Code provide greater 

protection to consumers than the provisions of this title.  

消費者のプライバシーに関連する現行のカリフォルニア州保険法の規定および規則（但し保険料率または価格設

定に関するものを除く）を見直し、同保険法の規定が CPRA の規定よりも優れた保護を消費者に与えるものか否か

を判断すること。 

Upon completing its review, the Agency shall adopt a regulation that applies only the more protective provisions of 

this title to insurance companies.  

この見直し完了後、保護庁は、保険会社に対しては CPRA 上のより保護的な規定のみ適用される規則を制定しな

ければならない。 

For the purpose of clarity, the Insurance Commissioner shall have jurisdiction over insurance rates and pricing. 

なお、州保険委員が保険料率および価格設定を管轄するものとする。 

 

(22) Harmonizing the regulations governing opt-out mechanisms, notices to consumers, and other operational 

mechanisms in this title to promote clarity and the functionality of this title for consumers. 

消費者にとり CPRA がより明確かつ機能的なものとなるよう、オプトアウトの仕組み、消費者に対する通知その他

CPRA の運用の仕組みに関する規則を調和させること。 

  

(b) The Attorney General may adopt additional regulations as necessary to further the purposes of this title. 

州司法長官は、CPRA の目的を達成する(further)ため必要に応じ上記以外の規則を制定することができる。  

 

(c) The Attorney General shall not bring an enforcement action under this title until six months after the publication of 

the final regulations issued pursuant to this Section or July 1, 2020, whichever is sooner. 

州司法長官は、本条に基づく最終的な規則公布後 6 ヵ月後または 2020 年 7 月 1 日のいずれか早く到来する日ま

では、CPRA に基づく執行行為をしてはならない。 

 

(d) Notwithstanding subdivision (a), the timeline for adopting final regulations required by the Act adding this subdivision 

shall be July 1, 2022. 

本条(a)にかかわらず、本項(d)を追加する CPRA 上要求される最終規則制定期限は 2022 年 7 月 1 日とする。 

Beginning the later of July 1, 2021, or six months after the Agency provides notice to the Attorney General that it 

is prepared to begin rulemaking under this title, the authority assigned to the Attorney General to adopt regulations 

under this Section shall be exercised by the California Privacy Protection Agency. 

2021 年 7 月 1 日または保護庁が州司法長官に対し CPRA 上の規則制定を開始する準備ができていることを通知し

てから 6 か月後、いずれか遅い方の日 40以降、州司法長官に与えられた本条に基づく規則制定権限は、同保護庁

がこれを行使しなければならない。 

Notwithstanding any other law, civil and administrative enforcement of the provisions of law added or amended by 

this Act shall not commence until July 1, 2023, and shall only apply to violations occurring on or after that date.  

他の法律にかかわらず、この Act [“this Act”の定義はないが CPRA のここと思われる]により追加・改正される規定

の民事上および行政上の執行は、2023 年 7 月 1 日まで開始されず、同日以降に発生した違反にのみ適用される。 

Enforcement of provisions of ｌaw contained in the California Consumer Privacy Act of 2018 amended or reenacted 

by this Act shall remain in effect and shall be enforceable until the same provisions of this Act become enforceable. 

この Act [“this Act”の定義はないが CPRA のここと思われる]により改正される CCPA の[改正前の]規定は、この

Act の当該[改正後の]規定が執行可能となるまで、有効かつ執行可能とする。 

 
40 【2021 年 7 月 1 日または...保護庁が準備ができていることを通知してから 6 か月後、いずれか遅い方の日】 199.40.(b)では、保護庁は、"...the earlier of 

July 1, 2021, or within six months ..."（2021 年 7 月 1 日、または、保護庁から....通知した後 6 か月以内いずれか早い方の時以降、...)規則を制定しなければ

ならないとされていて矛盾する。保護庁が準備できていると言っている以上、保護庁に移管しない合理性はないと思わるので、「いずれか早い方の日」が正

しいと思われる。 
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SEC. 22. 1798.190. Anti-Avoidance 

SEC. 22. 1798.190. 脱法行為の禁止 

 

A court or the Agency shall disregard the intermediate steps or transactions for purposes of effectuating the 

purposes of this title:  

裁判所[消費者の私的訴権に基づく訴訟および州司法長官が州民を代表し提起する民事制裁金・差止請求訴訟を審

理する]または保護庁は、CPRA の法目的を達成する(effectuating the purposes)ため、以下の中間の手順・取引を無

視しなければならない。 

(a) If a series of steps or transactions were component parts of a single transaction intended from the beginning to 

be taken with the intention of avoiding the reach of this title,  

ある手順(steps)または取引が、当初から CPRA の適用を回避することが意図された一取引の一部である場合(以

下に例示) 

including the disclosure of information by a business to a third party in order to avoid the definition of sell or 

sharer.  

(例)事業者が CPRA 上の販売または共有の定義に該当することを回避するためサードパーティに個人情報を開

示すること 

(b) If steps or transactions were taken to purposely avoid the definition of sell or share by eliminating any monetary 

or other valuable consideration, 

ある手順(steps)または取引が、金銭その他価値あるものを除くことにより CPRA 上の販売または共有の定義に該

当することを回避するためとられた場合。 

including by entering into contracts that do not include an exchange for monetary or other valuable 

consideration, but where a party is obtaining something of value or use.  

(例) 金銭その他の価値あるものとの交換の定めのない契約を締結するが、[実際には]当事者が何らかの価値の

あるものまたは有益なもの(something of value or use)を得る場合。 

 

 

SEC. 23. 1798.192. Waiver 

SEC. 23. 1798.192. 権利放棄の禁止 

 

Any provision of a contract or agreement of any kind, including a representative action waiver, that purports to 

waive or limit in any way rights under this title, including, but not limited to any right to a remedy or means of 

enforcement, shall be deemed contrary to public policy and shall be void and unenforceable.  

CPRA 上の権利（例：違反に対し救済または執行を求める権利）を放棄させまたは制限することを目的とする契約上

の規定または合意（代表訴訟(representative action)の権利放棄を含む）は、公共政策(public policy)に反するものと

して無効かつ執行不能とする。  

This Section shall not prevent a consumer from declining to request information from a business, declining to opt 

out of a business’s sale of the consumer’s personal information, or authorizing a business to sell or share the 

consumer’s personal information after previously opting-out. 

[但し]本条は、消費者が、[その意思で、]事業者に個人情報の開示を請求しない(declining to)こと、販売のオプトアウ

トをしないことまたは以前オプトアウトした個人情報について事業者にその販売または共有を許可することを妨げるも

のではない。 

 

 

SEC. 24. 1798.199.10. Establishment of California Privacy Protection Agency 

SEC. 24. 1798.199.10. カリフォルニア州プライバシー保護庁の創設 

 

(a) There is hereby established in state government the California Privacy Protection Agency, which is vested with full 

administrative power, authority, and jurisdiction to implement and enforce the California Consumer Privacy Act.  

