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この訳の注 
 

■ CPRA の施行規則の制定状況・成立見通し 

・ California Consumer Privacy Act of 2018(カリフォルニア州消費者プライバシー法)(CCPA)を改正・強化する

California Privacy Rights Act of 2020（2020 年カリフォルニア州プライバシー権法）(CPRA)は、2023 年 1 月１

日から全面施行され、同年 7 月１日からその執行が開始される。 

・ CPRA(185(a))上、CPRA を施行するための規則(以下｢本規則｣)の最終版は 2022 年 7 月 1 日までに採択さ

れることが規定されている。しかし、実際には、California Privacy Protection Agency(カリフォルニア州プライ

バシー保護庁)（CPRA の執行機関）(CPPA)は、同年 7 月 8 日に施行規則の 1 次案、同年 10 月 17 日に同

第 2 次案、同年 11 月 3 日に同第 3 次案を公表しそれぞれパブリックコメントに付した（参照：保護庁(CPPA)

サイト）が、この訳作成時点でまだ成立していない。 

・ このように、本規則の制定作業は大幅に遅れており、また、第 3 次案でも CPRA 上規則で制定することとさ

れている事項の一部（例えば、新設された自動意思決定・プロファイリングに関する権利の具体的内容）がカ

バーされていない。 

・ しかし、既に本規則の案も 3 次案に至っていること(CCPA 規則はほぼ第 3 次案のまま成立)、CPRA の全面

施行日は 2023 年 1 月１日でその執行開始日は同年 7 月１日に迫っていること等を考えれば、ほぼ第 3 次

案の内容で、保護庁から州行政法局(Office of Administrative Law)（OAL）に提出され、その審査・承認を経

て、早ければ、2023 年 1 月、2 月頃までには本規則が正式に成立する可能性はある。1 

 

■ この訳の原文テキスト 

・ この訳は、上記の 2022 年 11 月 3 日公表の本規則の第 3 次案(以下「本規則案」)の訳者(浅井)による私訳

である。 

 

■ 本規則・CPRA の名称と訳中での呼称 

・ 本規則案(7000(a))によれば、本規則の名称は“California Consumer Privacy Act Regulations”とされ、略称

では CCPA 規則ともいうべき名称となっている。本規則は、実際には CPRA の規則であるにもかかわらず、

このような呼称とされている理由について、保護庁の FAQ では、本規則は、CPRA により改正された

CCPA(すなわち、CPRA=改正 CCPA)の規則だからと説明している。また、これも同様の理由からと思われる

が、本規則案では、CPRA 自体も“CCPA”と略称(7001(g))し引用している。一方、CPRA の条文である“Civil 

Code 1798.xxx”については、そのまま“Civil Code 1798.xxx”としている。 

・ この訳中では、いずれにしても紛らわしくなってしまうが、原文で“CCPA”とある部分は訳でもそのまま

「CCPA」と、CPRA の条文である“Civil Code 1798.xxx”については、「CPRA 1798.xxx」のように訳している。 

 

■ この訳の自由利用 

・ 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。 

 

■ CPRA 本体の訳者による全訳・解説 

・ こちらから入手・アクセスできる。 

 

■ その他（訳の内容自体の説明） 

・ この訳は本規則案の原文(修正履歴入り)をクリーンコピーにしたものに訳者が日本語訳（私訳）を併記し、必

要に応じ脚注(訳者独自の見解が含まれる）を付したものである。訳は日本語として読み易く分かり易いこと

を優先した意訳である。 

・ 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

 
1 【CPRA 規則第 3 次案以降の見通し】  (参考) Joseph Duball "Home stretch: Finalization of CPRA regulations draws closer" Nov 7, 2022, 

IAPP 

https://cppa.ca.gov/regulations/consumer_privacy_act.html#%3A%7E%3Atext%3DOn%20July%208%2C%202022%2C%20the%2CAct%20of%202020%20(CPRA)
https://cppa.ca.gov/regulations/consumer_privacy_act.html#%3A%7E%3Atext%3DOn%20July%208%2C%202022%2C%20the%2CAct%20of%202020%20(CPRA)
https://cppa.ca.gov/regulations/pdf/20221102_mod_text.pdf
https://cppa.ca.gov/regulations/pdf/20221102_mod_text.pdf
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa#collapse7b
https://www.theunilaw2.com/cpra%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%83%85%E5%A0%B1
https://iapp.org/news/a/home-stretch-finalization-of-cpra-regulations-draws-closer/?mkt_tok=MTM4LUVaTS0wNDIAAAGH8juSzwVxfJlRV0C3nnvY0EuJIWT3q8_DcdvgkvXTIDCAuD6mVN7nI9Ez89Y_oVbCXp4-BbaVwT7x76bh2g67N8BW1w-hbdSoi02a1vA1lXm3
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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。 

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

(a) 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。 

(b) 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。 

(c) 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。 

(d) “CPRA 1798.199.10[カリフォルニア州プライバシー保護庁の創設]”のように、適宜、[  ]内にその条文の

表題名の訳または内容を表示した。 

(e) 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。 
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CALIFORNIA PRIVACY PROTECTION AGENCY 

カリフォルニア州個人情報保護庁 2 

TITLE 11. LAW 

DIVISION 6. CALIFORNIA PRIVACY PROTECTION AGENCY 

DIVISION 6. カリフォルニア州個人情報保護庁 

CHAPTER 1. CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT REGULATIONS 

CHAPTER 1. カリフォルニア州消費者プラバシー法規則3 

 

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS 

ARTICLE 1.  総   則 

 

§ 7000. Title and Scope.  

§ 7000. 本規則の名称および適用範囲 

   

(a) This Chapter shall be known as the California Consumer Privacy Act Regulations.  

本章(This Chapter)を、「カリフォルニア州消費者プライバシー法規則」という。 

It may be cited as such and will be referred to in this Chapter as “these regulations.” 

また、本章中では「本規則」ともいう。 

These regulations govern compliance with the California Consumer Privacy Act and do not limit any 

other rights that consumers may have. 

本規則は、カリフォルニア州消費者プライバシー法の遵守について定め、消費者が有する他の如何なる

権利も制限するものではない。 

(b) A violation of these regulations shall constitute a violation of the CCPA and be subject to the remedies 

provided for therein. 

本規則の違反は、CCPA4の違反に該当し、CCPAで定める救済措置が適用される。 

 

Note: Authority cited: Sections 1798.175 and 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 
1798.106, 1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.125, 1798.130,1798.135, 1798.140, 1798.145, 1798.150, 
1798.155, 1798.175, 1798.185, 1798.199.40,1798.199.45, 1798.199.50, 1798.199.55, and 1798.199.65, Civil Code. 

 

§ 7001. Definitions. 

§ 7001. 定義 

 

In addition to the definitions set forth in Civil Code section 1798.140, for purposes of these regulations: 

Civil Code(カリフォルニア州民事法典)(CPRA) 1798.1405 に規定する定義の他、本規則上、以下の用語はそ

れぞれ以下の意味を有する。 

 
2 【California Privacy Protection Agency(カリフォルニア州プラバシー保護庁)】 CPRAにより創設された機関で、CPRAに基づき、2022年4月21日

より、CPRAの施行規則(本規則)の制定権限をカリフォルニア州司法長官から移管された。 (参考) カリフォルニア州司法省Webサイト

「California Consumer Privacy Act (CCPA)」. Bloomberg Law "CCPA vs CPRA: What’s the Difference?" Updated October 28, 2022 
3 【“California Consumer Privacy Act Regulations”(「カリフォルニア州消費者プラバシー法規則」)との名称】 本規則は実質的には CPRA の規

則であるにもかかわらず、California Consumer Privacy Act (CCPA)の Regulations との名前が付けられている理由について、カリフォルニア州

司法省 Web サイト「California Consumer Privacy Act (CCPA)」では、おおよそ、以下のように説明している。CPRA は、CCPA を改正した法律

で、CPRA 1798.199.10[カリフォルニア州プライバシー保護庁の創設](a)で、保護庁に"California Consumer Privacy Act of 2018"(CCPA)を施

行・運営する全ての権限[規則制定権限を含む]および管轄権を付与している。従って、本規則は、CPRA により改正された CCPA の規則であ

る。 — 但し、CPRA の名称は CPRA 自体(SEC. 1. 本法の名称)で“California Privacy Rights Act of 2020”であると宣言している。 
4 【本規則における「CCPA」の意味】 前注の通り、CPRA は CCPA の改正法であり、本規則は CPRA の施行規則であるので、この「CCPA」とは

CPRA により改正された後の CCPA という意味と解される（従って、CPRA 本体もその施行後も CPRA とは呼ばず CCPA と呼ばれる可能性が

あるように思われる）。本規則およびこの訳上、CCPA と CPRA は同じである。 
5 【Civil Code section 1798.xxxx】 Civil Code section 1798.100 から同 1798.199.100 までの規定は、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"の中の規定である。従って、これらの規定を、訳注においては、

「CPRA 1798.xxxx」のように記載している。 

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa#collapse7b
https://pro.bloomberglaw.com/brief/the-far-reaching-implications-of-the-california-consumer-privacy-act-ccpa/
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa#collapse7b


 8 / 97 

 

 

 

(a) “Agency” means the California Privacy Protection Agency established by Civil Code section 

1798.199.10 et seq. 

「保護庁」(Agency)とは、CPRA 1798.199.10[カリフォルニア州プライバシー保護庁の創設]以下に基づき

設立されたカリフォルニア州個人情報保護庁を意味する。 

(b) “Alternative Opt-Out Link” means the alternative opt-out link that a business may provide instead of 

posting the two separate “Do Not Sell or Share My Personal Information” and “Limit the Use of My 

Sensitive Personal Information” links as set forth in Civil Code section 1798.135, subdivision(a)(3), and 

specified in section 7015. 

「代替オプトアウトリンク」(Alternative Opt-Out Link)とは、「Do Not Sell of Share My Personal 

Information」および「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクを二つ別々に掲示する

代わりに掲示できる、CPRA 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)(3)に規定され本規則7015に定める代替オプトアウトリンクを意味する。 

(c) “Attorney General” means the California Attorney General or any officer or employee of the California 

Department of Justice acting under the authority of the California Attorney General. 

「州司法長官」(Attorney General)とは、カリフォルニア州司法長官またはその権限に基づき職務を行う

カリフォルニア州司法省の役職員を意味する。 

(d) “Authorized agent” means a natural person or a business entity that a consumer has authorized to act 

on their behalf subject to the requirements set forth in section 7063. 

「委任代理人」(Authorized agent)とは、本規則7063[委任代理人]に定める要件に従い、消費者が自己

に代理する権限を付与した個人または事業体を意味する。 

(e) “Categories of sources” means types or groupings of persons or entities from which a business 

collects personal information about consumers, described with enough particularity to provide 

consumers with a meaningful understanding of the type of person or entity.  

「入手元のカテゴリー」(Categories of sources)とは、事業者がそこから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者または組織のタイプについて意味ある理解

(meaningful understanding)をすることができるよう十分な具体性をもって表現されたものを意味する。 

They may include the consumer directly, advertising networks, internet service providers, data 

analytics providers, government entities, operating systems and platforms, social networks, and data 

brokers. 

「入手元のカテゴリー」には、消費者本人、広告ネットワーク[運営者]、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]およびデー

タブローカーが含まれ得る。 

(f) “Categories of third parties” means types or groupings of third parties with whom the business shares 

personal information, described with enough particularity to provide consumers with a meaningful 

understanding of the type of third party. 

「サードパーティのカテゴリー」(Categories of third parties)とは、事業者が[消費者の]個人情報を共有す

るサードパーティ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意味ある

理解(meaningful understanding)をすることができるよう十分な詳しさをもって表現されたものを意味する。 

They may include advertising networks, internet service providers, data analytics providers, 

government entities, operating systems and platforms, social networks, and data brokers. 

「サードパーティのカテゴリー」には、広告ネットワーク[運営者]、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]およびデータブ

ローカーが含まれ得る。 

(g) “CCPA” means the California Consumer Privacy Act of 2018, Civil Code section 1798.100 et seq. 

「CCPA」とは、2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法(Civil Code section 1798.100以下)を意味

する。 

(h) “COPPA” means the Children’s Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. sections 6501 to 6506 and 

16 Code of Federal Regulations part 312. 
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「COPPA」とは、「児童オンラインプライバシー保護法」(Children’s Online Privacy Protection Act)(連邦

法)を意味する。 

(i) “Disproportionate effort” within the context of a business, service provider, contractor, or third party 

responding to a consumer request means the time and/or resources expended by the business, 

service provider, contractor, or third party to respond to the individualized request significantly 

outweighs the reasonably foreseeable impact to the consumer by not responding, taking into account 

applicable circumstances such as, the size of the business, service provider, contractor, or third party, 

the nature of the request, and the technical limitations impacting their ability to respond.  

事業者、サービス提供者、契約業者またはサードパーティが消費者の請求に対応する場合における「不

相応な努力」(Disproportionate effort)とは、これらの者が当該請求に応じるために費やす時間および/

またはリソースが、これらの者の規模、請求内容、当該事業者等の対応能力に影響を及ぼすテクノロジ

ー的限界等の個別事情(applicable circumstances)を考慮した場合、[当該請求に]応じないことにより消

費者に生じると合理的に予見される影響(不利益)を著しく上回ることを意味する。 

For example, responding to a consumer request to know may require disproportionate effort when the 

personal information that is the subject of the request is not in a searchable or readily-accessible 

format, is maintained only for legal or compliance purposes, is not sold or used for any commercial 

purpose, and there is no reasonably foreseeable material impact to the consumer by not responding.  

例えば、当該請求の対象である個人情報が、その形態上検索可能またはアクセス容易なものではなく、

法的義務またはその遵守のためにのみ保持され、かつ、如何なる商業的目的のために販売または利用

されるものでなく、また、[当該請求に]応じないことにより消費者に生じると合理的に予見される重大な

影響(不利益)がない場合には、消費者の知る権利（開示請求権）に応じることには不相応な努力を要す

る可能性がある。 

In contrast, the impact to the consumer of denying a request to correct inaccurate information that 

the business uses and/or sells may outweigh the burden on the business, service provider, contractor, 

or third party in honoring the request when the reasonably foreseeable consequence of denying the 

request would be the denial of services or opportunities to the consumer.  

これに対し、事業者が利用および/または販売する不正確な個人情報の訂正請求を拒否することによる

消費者の不利益は、当該請求の拒否が消費者に対するサービスまたは機会の提供拒否につながるこ

とが合理的に予測できる場合には、事業者、サービス提供者、契約業者またはサードパーティが当該請

求に応じるための負担を上回る可能性がある。 

A business, service provider, contractor, or third party that has failed to put in place adequate 

processes and procedures to receive and process consumer requests in accordance with the CCPA 

and these regulations cannot claim that responding to a consumer’s request requires disproportionate 

effort. 

事業者、サービス提供者、契約業者またはサードパーティは、CCPAおよび本規則に従い消費者の請求

を受理し対応するための適切な体制および手続を整備していない場合、消費者の請求に応じるには不

相応な努力を要すると主張することはできない。 

(j) “Employment benefits” means retirement, health, and other benefit programs, services, or products to 

which consumers and their dependents or their beneficiaries receive access through the consumer’s 

employer.  

「雇用給付」(Employment benefits)とは、退職、健康その他の福利厚生のプログラム、サービスまたは製

品であって、消費者およびその扶養家族(dependent)またはそれらの受益者(beneficiaries)[遺産相続人

等]が消費者の雇用者を通じ得ることができるものを意味する。 

(k) “Employment-related information” means personal information that is collected by the business about 

a natural person for the reasons identified in Civil Code section 1798.145, subdivision(m)(1).  

「雇用関連情報」(employment-related information)とは、CPRA 1798.145(m)(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、(i)求職者・従業員・取締役等から求職・雇用・取締役任務等に関連し取得する

個人情報、(ii)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、(iii)これらの者の福利厚生の
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受益者に関し取得する個人情報である。] 

The collection of employment-related information, including for the purpose of administering 

employment benefits, shall be considered a Business Purpose. 

雇用関連情報の取得(福利厚生の管理目的での取得を含む)は業務目的(Business Purpose)6とみなさ

れる。 

(l) “Financial incentive” means a program, benefit, or other offering, including payments to consumers, for 

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

「経済的インセンティブ」(Financial incentive)とは、消費者への支払等のプログラム、特典その他のオフ

ァー(offering)であって個人情報の取得、保持、販売または共有に関係するものを意味する。 

Price or service differences are types of financial incentives. 

価格・サービスの差は、経済的インセンティブの一種とする。 

(m) “First party” means a consumer-facing business with which the consumer intends and expects to 

interact7. 

「ファーストパーティ」(First party)とは、消費者に対している(facing)事業者であって、消費者がやりとりす

る(interact)ことを意図し予想している者を意味する。 

(n) “Frictionless manner” means a business’s processing of an opt-out preference signal that complies 

with the requirements set forth in section 7025, subsection (f). 

「負担の少ない方法」(Frictionless manner)とは、本規則7025(f)に定める要件に適合する事業者による

オプトアウト設定シグナルへの対応を意味する。 

(o) “Information Practices” means practices regarding the collection, use, disclosure, sale, sharing, and 

retention of personal information. 

「個人情報取扱実務」(Information Practices)とは、個人情報の取得、利用、開示、販売、共有および保

持に関する実務(practices)を意味する。 

(p) “Nonbusiness” means a person or entity that does not meet the definition of a “business” as defined 

in Civil Code section 1798.140, subdivision(d). 

「非事業者」(Nonbusiness)とは、CPRA 1798.140(d)に定義する「事業者」の定義に該当しない者または事

業体を意味する。 

For example, non-profits and government entities are Nonbusinesses because “business” is defined, 

among other things, to include only entities “organized or operated for the profit or financial benefit of 

its shareholders or other owners.” 

例えば、「事業者」には「その株主その他の所有者の利益または経済的利益のために組織または運営

される」団体のみを含むと定義されているから、非営利団体および政府機関は「非事業者」に該当する。 

(q) “Notice at Collection” means the notice given by a business to a consumer at or before the point at 

which a business collects personal information from the consumer as required by Civil Code section 

1798.100, subdivision(b), and specified in these regulations. 

「取得時通知」(Notice at Collection)とは、事業者が消費者から個人情報を取得する時・場所またはその

前の時・場所で(at or before the point of collection)8CPRA 1798.100[個人情報取得に関する事業者の

 
6 【業務目的(Business Purpose)/ 商業目的(business or commercial purpose)】 「業務目的」(Business Purpose)は、CPRA 140(e)で定義される

用語で、CPRA140(g)で定義される「商業目的」(Commercial purposes)とは区別して用いられている。大まかにいえば、業務目的は、事業者か

らサービス提供者または契約業者への個人情報開示目的として認められる範囲内の目的、商業目的は、業務目的以外の事業者の(経済的

利益を図る)目的であり、商業目的での個人情報の開示=個人情報の「販売」または「共有」（クロスコンテキスト行動広告目的での開示）と考え

られる。 
7 【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。 
8  【個人情報を取得する時・場所またはその前の時・場所で(at or before the point of collection)】 個人情報の取得行為が、オンライン上での

個人情報取得等、通知と個人情報取得が時間的に近接している場合および店舗内のレジ近く等での個人情報取得等場所的に近接している

場合の両方を含む（「趣旨」）。 — 「趣旨」は、2020 年 6 月 1 日に、カリフォルニア州司法長官室(Office of the Attorney General)(OAG)が

CCPA 規則最終案とともに公表した“Final Statement of Reasons”（CCPA 規則最終案の修正趣旨理由説明書）である。 

https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/ccpa-fsor.pdf
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/ccpa-fsor.pdf
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/ccpa-fsor.pdf
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一般的義務](b)により消費者に対し行うことを要する通知であって本規則で定めるものを意味する。 

(r) “Notice of Right to Limit” means the notice given by a business informing consumers of their right to 

limit the use or disclosure of the consumer’s sensitive personal information as required by Civil Code 

sections 1798.121 and 1798.135 and specified in these regulations. 