州政府内にカリフォルニア州プライバシー保護庁を創設し、カリフォルニア州消費者プライバシー法を施行・運営する

全ての権限および管轄権を付与する。 

The Agency shall be governed by a five‐member board, including the Chair.  

保護庁は、委員長(Chair)を含め 5 名の委員からなる委員会により管理される。 

The Chair and one member of the board shall be appointed by the Governor.  

委員長および委員 1 名は、州知事が任命する。 
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The Attorney General, Senate Rules Committee, and Speaker of the Assembly shall each appoint one member.  

州司法長官、州上院規則委員会(Senate Rules Committee)および州下院議長(Speaker of the Assembly)は、それぞ

れ 1 名の委員を任命するものとする。 

These appointments should be made from among Californians with expertise in the areas of privacy, technology, and 

consumer rights. 

上記の任命は、プライバシー、テクノロジーおよび消費者の権利の分野における専門知識を有するカリフォルニア州

住民からの選任によりなされなければならない。 

 

(b) The initial appointments to the Agency shall be made within 90 days of the effective date of the Act adding this 

Section. 

最初の任命は、the Act [“the Act”の定義はないが CPRA のここと思われる]成立日から 90 日以内になされなけれ

ばならない。 

 

1798.199.15. [保護庁の委員の資格要件・義務] 

 

Members of the Agency board shall: 

保護庁の委員は以下に従わなければならない。 

 

(a) Have qualifications, experience and skills, in particular in the areas of privacy and technology, required to perform 

the duties of the Agency and exercise its powers. 

委員は、保護庁の任務を遂行しかつその権限を行使するために必要な（特にプライバシーおよび技術の分野での）

資格・経験・スキルを有しなければならない。 

(b) Maintain the confidentiality of information which has come to their knowledge in the course of the performance of 

their tasks or exercise of their powers, except to the extent that disclosure is required by the Public Records Act.

委員は、任務遂行または権限行使の過程で知った情報の秘密を保持しなければならない（但し「公的記録法」(Public 

Records Act）上開示が義務付けられる場合を除く)。 

(c) Remain free from external influence, whether direct or indirect, and shall neither seek nor take instructions from 

another. 

委員は、直接または間接を問わず、外部の影響を受け、他からの指示を求めまたは指示を受けてはならない。 

(d) Refrain from any action incompatible with their duties and engaging in any incompatible occupation, whether gainful 

or not, during their term. 

委員は、任期中、報酬の有無を問わず、委員の職務と両立しない行為を行いまたは職業に従事してはならない。 

(e) Have the right of access to all information made available by the Agency to the Chair. 

委員は、保護庁が委員長に提供する全ての情報にアクセスする権利を有する。 

(f) Be precluded, for a period of one year after leaving office, from accepting employment with a business that was 

subject to an enforcement action or civil action under this title during the member’s tenure or during the five‐year 

period preceding the member’s appointment. 

委員は、委員任命前の 5 年間および委員としての任期中に CPRA に基づく執行措置または民事訴訟の対象となっ

た事業者に、委員退任後 1 年間、雇用されてはならない。 

(g) Be precluded for a period of two years after leaving office, from acting, for compensation, as an agent or attorney 

for, or otherwise representing any other person in a matter pending before the Agency if the purpose is to influence 

an action of the Agency. 

委員は、委員退任後 2 年間、保護庁取扱い事案に関し、保護庁に対し影響力を行使することを目的とし、報酬を得

て、代理人または弁護士としてその他人を代理してはならない。 

 

 

1798.199.20. [委員の任免] 

 

Members of the Agency board, including the Chair, shall serve at the pleasure of their appointing authority  

保護庁の委員会の委員（委員長を含む）の任免はそれぞれの任命権者の裁量による(at the pleasure of)。 

but shall serve for no longer than eight consecutive years. 

但し、委員を 8 年以上連続して務めてはならない。 

 

 

1798.199.25. [委員の報酬および費用] 
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For each day on which they engage in official duties, members of the Agency board shall be compensated at the 

rate of one hundred dollars ($100), adjusted biennially to reflect changes in the cost of living, and shall be 

reimbursed for expenses incurred in performance of their official duties. 

保護庁の委員会の委員は、その公務に従事した日ごとに 100 ドルの報酬（２年ごとに生活費の変化を反映し調整）を

受け、また、その公務遂行費用の補償を受けるものとする。 

 

 

1798.199.30. [執行理事その他の職員] 

 

The Agency board shall appoint an executive director  

保護庁は執行理事(executive director)１名を任命しなければならない。 

who shall act in accordance with Agency policies and regulations and with applicable law.  

執行理事は保護庁の方針および規則並びに適用される法に従い行動しなければならない。 

The Agency shall appoint and discharge officers, counsel, and employees, consistent with applicable civil service 

laws, and shall fix the compensation of employees and prescribe their duties.  

保護庁は、適用される公務員法に従い、[保護庁の]オフィサー、法律顧問(counsel)および職員を任命および解任し、

また、職員の報酬およびその職責を定めなければならない。 

The Agency may contract for services that cannot be provided by its employees. 

保護庁は、その職員が提供できない業務を外部に委託することができる。 

 

 

1798.199.35. [委員会閉会中の保護庁の代表] 

 

The Agency board may delegate authority to the Chair or the executive director to act in the name of the Agency 

between meetings of the Agency,  

保護庁の委員会は、委員会の会議閉会中に保護庁を代表する権限を委員長または執行理事に付与することができ

る。 

except with respect to resolution of enforcement actions and rulemaking authority. 

但し、保護庁による執行行為および規則制定に関する決議を除く。 

 

 

1798.199.40. [保護庁の任務] 

 

The Agency shall perform the following functions: 

保護庁は、以下の任務を遂行するものとする。 

(a) Administer, implement, and enforce through administrative actions, Title 1.81.5 (commencing with Section 1798.100) 

to Part 4 of Division 3 of the Civil Code. 

行政措置(administrative actions)を通じ CPRA を管理、施行および執行すること。 

 

(b) On and after the earlier of July 1, 2021, or within six months of the Agency providing the Attorney General with 

notice that it is prepared to assume rulemaking responsibilities under this title,  

adopt, amend, and rescind regulations pursuant to Section 1798.185 to carry out the purposes and provisions of the 

California Consumer Privacy Act, including regulations specifying record keeping requirements for businesses to 

ensure compliance with this title. 

2021 年 7 月 1 日、または、保護庁から州司法長官に対し CPRA 規則制定の責任を引継ぐ準備ができていることを

通知した後 6 か月以内いずれか早い方の日以降 41、1798.185 に従いカリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)

の目的と規定を達成・実施するための規則(事業者による CPRA 遵守を確保するための記録保持義務を定める規則

を含む)を制定および改廃すること。 

 

(c) Through the implementation of this title, protect the fundamental privacy rights of natural persons with respect to 

the use of their personal information. 