「制限請求権の通知」(Notice of Right to Limit)とは、CPRA 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]により、事業者が消費者に対し、消費者の機微個人情報の利用または開示の制

限を請求する権利について情報提供するために行うことを要する通知であって本規則で定めるものを意

味する。 

(s) “Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing” means the notice given by a business informing 

consumers of their right to opt-out of the sale or sharing of their personal information as required by 

Civil Code sections 1798.120 and 1798.135 and specified in these regulations. 

「販売/共有オプトアウト権の通知」(Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing)とは、CPRA 

1798.120[消費者の個人情報販売/共有オプトアウト権]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]により、事業者が消費者に対し、消費者の個人情報販売/共

有オプトアウト権について情報提供するために行うことを要する通知であって本規則で定めるものを意

味する。 

(t) “Notice of Financial Incentive” means the notice given by a business explaining each financial 

incentive or price or service difference as required by Civil Code section 1798.125, subdivision(b), and 

specified in these regulations. 

「経済的インセンティブの通知」(Notice of Financial Incentive)とは、CPRA 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](b)により事業者が経済的インセンティブ

または価格・サービスの差を説明するために行うことが義務付けられている通知であって本規則で定め

るものを意味する。 

(u) “Opt-out preference signal” means a signal that is sent by a platform, technology, or mechanism, on 

behalf of the consumer, that communicates the consumer choice to opt-out of the sale and sharing of 

personal information and that complies with the requirements set forth in section 7025, subsection (b). 

「オプトアウト設定シグナル」(Opt-out preference signal)とは、消費者に代わり、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、個人情報の販売および共有をオプトアウトする消費者の選

択を知らせるシグナルで、本規則7025(b)に定める要件に適合するものを意味する。 

(v) “Price or service difference” means (1) any difference in the price or rate charged for any goods or 

services to any consumer related to the collection, retention, sale or sharing of personal information, 

or (2)any difference in the level or quality of any goods or services offered to any consumer related to 

the collection, retention, sale, or sharing of personal information, including the denial of goods or 

services to the consumer. 

「価格・サービスの差」(Price or service difference)とは、(1)個人情報の取得、保持、販売または共有に

関連し消費者に請求される商品・サービスの価格・料金の差、または、(2)個人情報の取得、保持、販売

または共有に関連し消費者に提供される商品・サービスのレベルまたは質・内容(quality)の差(その提供

の拒否を含む)を意味する。 

(w) “Privacy policy,” as referred to in Civil Code section 1798.130, subdivision(a)(5), means the statement 

that a business shall make available to consumers describing the business’s online and offline 

Information Practices, and of the rights of consumers regarding their own personal information. 

「プライバシーポリシー」(Privacy policy)とは、CPRA 1798.130(a)(5)で言及されている通り、事業者が自

己のオンラインおよびオフラインでの個人情報取扱実務並びに消費者の自己の個人情報に関する権利

について説明したもので消費者が閲覧・入手(make available)できるようにしたものを意味する。 

(x) “Request to correct” means a consumer request that a business correct inaccurate personal 

information that it maintains about the consumer, pursuant to Civil Code section 1798.106. 

「訂正請求」(Request to correct)とは、事業者が保持する不正確な個人情報について、CPRA 

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、その訂正を求める当該消費者に
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よる請求を意味する。 

(y) “Request to delete” means a consumer request that a business delete personal information about the 

consumer that the business has collected from the consumer, pursuant to Civil Code section 1798.105. 

「削除請求」(Request to delete)とは、事業者が消費者から取得した個人情報について、CPRA 

1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利]に従い、その削除を求める当該消費者による請求

を意味する。 

(z) “Request to know” means a consumer request that a business disclose personal information that it 

has collected about the consumer pursuant to Civil Code sections 1798.110, or 1798.115.  

「開示請求」(Request to know)とは、事業者が消費者から取得した個人情報について、CPRA 

1798.110[個人情報取得に関する事業者の一般的義務]またはCPRA 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]に従い、その開示を求める当該消費者による請求

を意味する。 

It includes a request for any or all of the following: 

「開示請求」には、以下のいずれか一つまたは全部の開示請求が含まれる。 

(1) Specific pieces of personal information that a business has collected about the consumer; 

事業者が取得した消費者の個人情報そのもの(specific pieces) 

(2) Categories of personal information it has collected about the consumer;  

事業者が取得した消費者の個人情報のカテゴリー 

(3) Categories of sources from which the personal information is collected; 

消費者の個人情報の入手元(sources)のカテゴリー 

(4) Categories of personal information that the business sold or disclosed for a business purpose 

about the consumer; 

事業者が販売しまたは業務目的(business purpose)で開示した消費者の個人情報のカテゴリー 

(5) Categories of third parties to whom the personal information was sold or disclosed for a business 

purpose; and 

事業者が消費者の個人情報を販売しまたは業務目的(business purpose)で開示した[その開示先

の]サードパーティ のカテゴリー 

(6) The business or commercial purpose for collecting or selling personal information. 

個人情報の取得または販売の業務目的または商業目的(business or commercial purpose)9。 

(aa) “Request to limit” means a consumer request that a business limit the use and disclosure of the 

consumer’s sensitive personal information, pursuant to Civil Code section 1798.121, subdivision(a). 

「制限請求」(Request to know)とは、消費者の機微個人情報について、CPRA 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)に従い、事業者にその利用および開示の制限を

求める当該消費者による請求を意味する。 

(bb) “Request to opt-in to sale/sharing” means an action demonstrating that the consumer has consented 

to the business’s sale or sharing of personal information about the consumer by a parent or guardian 

of a consumer less than 13 years of age, or by a consumer at least 13 years of age. 

「販売/共有オプトイン請求」(Request to opt-in to sale/sharing)とは、13歳未満の消費者の親または保

護者または13歳以上の消費者(本人)による、事業者による消費者の個人情報の販売または共有に当

該消費者が同意したことを示す行為をいう。 

(cc) “Request to opt-out of sale/sharing” means a consumer request that a business neither sell nor share 

the consumer’s personal information to third parties, pursuant to Civil Code section 1798.120, 

subdivision(a). 

「販売/共有オプトアウト請求」(Request to opt-out of sale/sharing)とは、CPRA 1798.120[個人情報の販

 
9 【業務目的(Business Purpose)/ 商業目的(business or commercial purpose)】 「業務目的」(Business Purpose)は、CPRA 140(e)で定義される

用語で、CPRA140(g)で定義される「商業目的」(Commercial purposes)とは区別して用いられている。大まかにいえば、業務目的は、事業者か

らサービス提供者または契約業者への個人情報開示目的として認められる範囲内の目的、商業目的は、業務目的以外の事業者の(経済的

利益を図る)目的であり、商業目的での個人情報の開示=個人情報の「販売」または「共有」（クロスコンテキスト行動広告目的での開示）と考え

られる。 
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売または共有をオプトアウトできる消費者の権利](a)に従い、事業者が消費者の個人情報をサードパー

ティに販売または共有しないことを求める当該消費者による請求を意味する。 

(dd) “Right to correct” means the consumer’s right to request that a business correct inaccurate personal 

information that it maintains about the consumer as set forth in Civil Code section 1798.106. 

「訂正請求権」(Right to correct)とは、CPRA 1798.106[不正確な個人情報の訂正を請求する消費者の

権利]に規定される、事業者が保持する消費者の不正確な個人情報を訂正するよう請求する消費者の

権利を意味する。 

(ee) “Right to delete” means the consumer’s right to request that a business delete any personal 

information about the consumer that the business has collected from the consumer as set forth in 

Civil Code section 1798.105. 

「削除請求権」(Right to delete)とは、CPRA 1798.105[個人情報の削除を請求する消費者の権利]に規定

される、事業者が消費者から取得した消費者の個人情報の削除を請求する消費者の権利を意味する。 

(ff) “Right to know” means the consumer’s right to request that a business disclose personal information 

that it has collected, sold, or shared about the consumer as set forth in Civil Code sections 1798.110 

and 1798.115. 

「知る権利（開示請求権）」(Right to know)とは、CPRA 1798.110[個人情報取得に関する事業者の一般

的義務]およびCPRA 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]に規定される、事業者が取得、販売または共有した消費者の個人情報の開示を請求する消費者の

権利を意味する。 

(gg) “Right to limit” means the consumer’s right to request that a business limit the use and disclosure of 

a consumer’s sensitive personal information as set forth in Civil Code section 1798.121. 

 「制限請求権」(Right to limit)とは、CPRA 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]に規定される、消費者の機微個人情報の利用および開示を制限するよう事業者に請求

する消費者の権利を意味する。 

(hh) “Right to opt-out of sale/sharing” means the consumer’s right to direct a business that sells or 

shares personal information about the consumer to third parties to stop doing so as set forth in Civil 

Code section 1798.120. 

「販売/共有オプトアウト権」(Right to opt-out of sale/sharing)とは、CPRA 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]に規定される、消費者の個人情報をサードパーティに販売

または共有する事業者に対し、その停止を指示する消費者の権利をいう。 

(ii) “Signed” means that the written attestation, declaration, or permission has either been physically 

signed or provided electronically in accordance with the Uniform Electronic Transactions Act, Civil 

Code section 1633.1 et seq. 

「署名された」(Signed)とは、証明書(attestation)、宣誓書(declaration)または承諾書(permission)に、対

面・物理的にまたは「カリフォルニア州統一電子取引法」(Uniform Electronic Transactions Act )10に従い

電子的に署名がなされていることを意味する。 

(jj) “Third-party identity verification service” means a security process offered by an independent third 

party that verifies the identity of the consumer making a request to the business.  

「サードパーティ本人確認サービス」(Third-party identity verification service)11とは、独立サードパーテ

ィが提供するセキュリティ手続であって、事業者に対し[CPRA上の権利に基づく]請求を行う消費者の本

 
10  【「カリフォルニア州統一電子取引法」(Uniform Electronic Transactions Act)】 Civil Code section 1633.7 以下。 1633.7 には以下の通り規定

されている。(a)記録または署名は、それが電子的なもの(electronic form)であるというだけでは、その法的効力または強制力を否定してはなら

ない。(b)契約は、電子的記録により締結されたというだけでは、その法的効力または強制力を否定してはならない。(c)法上記録が書面により

なされることが要求されている場合、電子的記録はこの要件を満たす。(d)法上署名が要求されている場合、電子的署名はこの要件を満たす。 
11  【サードパーティ本人確認サービス(third-party identity verification service)】 銀行に対するKYC (know-your-customer) およびAML (anti-

money-laundering regulations)規制等、企業が取引を適切な者と行うためにサードパーティが提供する本人確認サービス。取引申込者の提出

した政府発行ID等の個人情報と、選挙人登録簿、携帯電話会社のデータ等とのマッチング結果を提供するサービス。(参考)Tony Raval "How 

To Choose The Best ID Verification Provider For Your Business" Forbes, Dec 27, Wikipedia “Identity verification service”   (例)本人確認

サービス提供事業者の例) OneTrust(プライバシー・セキュリティ関連サービス提供業者), Acxiom(有力データブローカー), LexisNexis Risk 

Solutions 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1633.7.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1633.7.
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/12/27/how-to-choose-the-best-id-verification-provider-for-your-business/#1cf823ab5d7c
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/12/27/how-to-choose-the-best-id-verification-provider-for-your-business/#1cf823ab5d7c
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_verification_service#Application
https://www.onetrust.com/ccpa-id-verification/
https://www.acxiom.com/what-we-do/identity-verification-authentication/
https://risk.lexisnexis.com/our-technology/lexid
https://risk.lexisnexis.com/our-technology/lexid
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人確認を行う(verifies the identity)ものを意味する。 

Third-party identity verification services are subject to the requirements set forth in Article 5 

regarding requests to delete, requests to correct, or requests to know. 

「サードパーティ本人確認サービス」は、削除請求、訂正請求または開示請求に関し、本規則Article 

5[消費者の本人確認]に定める要件を満たすものでなければならない。 

(kk) “Unstructured” as it relates to personal information means personal information that is not organized 

in a pre-defined manner and could not be retrieved or organized in a pre-defined manner without 

disproportionate effort on behalf of the business, service provider, contractor, or third party. 

個人情報に関して「非構造化」(Unstructured)とは、予め定められた方法で整理されておらず、不相応な

努力をしなければ、事業者、サービス提供者、契約業者またはサードパーティにとって、予め定められた

方法で検索または整理することができない個人情報を意味する。 

(ll) “Value of the consumer’s data” means the value provided to the business by the consumer’s data as 

calculated under section 7081. 

「消費者のデータの価値」(value of the consumer’s data)とは、本規則7081[消費者のデータの価値の

算定]に基づき算定される、事業者にとっての消費者のデータの価値を意味する。  

(mm) “Verify” means to determine that the consumer making a request to delete, request to correct, or 

request to know is the consumer about whom the business has collected information, or if that 

consumer is less than 13 years of age, the consumer’s parent or legal guardian. 

「本人確認をする」(verify)とは、削除請求、訂正請求または開示請求を行う消費者が、事業者がその個

人情報を取得した消費者本人であること(または消費者が13歳未満の場合はその親もしくは法律上の保

護者であること)を確認することを意味する。 

 

Note: Authority cited: Sections 1798.175 and 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 
1798.106, 1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.125, 1798.130,1798.135, 1798.140, 1798.145, 
1798.150, 1798.155, 1798.175, 1798.185, 1798.199.40,1798.199.45, 1798.199.50, 1798.199.55, and 1798.199.65, 
Civil Code. 

 

§ 7002. Restrictions on the Collection and Use of Personal Information. 

§ 7002. 個人情報の取得および利用の制限 

 

(a) In accordance with Civil Code section 1798.100, subdivision (c), a business’s collection, use, retention, 

and/or sharing of a consumer’s personal information shall be reasonably necessary and proportionate 

to achieve: 

CPRA 1798.100[個人情報取得に関する事業者の一般的義務](c)に従い、事業者による消費者の個人情

報の取得、利用、保持および/または共有は、以下の目的達成に合理的に見て必要かつ比例する範囲

内の(proportionate)ものでなければならない。 

(1) The purpose(s)for which the personal information was collected or processed, which shall comply 

with the requirements set forth in subsection (b). 

個人情報が取得または処理された目的であって、(b)に定める要件に適合するもの。 

(2) Another disclosed purpose that is compatible with the context in which the personal information 

was collected, which shall comply with the requirements set forth in subsection (c). 

[上記(a)(1)以外の]他の[消費者に取得時通知等により]開示された(disclosed)目的であって、個人情

報が取得された状況(context)に適合し(compatible with)、かつ、(c)に定める要件に適合するもの。 

(b) The purpose(s) for which the personal information was collected or processed shall be consistent with 

the reasonable expectations of the consumer(s) whose personal information is collected or processed. 

個人情報が取得または処理された目的は、その個人情報が取得・処理される当該消費者の合理的な予

想(expectations)に一致するものでなければならない。 

The consumer’s reasonable expectations concerning the purpose for which their personal information 

will be collected or processed shall be based on the following: 
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個人情報が取得または処理される目的に関する消費者の合理的な予想は、以下に基づき判断されなけ

ればならない。 

(1) The relationship between the consumer(s) and the business.  

消費者と事業者の関係。 

For example, if the consumer is intentionally interacting with the business on its website to 

purchase a good or service, the consumer likely expects that the purpose for collecting or 

processing the personal information is to provide that good or service.  

例えば、消費者は、商品・サービスを購入するために、そのWebサイト上で意図して事業者とやりとり

している(interacting with)場合、個人情報の取得または処理の目的がその商品・サービスを提供す

るためであると予想するであろう。 

By contrast, for example, the consumer of a business’s mobile flashlight application would not 

expect the business to collect the consumer’s geolocation information to provide the flashlight 

service. 

これに対し、例えば、事業者のモバイル懐中電灯アプリ[以下この訳中において「アプリケーション」お

よび「モバイルアプリケーション」を「アプリ」と略す]の消費者は、事業者が懐中電灯サービスを提供

するために消費者の位置情報を取得することは予想しないであろう。 

(2) The type, nature, and amount of personal information that the business seeks to collect or process.  

事業者が取得または処理しようとする個人情報のタイプ、性質および量。 

For example, if a business’s mobile communication application requests access to the consumer’s 

contact list in order to call a specific individual, the consumer who is providing their contact list 

likely expects that the purpose of the business’s use of that contact list will be to connect the 

consumer with the specific contact they selected.  

例えば、事業者のモバイル通信アプリが、特定の個人に電話をかけるために消費者の連絡先リスト

へのアクセスを求める場合、その連絡先リストを提供する消費者は、事業者による当該連絡先リスト

の利用の目的が、消費者を消費者の選択した連絡先に接続することであると予想するであろう。 

Similarly, if a business collects the consumer’s fingerprint in connection with setting up the 

security feature of unlocking the device using the fingerprint, the consumer likely expects that the 

business’s use of the consumer’s fingerprint is only for the purpose of unlocking their mobile 

device. 

同様に、事業者が、指紋を利用してデバイスのロックを解除するセキュリティ機能の設定に関連して

消費者の指紋を取得する場合、消費者は、事業者による消費者の指紋の利用が携帯デバイスのロ

ックを解除する目的のみであることを予想するであろう。 

(3) The source of the personal information and the business’s method for collecting or processing it.  

個人情報の入手元およびそれを取得または処理するために事業者が用いる方法。 

For example, if the consumer is providing their personal information directly to the business while 

using the business’s product or service, the consumer likely expects that the business will use the 

personal information to provide that product or service.  

例えば、消費者が事業者の製品・サービスを利用する際に、直接事業者にその個人情報を提供す

る場合、消費者は、事業者がその製品・サービスを提供するために個人情報を利用することを予想

するであろう。 

However, the consumer may not expect that the business will use that same personal information 

for a different product or service offered by the business or the business’s subsidiary. 

しかし、消費者は、事業者が同じ個人情報を、当該事業者またはその子会社が提供する他の製品・

サービスのために利用することまでは予想していない可能性がある。 

(4) The specificity, explicitness, prominence, and clarity of disclosures to the consumer(s) about the 

purpose for collecting or processing their personal information, such as in the Notice at Collection 

and in the marketing materials to the consumer(s) about the business’s good or service.  

消費者の個人情報を取得または処理する目的についての消費者への開示内容(例えば、取得時通
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知、および、事業者の商品・サービスに関する消費者向けマーケティング資料等)の具体性、明示性、

顕著性および明確性。 

For example, the consumer that receives a pop-up notice that the business wants to collect the 

consumer’s phone number to verify their identity when they log in likely expects that the business 

will use their phone number for the purpose of verifying the consumer’s identity and not for 

marketing purposes. 

例えば、消費者は、ログイン時の本人確認のため、事業者から消費者の電話番号を取得したいとい

うポップアップ通知を受領した場合、事業者がマーケティング目的ではなく消費者の本人確認をする

目的で当該電話番号を利用することを予想するであろう。 

Similarly, the consumer may expect that a mobile application that markets itself as a service that 

finds cheap gas close to the consumer will collect and use the consumer’s geolocation information 

for that specific purpose when they are using the service. 

同様に、消費者は、消費者の近くで安いガソリン[販売所]を見つけるサービスとして宣伝されている

アプリが、そのサービス利用中、その目的のために消費者の位置情報を取得し利用することを予想

するであろう。 

(5) The degree to which the involvement of service providers, contractors, third parties, or other 

entities in the collecting or processing of personal information is apparent to the consumer(s).  

個人情報の取得または処理におけるサービス提供者、契約業者、サードパーティその他の者の関

与が、消費者にとってどの程度明白か。 

For example, the consumer likely expects an online retailer’s disclosure of the consumer’s name 

and address to a delivery service provider in order for that service provider to deliver a purchased 

product, because that service provider’s involvement is apparent to the consumer.  

例えば、消費者は、オンライン小売業者が、購入製品を配送業者が配送するために、消費者の名前

および住所を配送業者に開示することは、消費者にとり配送業者が関与することは明らかだから、

予想しているであろう。 

By contrast, the consumer may not expect the disclosure of personal information to a service 

provider if the consumer is not directly interacting with the service provider or the service 

provider’s role in the processing is not apparent to the consumer. 