CPRA の施行を通じ個人情報の利用に関する個人の基本的なプライバシー権を保護すること。 

 

 
41 【2021 年 7 月 1 日、または、保護庁から...準備ができていることを通知した後 6 か月以内いずれか早い方の日】 185(d)には"..the later of July 1, 2021, or 

six months ..."（2021 年 7 月 1 日または...準備ができていることを通知した後 6 か月後いずれか遅い方の日）と矛盾することが規定されている。保護庁が準

備できていると言っている以上、保護庁に移管しない合理性はないと思わるので、「いずれか早い方の日」が正しいと思われる。 
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(d) Promote public awareness and understanding of the risks, rules, responsibilities, safeguards, and rights in relation to 

the collection, use, sale and disclosure of personal information, including the rights of minors with respect to their 

own information, and 

個人情報の取得・利用・販売・開示に関するリスク・ルール・責任・保護措置・権利(未成年者の権利を含む)に関する

一般公衆の認識・理解を向上させること、および、 

provide a public report summarizing the risk assessments filed with the Agency pursuant to paragraph (15) of 

subdivision (a) of Section 1798.185 while ensuring that data security is not compromised. 

1798.185(a)(15)に従い保護庁に提出されたリスク評価を要約した報告書を作成・公表すること（但しデータセキュリテ

ィーが損なわれないようにしなければならない)。 

 

(e) Provide guidance to consumers regarding their rights under this title. 

CPRA 上の権利について消費者にガイダンスを提供すること。 

 

(f) Provide guidance to businesses regarding their duties and responsibilities under this title, and 

事業者に対し CPRA 上の義務・責任に関しガイダンスを提供すること、および 

appoint a Chief Privacy Auditor to conduct audits of businesses to ensure compliance with this title pursuant to 

regulations adopted pursuant to paragraph (18) of subdivision (a) of Section 1798.185. 

主席プライバシー監査官(Chief Privacy Auditor)を任命し、事業者が 1798.185(a)(18)に従い定められた規則に従い

CPRA を遵守するよう監査を実施すること。 

 

(g) Provide technical assistance and advice to the Legislature, upon request, with respect to privacy‐related legislation. 

州議会に対し、要請に応じ、プライバシー関連法に関し技術的支援およびアドバイスを提供すること。 

 

(h) Monitor relevant developments relating to the protection of personal information, and in particular, the development 

of information and communication technologies and commercial practices. 

個人情報の保護に関連する状況の進展、特に情報通信技術および商慣行の進展をモニタリングすること。 

 

(i) Cooperate with other agencies with jurisdiction over privacy laws and with data processing authorities in California, 

other states, territories, and countries to ensure consistent application of privacy protections. 

プライバシーの一貫した保護を確保するため、プライバシー保護法を管轄する他の機関並びにカリフォルニア州、他

州、米国の海外領土(territories)および外国の個人データ監督機関と協力すること。 

 

(j) Establish a mechanism pursuant to which persons doing business in California that do not meet the definition of 

business set forth in paragraphs (1), (2), or (3) of subdivision (d) of Section 1798.140 may voluntarily certify that 

they are in compliance with this title, as set forth in paragraph (4) of subdivision (d) of Section 1798.140, and make 

a list of such entitles available to the public. 

カリフォルニア州で事業を行っているが 1798.140[定義](d)(1),(2)または(3)に定める事業者の定義を満たさない者が、

1798.140[定義](d)(4)に定めるところにより、CPRA を遵守していることを自主的に保証・証明する(certify)ことができる

制度を確立すること、および、これらの者のリストを公開すること。 

 

(k) Solicit, review, and approve applications for grants to the extent funds are available pursuant to paragraph (2) of 

subdivision (b) of Section 1798.160. 

資金が 1798.160[消費者プライバシー基金](b)(2)に従い利用可能な範囲内で、[消費者のプライバシーを促進・保護

する非営利団体等への]助成金(grants)の申請を募りおよび承認すること。 

 

(l) Perform all other acts necessary or appropriate in the exercise of its power, authority, and jurisdiction, and seek to 

balance the goals of strengthening consumer privacy while giving attention to the impact on businesses. 

その他その権限・管轄権の行使上必要または適切な全ての行為を行うこと、および、事業者への影響に留意しつつ

消費者のプライバシーの強化という目標との均衡を図ること。 

 

 

1798.199.45. [保護庁による CPRA 違反の調査] 

 

(a) Upon the sworn complaint of any person or on its own initiative, the Agency may investigate possible violations of 

this title relating to any business, service provider, contractor, or person.  
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保護庁は、いずれかの者による宣誓付き苦情申立てまたは職権により、事業者・サービス提供者・契約業者その他

の者に関する CPRA 違反の疑いを調査しなければならない。 

The Agency may decide not to investigate a complaint or decide to provide a business with a time‐period to cure 

the alleged violation. 

保護庁は当該苦情を調査しないことまたは事業者に違反を是正するための猶予期間を与えることを決定することが

できる。 

In making a decision not to investigate or provide more time to cure, the Agency may consider:  

保護庁は以下の事項を考慮の上調査を行わないことまたはより長期の是正期間を与えることを決定することができ

る。 

(1) Lack of intent to violate this title.  

CPRA 違反の意図がないこと。 

(2) Voluntary efforts undertaken by the business, service provider, contractor, or person to cure the alleged 

violation prior to being notified by the Agency of the complaint. 

事業者・サービス提供者・契約業者その他の者が、保護庁から当該苦情について通知を受ける前に違反を是正

するために行った自主的な努力。 

 

(b) The Agency shall notify in writing the person who made the complaint of the action, if any, the Agency has taken or 

plans to take on the complaint, together with the reasons for such action or non‐action. 

保護庁は、苦情申立人がいる場合にはその者に対し、書面で、当該申立に対しとった（もしくはとる予定の）措置およ

び当該措置をとりまたはとらない理由を通知しなければならない。 

 

 

1798.199.50. [保護庁による審問開始の手続的条件] 

 

No finding of probable cause to believe this title has been violated shall be made by the Agency unless, at least 30 

days prior to the Agency’s consideration of the alleged violation,  

保護庁は、保護庁が違反の疑いを審理する日の 30 日前までに、以下の全ての条件が満たされない限り、CPRA 違

反があると信ずる相当の理由(probable cause)があると認定してはならない。[すなわち、以下の全ての条件が満たさ

れた日の 30 日以降に当該認定を行うことができる] 

the business, service provider, contractor, or person alleged to have violated this title is notified of the violation  

by service of process or registered mail with return receipt requested,  

CPRA 違反被疑事業者・サービス提供者・契約業者その他の者が送達(service of process)または受取証明付き書留

郵便で当該違反について通知を受け、 

provided with a summary of the evidence, and 

証拠の概要の提供を受け、かつ、 

informed of their right to be present in person and represented by counsel at any proceeding of the Agency held for 

the purpose of considering whether probable cause exists for believing the person violated this title.  

保護庁が当該違反被疑事件の審理のため行う全ての手続において弁護士立会で弁護士に代理される権利を伝えら

れたこと。 

Notice to the alleged violator shall be deemed made on the date of service, the date the registered mail receipt is 

signed, or if the registered mail receipt is not signed, the date returned by the post office.  