これに対し、消費者がサービス提供者と直接やりとりしていない場合または[個人情報の]処理にお

けるサービス提供者の役割が消費者にとり明らかでない場合、消費者は、サービス提供者への個人

情報の開示を予想していない可能性がある。 

(c) Whether another disclosed purpose is compatible with the context in which the personal information was 

collected shall be based on the following: 

[上記(a)(2)の]他の開示された目的が、個人情報が取得された状況に適合する(compatible)か否かは、以

下に基づき判断されなければならない。 

(1) At the time of collection of the personal information, the reasonable expectations of the 

consumer(s) whose personal information is collected or processed concerning the purpose for 

which their personal information will be collected or processed, based on the factors set forth in 

subsection (b). 

個人情報の取得時に、上記(b)に定める要素に基づき、その個人情報が取得または処理される消費

者の、当該個人情報の取得または処理目的に関する合理的な予想。 

(2) The other disclosed purpose for which the business seeks to further collect or process the 

consumer’s personal information, including whether it is a Business Purpose listed in Civil Code 

section 1798.140, subdivisions (e)(1) through (e)(8). 

事業者が消費者の個人情報を更に取得または処理する他の開示された目的(CPRA 1798.140、

(e)(1)～(e)(8)に定める業務目的か否かを含む)。 

(3) The strength of the link between subsection (c)(1) and subsection (c)(2).  

上記(c)(1)および(c)(2)間の関連性の強さ。 
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For example, a strong link exists between the consumer’s expectations that the personal 

information will be used to provide them with a requested service at the time of collection, and the 

use of the information to repair errors that impair the intended functionality of that requested 

service.  

例えば、個人情報がその取得時に[消費者が]要求したサービス提供のために利用されるという消費

者の予想と、要求したサービスの意図された機能を損なうエラーを修復するための当該個人情報の

利用との間には、強い関連性が存在する。 

This would weigh in favor of compatibility.  

これは、[他の開示された目的が取得された状況に適合するという]適合性(compatibility)の存在の判

定上有利に働くであろう。 

By contrast, for example, a weak link exists between the consumer’s reasonable expectations that 

the personal information will be collected to provide a requested cloud storage service at the time 

of collection, and the use of the information to research and develop an unrelated facial recognition 

service. 

これに対し、例えば、個人情報の取得時に、[消費者が]要求したクラウドストレージサービス提供の

ために個人情報が取得されるという消費者の合理的な予想と、同サービスとは無関係な顔認識サー

ビスの研究開発のために個人情報が利用されることとの間には弱い関連性しかない。 

(d) For each purpose identified in subsection (a)(1) or (a)(2), the collection, use, retention, and/or sharing of 

a consumer’s personal information to achieve that purpose shall be reasonably necessary and 

proportionate.  

上記(a)(1)または(a)(2)に定める各目的に関し、各目的を達成するための消費者の個人情報の取得、利用、

保持および/または共有は、合理的に見て必要かつ比例的な範囲内のものでなければならない。 

The business’s collection, use, retention, and/or sharing of a consumer’s personal information shall 

also be reasonably necessary and proportionate to achieve any purpose for which the business obtains 

the consumer’s consent in compliance with subsection (e). 

事業者による消費者の個人情報の取得、利用、保持および/または共有は、事業者が次の(e)に従い消

費者の同意を得た目的の達成にも、合理的に見て必要かつ比例的な範囲内のものでなければならない。 

Whether a business’s collection, use, retention, and/or sharing of a consumer’s personal information is 

reasonably necessary and proportionate to achieve the purpose identified in subsection (a)(1) or (a)(2) 

shall be based on the following: 

事業者による消費者の個人情報の取得、利用、保持および/または共有が、(a)(1)または(a)(2)に定める

目的を達成するために合理的に見て必要かつ比例的な範囲内のものか否かは、以下に基づき判断しな

ければならない。 

(1) The minimum personal information that is necessary to achieve the purpose identified in subsection 

(a)(1) or (a)(2), or any purpose for which the business obtains consent. 

上記(a)(1)または(a)(2)に定める目的、または、事業者が同意を得た目的を達成するために必要な最

小限の個人情報。 

For example, to complete an online purchase and send an email confirmation of the purchase to the 

consumer, an online retailer may need the consumer’s order information, payment and shipping 

information, and email address.  

例えば、オンライン小売業者は、オンライン購入を完了させ購入確認の電子メールを消費者に送信

するため、当該消費者の注文情報、支払情報、配送情報および電子メールアドレスを必要とする場

合がある。 

(2) The possible negative impacts on consumers posed by the business’s collection or processing of 

the personal information. 

事業者による個人情報の取得または処理により消費者に生じ得る負の影響。 

For example, a possible negative impact of collecting precise geolocation information is that it may 

reveal other sensitive personal information about the consumer, such as health information based 
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on visits to healthcare providers. 

例えば、高精度位置情報(precise geolocation)12を取得する場合、医療機関への訪問[履歴]に基づ

き、健康関連情報等、消費者に関する他の機微個人情報が明らかになるという負の影響が生じ得る。 

(3) The existence of additional safeguards for the personal information to specifically address the 

possible negative impacts on consumers considered by the business in subsection (d)(2).  

上記(d)(2)の消費者に生じ得る負の影響に対処するため、事業者が講じる個人情報の追加的保護

措置。 

For example, a business may consider encryption or automatic deletion of personal information 

within a specific window of time as potential safeguards.  

例えば、かかる保護措置として、個人情報の暗号化または一定期間内の自動削除が考えられる。 

(e) A business shall obtain the consumer’s consent in accordance with section 7004 before collecting or 

processing personal information for any purpose that does not meet the requirements set forth in 

subsection (a).  

事業者は、上記(a)に定める要件を満たさない目的で個人情報を取得または処理する場合には、事前に、

本規則7004[CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件]に従い、消費者の同意を得なけれ

ばならない 

(f) A business shall not collect categories of personal information other than those disclosed in its Notice 

at Collection in accordance with the CCPA and section 7012.  

事業者は、CCPAおよび本規則7012[個人情報の取得時通知]に従い、取得時通知において開示された

以外の個人情報のカテゴリーを取得してはならない。 

If the business intends to collect additional categories of personal information or intends to use the 

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

the personal information was collected, the business shall provide a new Notice at Collection.  

事業者は、他のカテゴリーの個人情報を取得しようとする場合または開示された個人情報の取得目的に

適合しない他の目的のために個人情報を利用しようとする場合、新たに取得時通知をしなければならな

い。 

However, any additional collecting or processing of personal information shall comply with subsection (a). 

但し、如何なる個人情報の追加的な取得または処理も、上記(a)を遵守して行わなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.106, 1798.121, 
1798.130, 1798.135 and 1798.185, Civil Code. 

 

§ 7003. Requirements for Disclosures and Communications to Consumers. 

§ 7003. 消費者に対する開示とコミュニケーションの要件 

 

(a) Disclosures and communications to consumers shall be easy to read and understandable to consumers.  

[プライバシーポリシー/各種通知等による事業者から]消費者に対する開示またはコミュニケーションは、

消費者にとり読み易く理解し易いものでなければならない。 

For example, they shall use plain, straightforward language and avoid technical or legal jargon. 

例えば、平易かつ直接的な(straightforward)な言葉を用い専門用語または法律用語を用いてはならない。 

(b) Disclosures required under Article 2 shall also: 

本規則Article 2[消費者に対する必要な開示]に基づき要求される開示は、更に以下の要件を満たさなけ

ればならない。 

(1) Use a format that makes the disclosure readable, including on smaller screens, if applicable. 

読み易い形式を用いなければならない（表示画面が小さい場合も含む）。 

 
12 【「高精度位置情報」(precise geolocation)】 「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。

(CPRA 1798.140(w)) 
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(2) Be available in the languages in which the business in its ordinary course provides contracts, 

disclaimers, sale announcements, and other information to consumers in California. 

事業者が通常の業務の過程でカリフォルニア州内の消費者に提示する契約条項、責任制限条項

(disclaimers)、販売告知(sale announcements)その他情報で用いられている言語[英語、スペイン語、

中国語等と思われる13]で通知しなければならない。 

(3) Be reasonably accessible to consumers with disabilities.  

障害者も開示情報を知ることができる合理的措置が講じられること。14 

For notices provided online, the business shall follow generally recognized industry standards, such 

as the Web Content Accessibility Guidelines, version 2.1 of June 5, 2018, from the World Wide Web 

Consortium, incorporated herein by reference.  

事業者は、通知をオンライン上で行う場合、World Wide Web ConsortiumのWeb Content Accessibility 

Guidelines(version 2.1 of June 5, 2018)15等の一般に受入れられている業界標準に従わなければなら

ない。 

In other contexts, the business shall provide information on how a consumer with a disability may 

access the policy in an alternative format. 

事業者は、上記[の通知をオンライン上で行う場合]以外の場合、障害者が他の形式で当該情報を知

ることができる方法に関し情報提供しなければならない。 

(c) For websites, a conspicuous link required under the CCPA or these regulations shall appear in a similar 

manner as other similarly-posted links used by the business on its Homepage(s). 

Webサイトの場合、CCPAまたは本規則上要求される目立つ(conspicuous)リンクは、事業者がそのホーム

ページで利用している他の同様のリンクと同様の方法で表示されなければならない。 

For example, the business shall use a font size and color that is at least the approximate size or color 

as other links next to it that are used by the business on its Homepage(s). 

例えば、事業者は、そのリンクについて、事業者がそのホームページで利用している、そのリンクに隣接

する他のリンクと少なくとも同じ大きさ、色のフォントを使わなければならない。 

(d) For mobile applications, a conspicuous link shall be included in the business’s privacy policy, which 

must be accessible through the mobile application’s platform page or download page.  

アプリの場合は、その目立つリンクが事業者のプライバシーポリシー中に含まれ、かつ、それ[プライバシ

ーポリシー]が、アプリのプラットフォームページまたはダウンロードページからアクセスできなければなら

ない。 

It may also be accessible through a link within the application, such as through the application’s 

settings menu.  

それ[プライバシーポリシー]は、アプリの設定メニュー等、アプリ内のリンクからアクセスできるものであっ

てもよい。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.125, 1798.130 and 1798.135, Civil 

Code. 

 

§ 7004. Requirements for Methods for Submitting CCPA Requests and Obtaining Consumer Consent. 

 
13 【消費者に対する通知の言語】 （参考） カリフォルニア州では、消費者との製品・サービスのクレジット販売、ローン、1 か月超のアパート賃貸、

弁護士報酬契約等の交渉において主にスペイン語、中国語、タガログ語、ベトナム語または韓国語が用いられる場合、消費者が他の者と相

談できるようにとの趣旨で、事業者は、それらの契約締結前に、これら言語による契約書案の翻訳を消費者に提供しなければならない(1632)。

事業者がこれに違反した場合、消費者は当該契約を取消すことができる(1688 等)。（参考資料） State of California “Foreign Language 

Translation of Consumer Contracts: Legal Guide K-4” May 2012 
14 【障害者への通知方法】 例えば、オンラインの場面では視覚障害者向けの音声読上げ／拡大表示／色彩変更機能等が考えられる。 
15 【World Wide Web Consortium の Web Content Accessibility Guidelines(version 2.1 of June 5, 2018)】 (「趣旨」) WCAG は、デスクトップ／ラ

ップトップ／タブレットおよびモバイルデバイス上で Web コンテンツにアクセスできるようにするためのガイドラインで、個人・組織・各国政府の

ニーズを満たす Web コンテンツのアクセシビリティの標準を定めることを目的とし、世界中の個人・組織の協力により開発されてきた。WCAG

は 1999 年に第 1 版が発行されて以来米国における Web アクセシビリティの主な標準となっている。 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1632.&lawCode=CIV
https://www.dca.ca.gov/publications/legal_guides/k_4.shtml
https://www.dca.ca.gov/publications/legal_guides/k_4.shtml
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/ccpa-fsor.pdf
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§ 7004. CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件 

 

(a) Except as expressly allowed by the CCPA and these regulations, businesses shall design and implement 

methods for submitting CCPA requests and obtaining consumer consent that incorporate the following 

principles. 

CCPAおよび本規則で明示的に認められている場合を除き、事業者は、CCPA上の請求を行いおよび消

費者の同意を得るための方法を、以下の原則を組み込んで設計および実施しなければならない。 

(1) Easy to understand.  

理解し易いこと。 

The methods shall use language that is easy for consumers to read and understand.  

この方法では、消費者が読み易く、理解し易い言葉を使わなければならない。 

When applicable, they shall comply with the requirements for disclosures to consumers set forth in 

section 7003. 

該当する場合には、本規則7003[消費者に対する開示とコミュニケーションの要件]に定める消費者

に対する情報開示の要件に適合しなければならない。 

(2) Symmetry in choice.  

選択の同等性(Symmetry)。 

The path for a consumer to exercise a more privacy-protective option shall not be longer or more 

difficult or time-consuming than the path to exercise a less privacy-protective option because that 

would impair or interfere with the consumer’s ability to make a choice.  

消費者がより高いプライバシー保護を選択するための方法は、より低いプライバシー保護を選択す

るための方法に比べ、より長く、より困難またはより時間がかかる方法であってはならない。何故なら、

そのような方法は、消費者が選択する能力を損ないまたは妨げるだろうからである。 

Illustrative examples follow. 

以下に例示を示す。 

(A) It is not symmetrical when a business’s process for submitting a request to opt-out of 

sale/sharing requires more steps than that business’s process for a consumer to opt-in to 

the sale of personal information after having previously opted out.  

販売/共有オプトアウト請求を行うための事業者の手続が、消費者が個人情報の販売をオプト

アウトした後でそれをオプトインするための事業者の手続よりも多くのステップを要する場合、同

等とはいえない。 

The number of steps for submitting a request to opt-out of sale/sharing is measured from 

when the consumer clicks on the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link to 

completion of the request.  

この販売/共有オプトアウト請求するためのステップ数は、消費者が「Do Not Sell or Share My 

Personal Information」リンクをクリックしてから請求完了となるまでのステップ数により判定され

る。 

(B) A choice to opt-in to the sale of personal information that only provides the two choices, 

“Yes” and “Ask me later,” is not equal or symmetrical because there is no option to decline 

the opt-in.  

個人情報の販売にオプトインするための選択肢として、「Yes」と「Ask me later」の二つのみ提示

している場合、オプトインを拒否する選択肢がないから、同等であるとはいえない。 

“Ask me later” implies that the consumer has not declined but delayed the decision and that 

the business will continue to ask the consumer to opt-in.  

「Ask me later」は、消費者が拒否したのではなく決定を遅らせたことを意味し、事業者は消費者

にオプトインを求め続けることになる。 

Framing the consumer’s options in this manner impairs the consumer’s ability to make a 

choice.  
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このような方法で消費者の選択する方法を設定することは、消費者の選択能力を損う。 

An equal or symmetrical choice could be “Yes” and “No.” 

この場合、平等または同等な選択方法は、"Yes"と"No"を併記することであろう。 

(C) A website banner that provides only the two choices when seeking the consumer’s consent to 

use their personal information, “Accept All” and “More Information,” or “Accept All” and 

“Preferences,” is not equal or symmetrical because the method allows the consumer to 

“Accept All” in one step, but requires the consumer to take additional steps to exercise their 

rights over their personal information.  

個人情報の利用に対する消費者の同意を求める際に利用される、「Accept All」と「More 

Information」のみ、または「Accept All」と「Preferences」のみのWebサイトバナーは、同等とはい

えない。何故なら、このような方法は、消費者が「Accept All」を選択することを認めるものの、消

費者が自己の個人情報に関し[他の選択をする]権利を行使するには追加のステップが必要だ

からである。 

Framing the consumer’s options in this manner impairs the consumer’s ability to make a 

choice.  

このような方法で消費者の選択する方法を設定することは、消費者の選択能力を損う。 

An equal or symmetrical choice could be “Accept All” and “Decline All.” 

この場合、平等または同等な選択方法は、"Yes"と"No"を併記することであろう。 

(3) Avoid language or interactive elements that are confusing to the consumer.  

消費者を混乱させるような言葉や対話形式の(interactive)要素は避けなければならない。 

The methods should not use double negatives. 

二重否定は利用してはならない。 

Toggles or buttons must clearly indicate the consumer’s choice.  

トグルまたはボタンは、消費者の選択を明確に示すものでなければならない。 

Illustrative examples follow. 

例を以下に示す。 

(A) Giving the choice of “Yes” or “No” next to the statement “Do Not Sell or Share My Personal 

Information” is a double negative and a confusing choice for a consumer.  

「Do Not Sell or Share My Personal Information」という文の隣に「Yes」または「No」の選択を提

示することは、二重否定であり、消費者に混乱を生じさせる。 

(B) Toggles or buttons that state “on” or “off” may be confusing to a consumer and may require 

further clarifying language. 

「on」または「off」を示すトグルまたはボタンは、消費者を混乱させる可能性があり、更に明確な

表現が必要な場合がある。 

(C) Unintuitive placement of buttons to confirm a consumer’s choice may be confusing to the 

consumer.  

消費者の選択を確認するための直感的でないボタン配置は、消費者を混乱させる可能性があ

る。 

For example, it is confusing to the consumer when a business at first consistently offers 

choices in the order of Yes, then No, but then offers choices in the opposite order—No, then 

Yes—when asking the consumer something that would contravene the consumer’s expectation. 

例えば、事業者が、最初は一貫して「Yes」、「No」の順で選択を提示していたのに、消費者に何

かを尋ねる際に「No」、「Yes」と逆順で選択を提示することは、消費者に混乱を生じさせる。 

(4) Avoid choice architecture that impairs or interferes with the consumer’s ability to make a choice.  

消費者が選択する能力を損なうまたは妨げるような設計は避けなければならない。 

Businesses should also not design their methods in a manner that would impair the consumer’s 

ability to exercise their choice because consent must be freely given, specific, informed, and 

unambiguous.  
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消費者の同意は、自由意思に基づき、個別具体的で(specific)、十分な情報を与えられた上でかつ

明確に与えられなければならないから、事業者は、消費者の選択能力を損なう設計をしてはならな

い。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(A) Requiring the consumer to click through disruptive screens before they are able to submit a 

request to opt-out of sale/sharing is a choice architecture that impairs or interferes with the 

consumer’s ability to exercise their choice.  

消費者が販売/共有オプトアウト請求を行う前に、邪魔な(disruptive)画面をクリックすることを要

求することは、消費者の選択権行使能力を損ないまたは妨げる設計である。 

(B) Bundling choices so that the consumer is only offered the option to consent to using personal 

information for purposes that meet the requirements set forth in section 7002, subsection (a), 

together with purposes that are incompatible with the context in which the personal 

information was collected is a choice architecture that impairs or interferes with the 

consumer’s ability to make a choice.  

本規則7002[個人情報の取得および利用の制限](a)に定める[必要・比例的等の]要件を満たす

目的と、個人情報の取得状況に適合しない目的とを一緒にして、個人情報利用への同意の選

択肢のみ消費者に提示することは、消費者の選択能力を損ないまたは妨げる。 

For example, a business that provides a location-based service, such as a mobile application 

that posts gas prices within the consumer’s location, shall not require the consumer to 

consent to incompatible uses (e.g., sale of the consumer’s geolocation to data brokers) 

together with a reasonably necessary and proportionate use of geolocation information for 

providing the location-based services, which does not require consent.  

例えば、事業者は、消費者がいる地域内でのガソリン価格を表示するアプリ等の位置情報サー

ビスを提供する場合、消費者に対し、当該サービス提供のために合理的に見て必要かつ比例

的な範囲内の位置情報の利用(その利用には同意不要)とともに、[個人情報の取得状況に]適

合しない利用(例：消費者の位置情報のデータブローカーへの販売)に対する同意を求めてはな

らない。 

This type of choice architecture does not allow consent to be freely given, specific, informed, 

or unambiguous because it requires the consumer to consent to incompatible uses in order to 

obtain the expected service.  

この種の設計では、消費者が期待するサービスを得るためには、[個人情報の取得状況に]適

合しない利用に消費者が同意することを要求するから、消費者の同意が、自由意思に基づき、

個別具体的に、十分な情報を与えられた上でかつ明確に与えられたとは認められない。 

The business should provide the consumer a separate option to consent to the business’s 

use of personal information that does not meet the requirements set forth in section 7002, 

subsection (a). 