被疑違反者(alleged violator)への通知は、送達日、書留郵便の受領書の署名日または書留郵便受領書が署名され

てない場合は郵便局から返却された日に到達したものとみなされる。 

A proceeding held for the purpose of considering probable cause shall be private  

当該被疑事件の審理手続は非公開(private)で行われるものとする。 

unless the alleged violator files with the Agency a written request that the proceeding be public. 

但し、被疑違反者が保護庁に公開審理を請求した場合を除く。 

  

 

1798.199.55. [保護庁による審問および決定] 

 

(a) When the Agency determines there is probable cause for believing this title has been violated, it shall hold a hearing 

to determine if a violation has or violations have occurred.  

保護庁は、CPRA 違反があると信ずる相当の根拠(probable cause)があると認定した場合、[実際に]その違反があっ

たか否かを判断するための審問(hearing)をしなければならない。 
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Notice shall be given and the hearing conducted in accordance with the Administrative Procedure Act (Chapter 5 

(commencing with Section 11500), Part 1, Division 3, Title 2, Government Code).  

その通知および審問はカリフォルニア州行政手続法 42に従い行わなければならない。 

The Agency shall have all the powers granted by that chapter.  

保護庁は、同法上の全ての権限を有するものとする。 

If the Agency determines on the basis of the hearing conducted pursuant to this subdivision that a violation or 

violations have occurred, it shall issue an order that may require the violator to do all or any of the following: 

保護庁は、本条に従い行われた審問に基づき、違反があったと判断した場合、違反者に対し、以下の全てまたはい

ずれかを命じなければならない。 

(1) Cease and desist violation of this title. 

CPRA 違反行為の停止・排除(cease and desist)。[Cease and desist order：排除措置命令] 

(2) Subject to Section 1798.155, pay an administrative fine of 

1798.155[行政執行]に従い、以下のいずれかの行政制裁金の支払い。 

up to two thousand five hundred dollars ($2,500) for each violation, or 

違反 1 件ごとに最大 2,500 ドル 

up to seven thousand five hundred dollars ($7,500) for each intentional violation and each violation involving the 

personal information of minor consumers  

故意の違反および未成年者の消費者の個人情報に関する違反については違反 1 件ごとに最大 7,500 ドル 

to the Consumer Privacy Fund within the General Fund of the state.  

上記制裁金は州の一般基金内の消費者プライバシー基金に組み入られるものとする。 

When the Agency determines that no violation has occurred, it shall publish a declaration so stating. 

保護庁は、違反がないと判断した場合、その旨を記載した宣言書(declaration)を公開(publish)しなければならない。 

 

(b) If two or more persons are responsible for any violation or violations, they shall be jointly and severally liable. 

複数の者が違反しまたは違反の責任を負う場合、これらの者は連帯して責任を負うものとする。 

 

 

1798.199.60. [保護庁による行政法審判官決定拒否] 

 

Whenever the Agency reject the decision of an administrative law judge made pursuant to Section 11517 of the 

Government Code, the Agency shall state the reasons in writing for rejecting the decision. 

保護庁は、州 Government Code 11517 に従い行われた行政法審判官(administrative law judge)決定を拒否する場

合、決定拒否理由を書面で提出し[再審理を求めるかまたは自ら決定し]なければならない。43 

 

1798.199.65. [保護庁の調査権限] 

 

The Agency may subpoena witnesses, compel their attendance and testimony, administer oaths and affirmations, 

take evidence and require by subpoena the production of any books, papers, records or other items material to the 

performance of the Agency’s duties or exercise of its powers, including but not limited to its power to audit a 

business’s compliance with this title. 

保護庁は証人を召喚し、その出席および証言を強制し、宣誓と(宣誓に代わる)確約(affirmations)を管理し、証拠を採

用し、召喚状により保護庁の任務遂行または権限（事業者による CPRA 遵守の監査権限等）行使に必要な全ての書

籍・文書・記録その他のものの提出を要求することができる。 

 

 

1798.199.70. [保護庁による行政措置開始期限] 

 

No administrative action brought pursuant to this title alleging a violation of any of the provisions of this title shall 

be commenced more than five years after the date on which the violation occurred. 

CPRA の如何なる規定の違反の疑いに関する行政措置も、当該違反発生日後 5 年経過後はこれを開始することが

できない。 

 

 
42 【カリフォルニア州行政手続法】 Administrative Procedure Act 
43 【行政法審問官（行政法判事）】 州 Government Code 11517 によれば、加州の行政機関は、行政事件の審理を最初から自ら行うこともできるが、その審

理を行政法審判官(administrative law judge)に委ねることもできる。行政法審判官は、審理を行い事件に関する決定案を作成する。行政機関は、これに対

し、その決定案に基づき決定するか、または、決定案を拒否し再審理を求めるかもしくは審問記録または当事者との合意に基づき自ら事件の決定を行う。 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=3.&title=2.&part=1.&chapter=5.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=3.&title=2.&part=1.&chapter=5.&article=
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(a) The service of the probable cause hearing notice, as required by Section 1798.199.50, upon the person alleged to 

have violated this title shall constitute the commencement of the administrative action. 

1798.199.50 で要求される CPRA 違反被疑者への審問開始通知の送達が当該行政措置の開始とみなされる。 

 

(b) If the person alleged to have violated this title engages in the fraudulent concealment of his or her acts or identity, 

the five‐year period shall be tolled for the period of the concealment.  

CPRA 違反被疑者がその違反行為または身元ついて不正な隠蔽行為(fraudulent concealment)をした場合、当該隠

蔽期間中は 5 年間の期間はその進行を停止する(be tolled)。 

For purposes of this subdivision, “fraudulent concealment” means the person knows of material facts related to 

their duties under this title and knowingly conceals them in performing or omitting to perform those duties, for the 

purpose of defrauding the public of information to which it is entitled under this title. 

ここで、「不正な隠蔽行為」とは、CPRA 上の義務の履行・不履行上当該義務に係る重要事実を認識しながら公衆か

ら CPRA 上の知る権利を欺罔により奪う(defrauding)目的で当該重要事実を故意に隠蔽することを意味する。 

 

(c) If, upon being ordered by a superior court to produce any documents sought by a subpoena in any administrative 

proceeding under this title, the person alleged to have violated this title fails to produce documents in response to 

the order by the date ordered to comply therewith, the five‐year period shall be tolled for the period of the delay 

from the date of filing of the motion to compel until the date the documents are produced. 

CPRA 違反被疑者が CPRA 上の行政（措置）手続において州上位裁判所(superior court)44から召喚状により文書提

出命令を受けたにもかかわらず命じられた日までに当該文書を提出しなかった場合、この 5 年間の期間は、当該文

書提出申立日から実際の文書提出日までその進行を停止するものとする。 

 

 

1798.199.75. [保護庁による行政制裁金徴収訴訟] 

 

(a) In addition to any other available remedies, the Agency may bring a civil action and obtain a judgment in superior 

court for the purpose of collecting any unpaid administrative fines imposed pursuant to this title after exhaustion of 

judicial review of the Agency’s action.  