事業者は、本規則7002[個人情報の取得および利用の制限](a)に定める[必要・比例的等の]要

件を満たさない個人情報の利用を行う場合には、消費者に対し、別途これに同意するか否かの

選択肢を与えなければならない。 

(5) Easy to execute.  

[消費者による]権利行使は容易に行うことができなければならない。 

The business shall not add unnecessary burden or friction to the process by which the consumer 

submits a CCPA request.  

事業者は、消費者がCCPA上の請求を行う手続について不必要な負担(burden or friction)を課して

はならない。 

Methods should be tested to ensure that they are functional and do not undermine the consumer’s 

choice to submit the request.  
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その[請求手続の]方法は、機能的であり、かつ、消費者による請求の選択を損なわないことを確認

するためにテストされなければならない。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(A) Upon clicking the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link, the business shall not 

require the consumer to search or scroll through the text of a privacy policy or similar 

document or webpage to locate the mechanism for submitting a request to opt-out of 

sale/sharing. 

消費者が「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクをクリックした場合、事業者は、

消費者が販売/共有オプトアウト請求の方法を見つけるためにプライバシーポリシーまたは同

様の文書もしくはWebページのテキストを検索しまたはスクロールすることを要求してはならない。 

(B) A business that knows of, but does not remedy, circular or broken links, and nonfunctional 

email addresses, such as inboxes that are not monitored or have aggressive filters that screen 

emails from the public, may be in violation of this regulation. 

事業者は、[消費者が請求を行うための手段として、]何重にもなっている(circular)リンクまたは

リンク切れしている(broken)リンクおよび機能しない電子メールアドレス(チェックされない受信箱

[に入ってしまうもの]または一般からの電子メールを選別する強度の(aggressive)フィルター等

[で受信拒否されてしまうもの])であることを認識しながらそれらを是正しない場合には、本規則

に違反する可能性がある。 

(C) Businesses that require the consumer to unnecessarily wait on a webpage as the business 

processes the request may be in violation of this regulation. 

事業者は、請求対応の際、[その処理時間が長すぎて]Webページ上で消費者を不必要に待た

せる場合には、本規則に違反する可能性がある。 

(b) A method that does not comply with subsection (a) may be considered a dark pattern.  

上記(a)に適合しない方法は、ダークパターン(dark pattern)16とみなされる可能性がある。 

Any agreement obtained through the use of dark patterns shall not constitute consumer consent.  

ダークパターンを利用して得られた如何なる同意も、[CCPA/CPRA上の有効な]消費者の同意に該当しな

い。 

For example, a business that uses dark patterns to obtain consent from a consumer to sell their 

personal information shall be in the position of never having obtained the consumer’s consent to do so. 

例えば、事業者は、ダークパターンを利用して消費者から個人情報の販売への同意を得たとしても、決し

て有効な同意を得たものとはみなされない。 

(c) A user interface is a dark pattern if the interface has the effect of substantially subverting or impairing 

user autonomy, decision-making, or choice.  

ユーザインターフェイスは、ユーザの自律性、意思決定または選択を実質的に無効にし(subvert)または

損なう効果を有する場合、ダークパターンに該当する。 

A business’s intent in designing the interface is not determinative in whether the user interface is a 

dark pattern, but a factor to be considered.  

事業者のインターフェイス設計意図は、ユーザインターフェイスがダークパターンか否かを決定するもの

ではないが、考慮すべき要素の一つではある。 

If a business did not intend to design the user interface to subvert or impair user choice, but the 

business knows of and does not remedy a user interface that has that effect, the user interface may 

still be a dark pattern.  

事業者にユーザの選択を無効にしまたは損なうユーザインターフェイスを設計する意図がなかったとして

も、事業者がそのような効果を有するユーザインターフェイスを認識しながら是正しない場合、当該ユー

ザインターフェイスはダークパターンに該当し得る。 

 
16 【ダークパターン(dark pattern】 CPRA 1798.140(l)『 「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。』 
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Similarly, a business’s deliberate ignorance of the effect of its user interface may also weigh in favor of 

establishing a dark pattern. 

同様に、事業者がユーザインターフェイスのかかる効果を意図的に無視している場合も、ダークパターン

と認定される可能性がある。 

  

ARTICLE 2. REQUIRED DISCLOSURES TO CONSUMERS 

ARTICLE 2. 消費者に対する必要な開示 

 

§ 7010. Overview of Required Disclosures.  

§ 7010. 必要な開示の概要 

 

(a) Every business that must comply with the CCPA and these regulations shall provide a privacy policy in 

accordance with the CCPA and section 7011. 

CCPAおよび本規則を遵守しなければならない全ての事業者は、CCPAおよび本規則7011[プライバシー

ポリシー]に従い、プライバシーポリシーを提示しなければならない。 

(b) A business that controls the collection of a consumer’s personal information from a consumer shall 

provide a Notice at Collection in accordance with the CCPA and section 7012. 

事業者は、消費者の個人情報の取得をコントロール(control)する17場合、CCPAおよび本規則7012[個人

情報の取得時通知]に従い、取得時通知をしなければならない。 

(c) Except as set forth in section 7025, subsection (g), a business that sells or shares personal information 

shall provide a Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing or the Alternative Opt-out Link in 

accordance with the CCPA and sections 7013 and 7015. 

本規則7025(g)に定める場合を除き、個人情報を販売または共有する事業者は、CCPA並びに本規則

7013および本規則7015に従い、販売/共有へのオプトアウト権または代替オプトアウトリンクの通知をしな

ければならない。 

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

those specified in section 7027, subsection (m), shall provide a Notice of Right to Limit or the 

Alternative Opt-out Link in accordance with the CCPA and sections 7014 and 7015. 

消費者の機微個人情報を本規則7027(m)に定める目的[制限請求権対象外の機微個人情報の利用・開

示目的]以外に利用または開示する事業者は、CCPA並びに本規則7013および7015に従い、制限請求権

または代替オプトアウトリンクの通知をしなければならない。 

(e) A business that offers a financial incentive or price or service difference shall provide a Notice of 

Financial Incentive in accordance with the CCPA and section 7016. 

経済的インセンティブまたは価格・サービスの差を設ける事業者は、CCPAおよび本規則7016[経済的イ

ンセンティブの通知]に従い、経済的インセンティブの通知をしなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.125, 1798.130 and 1798.135, Civil 

Code. 

 

§ 7011. Privacy Policy. 

§ 7011. プライバシーポリシー 

 

(a) The purpose of the privacy policy is to provide consumers with a comprehensive description of a 

business’s online and offline Information Practices.  

 
17 【個人情報の「取得を管理する(controls)する」の意味】 CPRA 100(b)の規定等から推測すれば以下のいずれかを意味するものと思われる。

(i)消費者が自己の意思でやり取りしている相手方(ファーストパーティ)が当該消費者との現在のやり取りの一環で当該消費者から個人情報を

取得すること。(ii)サードパーティ(が個人情報の取得を実質的にコントロールすること（例：サードパーティ Cookie による取得）。 



 25 / 97 

 

 

プライバシーポリシーの目的は、事業者のオンラインおよびオフラインでの個人情報取扱実務に関し消費

者に包括的な(comprehensive)説明をすることである。 

It shall also inform consumers about the rights they have regarding their personal information and 

provide any information necessary for them to exercise those rights. 

プライバシーポリシーは、また、個人情報に関し消費者が有する権利および消費者がこれらの権利を行

使するために必要な情報を提供するものでなければならない。 

(b) The privacy policy shall comply with section 7003, subsections (a) and (b). 

プライバシーポリシーは、本規則7003(a)および(b)[読み易く理解し易いこと等]に適合するものでなければ

ならない。 

(c) The privacy policy shall be available in a format that allows a consumer to print it out as a document. 

プライバシーポリシーは、消費者がそれを文書として印刷できるフォーマットで利用できるものでなければ

ならない。 

(d) The privacy policy shall be posted online and accessible through a conspicuous link that complies with 

section 7003, subsections (c) and (d), using the word “privacy” on the business’s website Homepage(s) 

or on the download or landing page of a mobile application. 

プライバシーポリシーは、事業者のWebサイトのホームページまたはアプリのダウンロードページもしく

はランディングページ[ユーザが最初に訪問するページ]に、本規則7003(c)および(d)[他のリンクと同じ

大きさ・色等であること]に適合する、「privacy」という名前の目立つリンクを通じ[そのリンク先で]、オン

ラインで掲示され、利用できなければならない。 

If the business has a California-specific description of consumers’ privacy rights on its website, then 

the privacy policy shall be included in that description.  

事業者は、そのWebサイト上に、消費者のプライバシー権に関するカリフォルニア州専用の(California-

specific)記載がある場合、プライバシーポリシーの内容をその記載に含めなければならない。 

A business that does not operate a website shall make the privacy policy conspicuously available to 

consumers.  

事業者は、Webサイトを有しない場合、消費者にとり目立つように(conspicuously)プライバシーポリシーを

閲覧可能にしなければならない。 

A mobile application may include a link to the privacy policy in the application’s settings menu. 

アプリの場合は、そのアプリの設定メニューにプライバシーポリシーへのリンクを含めてもよい。 

(e) The privacy policy shall include the following information: 

プライバシーポリシーには以下の情報を含めなければならない。 

(1) A comprehensive description of the business’s online and offline Information Practices, which 

includes the following: 

以下の事項を含む、事業者のオンラインおよびオフラインの個人情報取扱実務についての包括的な

説明： 

(A) Identification of the categories of personal information the business has collected about 

consumers in the preceding 12 months.  

事業者が過去12ヶ月間に消費者について取得した個人情報のカテゴリー。 

The categories shall be described using the specific terms set forth in Civil Code section 

1798.140, subdivisions(v)(1)(A) to (K) and (ae)(1) to (3).  

そのカテゴリーは、CPRA 1798.140(v)(1)(A)～(K)[個人情報の例示]および(ae)(1)～(3)[機微個人

情報]に定める用語を用いて記述しなければならない。 

To the extent that the business has discretion in its description, the business shall describe 

the category in a manner that provides consumers a meaningful understanding of the 

information being collected. 