他の利用可能な救済措置に加え、保護庁は、CPRA に従い課されたにもかかわらず未払いの行政制裁金を徴収す

るため、保護庁の行為の司法審査手続終了(exhaustion)後、上位裁判所に民事訴訟を提起しその判決を得ることが

できる。 

The action may be filed as a small claim, limited civil, or unlimited civil case, depending on the jurisdictional amount.  

当該訴訟は、訴額に応じ、少額訴訟、限定民事訴訟、非限定民事訴訟(small claim, limited civil, or unlimited civil 

case)45として提起することができる。 

The venue for this action shall be in the county where the administrative fines were imposed by the Agency.  

この訴訟の裁判地(venue)は、保護庁が行政制裁金を課した郡(county)とする。 

In order to obtain a judgment in a proceeding under this Section, the Agency shall show, following the procedures 

and rules of evidence as applied in ordinary civil actions, all of the following: 

保護庁は、本条に基づく手続により判決を得るため、通常の民事訴訟に適用される証拠手続・ルールに従い、以下

の全ての事項を証明しなければならない。 

(1) That the administrative fines were imposed following the procedures set forth in this title and implementing 

regulations. 

CPRA 上の手続および CPRA 規則に従い行政制裁金が課されたこと。 

(2) That the defendant or defendants in the action were notified, by actual or constructive notice, of the imposition 

of the administrative fines. 

当該訴訟の被告に対し行政制裁金の賦課通知がなされまたは当該通知がなされたことが擬制された

(constructive notice)こと。 

(3) That a demand for payment has been made by the Agency and full payment has not been received. 

保護庁が行政制裁金の支払請求をしたがその全額を受領していないこと。 

 

 
44【上位裁判所(superior court)】 カリフォルニア州では各郡(County)にある第一審裁判所。その上級審は、各地区(District) （6 控訴区）にある州控訴裁判所 

(Court of Appeal)および州最高裁判所（Supreme Court）。Wikipedia 「州裁判所 (アメリカ合衆国)」  
45 【カリフォルニア州の少額訴訟、限定民事訴訟、非限定民事訴訟(small claim, limited civil, or unlimited civil case)】 (1) Limited civil case(限定民事訴訟）：

訴額 25,000 ドル以下の一般民事訴訟。（2) Unlimited civil case(非限定民事訴訟）：限定民事訴訟以外の民事訴訟。訴額 25,000 ドル超の一般的民事訴訟

および訴額のない民事訴訟（例：不動産所有権訴訟）。（3) Small claims case（少額訴訟）：少額裁判所(small claims court)で審理される訴額 10,000 ドル以

下の民事訴訟。但し、事業者（個人事業主を除く）が提訴する場合は訴額 5,000 ドル以下。（参考）「Civil Court Cases」 California Courts 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9E%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80_(%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD)
https://www.courts.ca.gov/1061.htm?rdeLocaleAttr=en#:%7E:text=Civil%20Court%20Cases,money%20of%20%2425%2C000%20or%20less.&text=Small%20claims%20case%20%E2%80%94%20A%20civil,court%20for%20%2410%2C000%20or%20less.
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(b) A civil action brought pursuant to subdivision (a) shall be commenced within four years after the date on which the 

administrative fines were imposed. 

上記(a)に従い提起された民事訴訟は、行政制裁金賦課日から 4 年以内に開始されなければならない。 

 

 

1798.199.80. [判決書発行手続] 

 

(a) If the time for judicial review of a final Agency order or decision has lapsed, or if all means of judicial review of the 

order or decision have been exhausted, the Agency may apply to the clerk of the court for a judgment to collect 

the administrative fines imposed by the order or decision, or the order as modified in accordance with a decision on 

judicial review.  

保護庁の最終的な[行政制裁金賦課措置]命令または[行政制裁金等に関する]決定の司法審査期間が経過した場

合または当該命令または決定を争う司法審査の全ての手段が尽きた(exhausted)場合、保護庁は、裁判所書記官に

対し、当該命令もしくは決定（または司法審査による決定により修正された命令）により賦課された行政制裁金を徴収

するための判決を申立てることができる。 

 

(b) The application, which shall include a certified copy of the order or decision, or the order as modified in accordance 

with a decision on judicial review, and proof of service of the order or decision, constitutes a sufficient showing to 

warrant issuance of the judgment to collect the administrative fines.  

当該申立に、当該命令もしくは決定（または司法審査による決定により修正された命令）の認証付きの写しおよび当

該当該命令および決定の送達証明が添付されている場合には、当該行政制裁金徴収判決を発するに足る十分な証

明があるものとされる。 

The clerk of the court shall enter the judgment immediately in conformity with the application. 

裁判所書記官は当該申立に従い直ちに判決を記録(enter the judgment)しなければならない。 

 

(c) An application made pursuant to this Section shall be made to the clerk of the superior court in the county where 

the administrative fines were imposed by the Agency. 

本条に従い行われる申立は、保護庁により行政制裁金が賦課された郡(county)の上位裁判所の書記官に対して行

わなければならない。 

 

(d) A judgment entered in accordance with this Section has the same force and effect as, and is subject to all the 

provisions of law relating to a judgment in a civil action and may be enforced in the same manner as any other 

judgment of the court in which it is entered. 

本条に従い記録された判決は、それが記録された裁判所における他の判決と同一の効力を有し、また、民事訴訟判

決に関する全ての法律の適用を受け、かつ、他の判決と同じ方法で執行できるものとする。 

 

(e) The Agency may bring an application pursuant to this Section only within four years after the date on which all 

means of judicial review of the order or decision have been exhausted. 

保護庁は、命令または決定を争う全ての司法審査の手段が尽きた日から 4 年以内に限り、本条に基づく申立をする

ことができる。 

 

(f) The remedy available under this Section is in addition to those available under any other law.  

本条において利用可能な救済措置は、他の法律で利用可能な救済措置に追加される。 

 

 

1798.199.85. [保護庁の決定に対する司法審査] 

 

Any decision of the Agency with respect to a complaint or administrative fine shall be subject to judicial review in 

an action brought by an interested party to the complaint or administrative fine and shall be subject to an abuse of 

discretion standard. 

苦情申立または行政制裁金に関する保護庁の決定は、利害関係人が当該苦情申立または行政制裁金に対し提起

した訴訟において司法審査の対象となり、また、当該決定には裁量権濫用基準(abuse of discretion standard)46が適

用される。 

 
46 【裁量権濫用基準(abuse of discretion standard)】 上級審が下級審の判断に明らかな誤り(plain error)があった場合これを裁量権濫用とみなし取消すこ

と。（参考）(1) "Abuse of Discretion" Cornell Law School, (2) "Appeals Process" California Courts 

https://www.law.cornell.edu/wex/abuse_of_discretion
https://www.courts.ca.gov/12431.htm?rdeLocaleAttr=en#:%7E:text=%22Abuse%20of%20discretion%22%20Standard&text=Any%20decision%20that%20involves%20the,that%20is%20arbitrary%20or%20absurd.
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1798.199.90. [州司法長官による差止および民事制裁金請求訴訟] 

 

(a) Any business, service provider, contractor, or other person that violates this title shall be subject to an injunction  

CPRA に違反した事業者・サービス提供者・契約業者その他の者は差止の対象となる。 

and liable for a civil penalty of not more than two thousand five hundred dollars ($2,500) for each violation or seven 

thousand five hundred dollars ($7,500) for each intentional violation and each violation involving the personal 

information of minor consumers, as adjusted pursuant to paragraph (5) of subdivision (a) of Section 1798.185, 

また、これらの者は、(i)違反ごとに 2,500 ドル、または、(ii)故意の違反および未成年者(minor)47の個人情報に係る違

反ごとに 7,500 ドル以下の民事制裁金(civil penalty)（これらの金額は 1798.185(a)(5)に従い調整される）の対象とな

る。 

which shall be assessed and recovered in a civil action brought in the name of the people of the State of California 

by the Attorney General.  

上記差止・民事制裁金は、州司法長官が州民を代表し提起する民事訴訟で審理されかつ徴収されるものとする。 

The court may consider the good faith cooperation of the business, service provider, contractor, or other person in 

determining the amount of the civil penalty. 

裁判所は、民事制裁金の額を決定する際に、事業者・サービス提供者・契約業者その他の者による誠実な協力(good 

faith cooperation)を考慮することができる。 

 

(b) Any civil penalty recovered by an action brought by the Attorney General for a violation of this title, and the 

proceeds of any settlement of any said action, shall be deposited in the Consumer Privacy Fund. 

州司法長官が CPRA 違反に対し提起した訴訟により徴収された民事制裁金および当該訴訟の和解金は、消費者プ

ライバシー基金に繰り入れなければならない。 

 

(c) The Agency shall, upon request by the Attorney General, stay an administrative action or investigation under this 

title to permit the Attorney General to proceed with an investigation or civil action, and shall not pursue an 

administrative action or investigation,  

保護庁は、州司法長官から要求された場合、州司法長官が調査または民事訴訟を進めるため、CPRA 上の行政措

置または調査を停止しこれを進行させてはならない。 

unless the Attorney General subsequently determines not to pursue an investigation or civil action.  

但し、その後州司法長官がその調査または民事訴訟手続を取りやめることを決定した場合を除く。 

The Agency may not limit the authority of the Attorney General to enforce this title. 

保護庁は、州司法長官による CPRA 執行を制限することはできない。 

 

(d) No civil action may be filed by the Attorney General under this Section for any violation of this title after the 

Agency has issued a decision pursuant to Section 1798.199.85 or an order pursuant to Section 1798.199.55 against 

that person for the same violation. 

州司法長官は、保護庁が 1798.199.85 に基づく[苦情申立または行政制裁金に関する]決定または 1798.199.55 に基

づく[違反行為の排除措置または行政制裁金賦課措置]命令を発した後、同一人の同一の違反に関し、本条に基づき

民事訴訟を提起することことはできない。 

 

(e) This Section shall not affect the private right of action provided for in Section 1798.150. 

本条は、1798.150[個人情報セキュリティー侵害に対する私的訴権]に定める私的訴権(private right of action)に影響

を与えない。 

 

 

1798.199.95. [保護庁および他の州機関の予算] 

 

(a) There is hereby appropriated from the General Fund of the state to the Agency the sum of five million dollars 

($5,000,000) during the fiscal year 2020‐2021, and the sum of ten million dollars ($10,000,000) adjusted for cost‐of‐

living changes, during each fiscal year thereafter, for expenditure to support the operations of the Agency pursuant 

to this title.  

 
47 【未成年者の意味】 保護庁による執行とのバランスおよび、同様に「minor」が使われている CPRA 120(d)の規定から 16 歳未満の者と思われる。 
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CPRA に基づく保護庁の運営費として、2020 年から 2021 年の会計年度中総額 5 百万ドル、および、その後の各会

計年度中総額 1 千万ドル（但し生活費により調整)の予算が割り当てられる。 

The expenditure of funds under this appropriation shall be subject to the normal administrative review given to 

other state appropriations.  

当該予算からの支出は、他の州予算と同様通常の行政審査の対象となる。 

The Legislature shall appropriate such additional amounts to the Commission and other agencies as may be 

necessary to carry out the provisions of this title. 

州議会は、CPRA 執行のため必要な場合、委員会その他機関に追加の予算を割り当てなければならない。 

 

(b) The Department of Finance, in preparing the state budget and the Budget Bill submitted to the Legislature, shall 

include an item for the support of this title, which item shall indicate all of the following: 

州財務局(Department of Finance)は、州予算および州議会提出予算法案を作成する際、CPRA 執行のため以下の

全ての費目を含めなければならない。 

(1) The amounts to be appropriated to other agencies to carry out their duties under this title, which amounts shall 

be in augmentation of the support items of such agencies.  

保護庁以外の州政府機関が CPRA に基づく任務を遂行するために割り当てる予算の額 

(2) The additional amounts required to be appropriated by the Legislature to the Agency to carry out the purposes 

of this title, as provided for in this Section.  

本条で定める、CPRA の目的を達成のために州議会が保護庁に割り当てるべき他の予算額。 

(3) In parentheses, for informational purposes, the continuing appropriation during each fiscal year of ten million 

dollars ($10,000,000), adjusted for cost‐of‐living changes made pursuant to this Section. 

各会計年度ごとの 1 千万ドル（本条に従い生活費の変化により調整）の予算割当額。 

 

(c) The Attorney General shall provide staff support to the Agency until such time as the Agency has hired its own 

staff.  

州司法長官は、保護庁がその職員を雇用するまで、職員支援を行わなければならない。 

The Attorney General shall be reimbursed by the Agency for these services. 

州司法長官は、当該支援に対し保護庁からその費用の償還を受けるものとする。 

 

 

1798.199.100. [行政制裁金および民事制裁金の併科禁止] 

 

The Agency and any court, as applicable, shall consider the good faith cooperation of the business, service provider, 

contractor, or other person in determining the amount of any administrative fine or civil penalty for a violation of 

this title.  

保護庁および裁判所は、該当する場合、CPRA 違反に対する行政制裁金または民事制裁金の額を決定する際に、

事業者・サービス提供者・契約業者その他の者の誠実な協力(good faith cooperation)を考慮しなければならない。 

A business shall not be required by the Agency, a court, or otherwise to pay both an administrative fine and a civil 

penalty for the same violation. 

事業者は、同じ違反に対しては、行政保護庁、裁判所その他により行政制裁金および民事制裁金の両方を課されな

い。 

 

 

SEC. 25. Amendment. 

SEC. 25. CPRA の改正 

 

(a) The provisions of this Act may be amended after its approval by the voters by a statute that is passed by a vote of 

a majority of the members of each house of the Legislature and signed by the Governor,  

CPRA は、州議会の上院および下院それぞれの過半数の議員により議会を通過しかつ州知事により署名された法令

により有権者により承認された後に改正することができる。 

provided that such amendments are consistent with and further the purpose and intent of this Act as set forth in 

Section 3,  

但し、当該改正は、Section 3 [CPRA の目的および趣旨]に定める CPRA の目的および趣旨に合致しかつこれを更に

促進・強化するものでなければならない。 

including amendments to the exemptions in Section 1798.145 if the laws upon which the exemptions are based are 

amended to enhance privacy and are consistent with and further the purposes and intent of this Act  
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かかる改正には、1798.145[例外規定] [CPRA の例外規定]に定める CPRA の適用が除外される根拠となる法律が、

プライバシー保護を強化しかつ CPRA の目的および趣旨に合致しかつこれを更に促進・強化するために改正される

場合に 1798.145[例外規定]の規定を改正することが含まれる。 

and amendments to address a decision of a California state or federal court holding that a provision of the Act is 

unconstitutional or preempted by federal law,  

また、かかる改正には、カリフォルニア州裁判所または連邦裁判所が、CPRA が憲法に違反しまたは連邦法により専

占されるとの判決を下した場合に、これに対応するための改正が含まれる。 

provided that any further amendments to legislation that addresses a court holding shall be subject to this 

subdivision. 

但し、これ以外の裁判所の判決に対応するための CPRA 改正は、本項に従わなくてはならない。 

 

(b) Notwithstanding Section 1798.199.25, the Legislature may authorize additional compensation for members of the 

California Consumer Privacy Agency, if it determines that it is necessary to carry out the Agency’s functions, by a 

statute that is passed by a vote of a majority of the members of each house of the Legislature and signed by the 

Governor. 

1798.199.25 にかかわらず、州議会は、保護庁の任務遂行に必要と判断した場合、州上院・州下院それぞれの過半

数の議員の賛成と州知事の署名により成立した州法に基づき、委員に追加報酬を与えることを承認できる。 

 

(c) This Section applies to all statutes amended or reenacted as part of this Act, and all provisions of such statutes, 

regardless of whether this Act makes any substantive change thereto. 

本条は、CPRA の一部として改正または再制定された全ての法令、および、これら法令の全ての規定について、

CPRA がこれらに実質的変更を生じさせるものであるか否かを問わず、適用される。 

 

(d) The provisions of this Act shall prevail over any conflicting legislation enacted after January 1, 2020.  

CPRA は 2020 年 1 月 1 日以降に成立した CPRA と抵触する如何なる法令にも優先する。 

Any amendments to this Act or any legislation that conflicts with any provision of this Act shall be null and void 

upon passage of this Act by the voters, regardless of the code in which it appears.  

この CPRA の規定に抵触する如何なる CPRA の改正または他の法令も、CPRA が有権者により成立させられた時

点で無効となる。 

Legislation shall be considered “Conflicting” for purposes of this subdivision, unless the legislation is consistent 

with and furthers the purpose and intent of this Act as set forth in Section 3. 

他の法令は、Section 3 [CPRA の目的および趣旨]に定めるこの CPRA の目的および趣旨に合致しかつこれを更に

促進・強化するものでない限り「抵触する」ものとみなされる。 

 

 

SEC. 26. Severability. 

SEC. 26. 分離可能性 

 

If any provision of this measure, or part of this measure, or the application of any provision or part to any person or 

circumstances, is for any reason held to be invalid, the remaining provisions, or applications of provisions, shall not 

be affected, but shall remain in full force and effect, and to this end the provisions of this measure are severable.  

CPRA 上のいずれかの規定が、または、CPRA 上のいずれかの規定の特定人もしくは特定状況への適用が、何らか

の理由で無効と判断された場合、CPRA の他の規定・他の者・状況への適用は、当該判断の影響を受けず完全に有

効とし、かつ、当該無効とされた規定は分離可能(severable)とする。 

If a court were to find in a final, unreviewable judgment that the exclusion of one or more entitles or activities from 

the applicability of the Act renders the Act unconstitutional, those exceptions should be severed and the Act 

should be made applicable to the entities or activities formerly exempt from the Act.  

CPRA がある者または行為について適用除外されるために CPRA が違憲であると裁判所が最終審で判断(final, 

unreviewable judgment)した場合、当該適用除外は CPRA から分離され、かつ、CPRA は以前 CPRA の適用除外で

あったかかる者または行為に適用されるものとする。 

It is the intent of the voters that this Act would have been enacted regardless of whether any invalid provision had 

been included or any invalid application had been made. 

CPRA に無効な規定が含まれまたは無効な適用があったとしても、CPRA を有効とすることが有権者の意思である。 

 

 

SEC. 27. Conflicting initiatives. 
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SEC. 27. 他の住民提案法案との関係 

 

(a) In the event that this measure and another measure addressing consumer privacy shall appear on the same 

statewide ballot, the provisions of the other measure or measures shall be deemed to be in conflict with this 

measure.  

CPRA 法案と消費者のプライバシーに関する他の住民提案法案(measure)が同じ州全体の住民投票(ballot)に付され

る場合、当該他の住民提案法案の規定は CPRA に抵触するものとみなされる。 

In the event that this measure receives a greater number of affirmative votes than a measure deemed to be in 

conflict with it, the provisions of this measure shall prevail in their entirety, and the other measure or measures 

shall be null and void. 

CPRA が CPRA に抵触するとみなされる住民提案法案よりも多くの賛成票を得た場合、CPRA の規定が全面的に優

先し当該他の住民提案法案は無効とされる。 

 

(b) If this measure is approved by the voters but superseded by law by any other conflicting measure approved by 

voters at the same election, and the conflicting ballot measure is later held invalid, this measure shall be self-

executing and given full force and effect. 

CPRA が有権者により承認されたが同じ住民投票において CPRA に抵触する他の住民提案法案に優先されもの

の、その法案が後に無効とされた場合、CPRA が自動的に成立・施行されるものとする。 

  

 

SEC. 28. Standing. 

SEC. 28. 州・州職員の CPRA 合憲性支持義務 

 

Notwithstanding any other provision of law, if the State or any of its officials fail to defend the constitutionality of 

this Act, following its approval by the voters, any other government agency of this State shall have the authority to 

intervene in any court action challenging the constitutionality of this Act for the purpose of defending its 

constitutionality,  

他の法律の規定にかかわらず、CPRA が有権者に承認された後、州または州の職員が CPRA の合憲性を防御

(defend)しない場合、州の他の政府機関は、CPRA の合憲性防御を目的とし、当該合憲性を争う訴訟に参加する

(intervene)権限を有するものとする。 

whether such action is in state or federal trial court, on appeal, or on discretionary review by the Supreme Court of 

California and/or the Supreme Court of the United States.  

なお、当該訴訟は、州裁判所または連邦裁判所、控訴審、カリフォルニア州最高裁または連邦最高裁の裁量上告審

(discretionary review)いずれであるかを問わない。 

The reasonable fees and costs of defending the action shall be a charge on funds appropriated to the California 

Department of Justice, which shall be satisfied promptly. 

上記の保護のための手数料・費用は、合理的範囲内でカリフォルニア州司法省の予算から速やかに支出されなけれ

ばならない。 

 

 

SEC. 29. Construction. 

SEC. 29. CPRA の解釈 

 

This Act shall be liberally construed to effectuate its purposes.  

CPRA は、その[法]目的を実現する(effectuate)ために自由に解釈(liberally construed)48されなければならない。 

 

 

SEC. 30. Savings Clause. 

SEC. 30. 連邦・州憲法との関係等 

 

This Act is intended to supplement federal and state law, where permissible, but shall not apply where such 

application is preempted by, or in conflict with, federal law or the California Constitution.  

CPRA は、連邦法および州法を補完する。但し、CPRA は、その適用が、連邦法またはカリフォルニア州憲法により専

占され(preempted)またはそれらと抵触する場合には適用されないものとする。 

 
48 【自由解釈("Liberal construction")】 法律の文言を、その自然な解釈の範囲内で、当該法律の目的が達成されるよう、公正かつ合理的に解釈すること等、

文言外の要素をも踏まえ自由に解釈することを意味する。（参考）(1) USLegal, (2) Duhaime's Law Dictionary 

https://definitions.uslegal.com/l/liberal-construction/
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/L/LiberalConstruction.aspx
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The provisions of the Act relating to children under 16 years of age shall only apply to the extent not in conflict 

with Children’s Online Privacy Protection Act. 

CPRA 上の 16 歳未満の児童に関する規定は、[連邦]「児童オンラインプライバシー保護法」と矛盾しない範囲でのみ

適用されるものとする。 

 

 

SEC. 31. Effective and Operative Dates. 

SEC. 31. CPRA 成立日および施行日 

 

(a) This Act shall become effective as provided in subdivision (a) of Section 10 of article II of the California 

Constitution.  

CPRA は、カリフォルニア州憲法 II-10(a)に定めるところにより成立する。[州憲法 II-10(a)により、2020 年 11 月 3 日

の CPRA への賛否を問う投票結果を州務長官が認定(宣言)し過半数の賛成が得られていれば、その認定した日の

5 日後に成立 49する。] 

Except as provided in subdivision (b), this Act shall become operative January 1, 2023, and with the exception of 

the right of access, shall only apply to personal information collected by a business on or after January 1, 2022.  

CPRA は、(b)に定める場合を除き、2023 年 1 月 1 日から施行され、アクセス権を除き、事業者が 2022 年 1 月 1 日

以降取得した個人情報にのみ適用されるものとする。 

 

(b) Subdivisions (m) and (n) of Section 1798.145, Sections 1798.160, 1798.185, 1798.199.10 through 1798.199.40, and 

1798.199.95, shall become operative on the effective date of the Act. 

以下の規定は CPRA 成立日(effective date)に施行される。 

1798.145[例外規定](m),(n)[従業員等および B2B 個人情報に関する例外規定の 2023 年 1 月 1 日までの延長]。 

1798.160[消費者プライバシー基金][「消費者プライバシー基金」設立] 

1798.185[州司法長官の規則制定義務およびカリフォルニア州プライバシー保護庁への移管メカニズム] 

1798.199.10[カリフォルニア州プライバシー保護庁の創設]～40[カリフォルニア州プライバシー保護庁の設立] 

1798.199.95[カリフォルニア州プライバシー保護庁の予算] 

 

(c) The provisions of the California Consumer Privacy Act of 2018, amended or reenacted by this Act, shall remain in 

full force and effect and shall be enforceable until the same provisions of this Act become operative and 

enforceable.  

CPRA により改正または再制定(reenacted)される CCPA の規定は、CPRA の同じ規定が施行され執行可能になるま

で、完全に有効かつ執行可能とする。 

 

 
49 【CPRA「成立」】 原文は”become effective”なので「発効」の訳もあり得るが、CPRA の「施行」(become operative)と紛らわしいことので、また、州民投票で

過半数の賛成を得た CPRA 法案が州法として正式に成立するという意味で「成立」と訳す。 


	この訳の注
	SEC. 1. 本法の名称
	SEC. 2. 認識および宣言
	SEC. 3. CPRAの目的および趣旨
	A. 消費者の権利
	B. 事業者の責任
	C. CPRAの執行
	SEC. 4. 1798.100. 個人情報取得に関する事業者の一般的義務
	SEC. 5. 1798.105. 個人情報の削除を請求する消費者の権利
	SEC. 6. 1798.106. 不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の権利
	SEC. 7. 1798.110.　どのような個人情報が取得されるかを知る消費者の権利. 個人情報アクセス権
	SEC. 8. 1798.115. どのような個人情報が誰に販売または共有されるかを知る消費者の権利
	SEC. 9. 1798.120. 個人情報の販売または共有をオプトアウトできる消費者の権利
	SEC.10. 1798.121. 機微個人情報の利用および開示の制限を請求する消費者の権利
	SEC.11. 1798.125. オプトアウトその他権利を行使したことに対する報復禁止に関する消費者の権利
	SEC.12. 1798.130. 通知・開示・訂正および削除の義務
	SEC.13. 1798.135. 個人情報の販売・共有・利用および機微個人情報の利用を制限する方法
	SEC.14. 1798.140. 定義
	SEC.15. 1798.145. 例外規定
	SEC.16. 1798.150. 個人情報セキュリティー侵害[に対する私的訴権]
	SEC.17. 1798.155. 行政執行
	SEC.18. 1798.160. 消費者プライバシー基金
	SEC.19. 1798.175. 他法との関係
	SEC. 20. 1798.180. CPRAによる専占
	SEC. 21. 1798.185. 規則
	SEC. 22. 1798.190. 脱法行為の禁止
	SEC. 23. 1798.192. 権利放棄の禁止
	SEC. 24. 1798.199.10. カリフォルニア州プライバシー保護庁の創設
	1798.199.15. [保護庁の委員の資格要件・義務]
	1798.199.20. [委員の任免]
	1798.199.25. [委員の報酬および費用]
	1798.199.30. [執行理事その他の職員]
	1798.199.35. [委員会閉会中の保護庁の代表]
	1798.199.40. [保護庁の任務]
	1798.199.45. [保護庁によるCPRA違反の調査]
	1798.199.50. [保護庁による審問開始の手続的条件]
	1798.199.55. [保護庁による審問および決定]
	1798.199.65. [保護庁の調査権限]
	1798.199.70. [保護庁による行政措置開始期限]
	1798.199.75. [保護庁による行政制裁金徴収訴訟]
	1798.199.80. [判決書発行手続]
	1798.199.85. [保護庁の決定に対する司法審査]
	1798.199.90. [州司法長官による差止および民事制裁金請求訴訟]
	1798.199.95. [保護庁および他の州機関の予算]
	1798.199.100. [行政制裁金および民事制裁金の併科禁止]
	SEC. 25. CPRAの改正
	SEC. 26. 分離可能性
	SEC. 27.　他の住民提案法案との関係
	SEC. 28. 州・州職員のCPRA合憲性支持義務
	SEC. 29. CPRAの解釈
	SEC. 30. 連邦・州憲法との関係等
	SEC. 31. CPRA成立日および施行日