事業者は、どう記述するか裁量の余地がある場合にはその裁量の範囲内で、消費者が取得さ

れる[自己の]情報について意味ある理解ができるようそのカテゴリーを記述しなければならない。 

(B) Identification of the categories of sources from which the personal information is collected. 
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個人情報の入手元(sources)のカテゴリー。 

(C) Identification of the specific business or commercial purpose for collecting personal information 

from consumers.  

消費者から個人情報を取得する具体的な業務目的または商業目的(business or commercial 

purpose)。 

The purpose shall be described in a manner that provides consumers a meaningful 

understanding of why the information is collected. 

それらの目的は、その個人情報が取得される理由について、消費者が意味ある理解ができるよ

う記述されなければならない。 

(D) Identification of the categories of personal information, if any, that the business has sold or 

shared to third parties in the preceding 12 months.  

事業者が過去12ヶ月間に個人情報をサードパーティに販売または共有した場合にはその個人

情報のカテゴリー。 

If the business has not sold or shared consumers’ personal information in the preceding 12 

months, the business shall disclose that fact. 

事業者は、過去12ヶ月間に消費者の個人情報を販売または共有していない場合には、その事

実を開示しなければならない。 

(E) For each category of personal information identified in subsection (e)(1)(D), the categories of 

third parties to whom the information was sold or shared. 

上記(e)(1)(D)に定める個人情報のカテゴリーごとの、その販売または共有先のサードパーティの

カテゴリー。 

(F) Identification of the specific business or commercial purpose for selling or sharing consumers’ 

personal information. 

消費者の個人情報を販売または共有する具体的な業務目的または商業目的(business or 

commercial purpose)。 

The purpose shall be described in a manner that provides consumers a meaningful 

understanding of why the information is sold or shared. 

それらの目的は、その個人情報が販売または共有される理由について、消費者が意味ある理

解ができるよう記述されなければならない。 

(G) A statement regarding whether the business has actual knowledge that it sells or shares the 

personal information of consumers under 16 years of age. 

事業者が16歳未満の消費者の個人情報を販売または共有することを現に認識している(has 

actual knowledge)18か否かに関する記述。 

(H) Identification of the categories of personal information, if any, that the business has disclosed 

for a business purpose to third parties in the preceding 12 months.  

事業者が過去12ヶ月間に業務目的(business purpose)でサードパーティに開示した個人情報が

ある場合、そのカテゴリー。 

If the business has not disclosed consumers’ personal information for a business purpose in 

the preceding 12 months, the business shall disclose that fact. 

事業者は、過去12ヶ月間に消費者の個人情報を業務目的(business purpose)で開示していない

場合、その事実を開示しなければならない。 

(I) For each category of personal information identified in subsection (e)(1)(H), the categories of 

third parties to whom the information was disclosed. 

上記(e)(1)(H)に定める個人情報のカテゴリーごとの、その開示先のサードパーティのカテゴリー。 

(J) Identification of the specific business or commercial purpose for disclosing the consumer’s 

 
18 【「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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personal information.  

消費者の個人情報を開示する具体的な業務目的または商業目的(business or commercial 

purpose)。 

The purpose shall be described in a manner that provides consumers a meaningful 

understanding of why the information is disclosed. 

それらの目的は、その個人情報が開示される理由について、消費者が意味ある理解ができるよ

う記述されなければならない。 

(K) A statement regarding whether the business uses or discloses sensitive personal information 

for purposes other than those specified in section 7027, subsection (m). 

事業者が機微個人情報を本規則7027(m)に定める目的[制限請求権対象外の機微個人情報の

利用・開示目的]以外に利用または開示するか否かに関する記述。 

(2) An explanation of the rights that the CCPA confers on consumers regarding their personal 

information, which includes the following: 

CCPAにより個人情報について消費者に付与される権利に関する、以下の事項を含む説明。 

(A) The right to know what personal information the business has collected about the consumer, 

including the categories of personal information, the categories of sources from which the 

personal information is collected, the business or commercial purpose for collecting, selling, or 

sharing personal information, the categories of third parties to whom the business discloses 

personal information, and the specific pieces of personal information the business has collected 

about the consumer; 

以下を含め、事業者が消費者について如何なる個人情報を取得したかについて知る権利(開示

請求権)(the right to know)： 

個人情報のカテゴリー/個人情報の入手元のカテゴリー/個人情報の取得・販売または共有の

業務目的または商業目的/事業者が個人情報を開示するサードパーティのカテゴリー/事業者

が消費者について取得した個人情報そのもの。 

(B) The right to delete personal information that the business has collected from the consumer, 

subject to certain exceptions; 

一定の例外を除き、事業者が消費者から取得した個人情報の削除請求権。 

(C) The right to correct inaccurate personal information that a business maintains about a 

consumer; 

事業者が保持する消費者に関する不正確な個人情報の訂正請求権。 

(D) If the business sells or shares personal information, the right to opt-out of the sale or sharing 

of their personal information by the business; 

事業者が個人情報を販売または共有する場合、事業者による個人情報の販売または共有をオ

プトアウト(拒否)する権利。 

(E) If the business uses or discloses sensitive personal information for reasons other than those 

set forth in section 7027, subsection (m), the right to limit the use or disclosure of sensitive 

personal information by the business; and 

事業者が本規則7027(m)に定める[制限請求権の対象とならない機微個人情報の利用・開示目

的]以外の理由で機微個人情報を利用または開示する場合、事業者による機微個人情報の利

用または開示の制限請求権。 

(F) The right not to receive discriminatory treatment by the business for the exercise of privacy 

rights conferred by the CCPA, including an employee’s, applicant’s, or independent 

contractor’s right not to be retaliated against for the exercise of their CCPA rights. 

CCPA上与えられたプライバシー権の行使を理由に事業者から差別的な扱いを受けない権利

(従業員、求職者または独立業者がCCPA上の権利を行使したことに対し報復されない権利を含

む)。 

(3) An explanation of how consumers can exercise their CCPA rights and what consumers can expect 
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from that process, which includes the following: 

以下の事項を含む、消費者がCCPA上の権利を行使する手続および消費者が当該手続[の結果]予

想できることについての説明。 

(A) An explanation of the methods by which the consumer can exercise their CCPA rights; 

消費者がCCPA上の権利を行使するための方法の説明。 

(B) Instructions for submitting a request under the CCPA, including any links to an online request 

form or portal for making such a request, if offered by the business; 

CCPAに基づく請求の手続(事業者が当該請求を行うためのオンライン請求フォームまたはポー

タルを用意する場合はそれらへのリンクを含む)。 

(C) If the business sells or shares personal information, and is required to provide a Notice of Right 

to Opt-out of Sale/Sharing, the contents of the Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing or 

a link to that notice in accordance with section 7013, subsection (f); 

事業者が個人情報を販売または共有するために販売/共有オプトアウト権の通知義務を負う場

合は、当該販売/共有オプトアウト権の通知内容、または、本規則7013(f)に従った当該通知への

リンク。 

(D) If the business uses or discloses sensitive personal information for purposes other than those 

specified in section 7027, subsection (m), and is required to provide a Notice of Right to Limit, 

the contents of the Notice of Right to Limit or a link to that notice in accordance with section 

7014, subsection (f); 

事業者が本規則7027(m)に定める目的[制限請求権対象外の機微個人情報の利用・開示目的]

以外の目的で機微個人情報を利用または開示するため、制限請求権の通知義務を負うときは、

当該制限請求権の通知内容、または、本規則7013(f)に従った当該通知へのリンク。 

(E) A general description of the process the business uses to verify a consumer request to know, 

request to delete, and request to correct, when applicable, including any information the 

consumer must provide; 

消費者の開示請求、削除請求、訂正請求において事業者が行う本人確認手続(消費者が提供し

なければならない情報を含む)に関する一般的説明。 

(F) Explanation of how an opt-out preference signal will be processed for the consumer(i.e., 

whether the signal applies to the device, browser, consumer account, and/or offline sales, and 

in what circumstances) and how the consumer can use an opt-out preference signal; 

消費者に対しオプトアウト設定シグナルがどのように処理されるか(すなわち、このシグナルがデ

バイス、ブラウザ、消費者のアカウントおよび/またはオフラインでの販売に適用されるか否かお

よびその適用条件)および消費者がオプトアウト設定シグナルを利用する方法についての説明 

(G) If the business processes opt-out preference signals in a frictionless manner, information on 

how consumers can implement opt-out preference signals for the business to process in a 

frictionless manner; 

事業者が、オプトアウト設定シグナルに対し負担の少ない(frictionless)方法で応じる場合、消費

者がどのようにオプトアウト設定シグナルを実装すれば、事業者が負担の少ない(frictionless)方

法で応じるのかについての情報。 

(H) Instructions on how an authorized agent can make a request under the CCPA on the 

consumer’s behalf; 

委任代理人が消費者に代わりCCPAに基づく請求を行う方法に関する指示事項。 

(I) If the business has actual knowledge that it sells the personal information of consumers under 

16 years of age, a description of the processes required by sections 7070 and 7071; and 

事業者が16歳未満の消費者の個人情報を販売することを現に認識している場合、本規則

7070[16歳未満の消費者]および本規則7071[13歳以上および16歳未満の消費者]において要求

される手続の説明。 

(J) A contact for questions or concerns about the business’s privacy policies and Information 

Practices using a method reflecting the manner in which the business primarily interacts with 
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the consumer. 

事業者のプライバシーポリシーおよび個人情報取扱実務に関する質問または懸念を受け付け

る窓口(この窓口は事業者が消費者とやりとりする主な方法を反映したものでなければならな

い)。 

(4) Date the privacy policy was last updated. 

プライバシーポリシーの最終更新日。 

(5) If subject to the data reporting requirements set forth in section 7102, the information required 

under section 7102, or a link to such information. 

本規則7102[大量個人情報収集事業者の義務]に定めるデータ報告義務の対象者である場合、本規

則7102により要求される情報または当該情報へのリンク。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.125, 1798.130 and 1798.135, 

Civil Code. 

 

§ 7012. Notice at Collection of Personal Information. 

§ 7012. 個人情報の取得時通知 

 

(a) The purpose of the Notice at Collection is to provide consumers with timely notice, at or before the 

point of collection, about the categories of personal information to be collected from them, the purposes 

for which the personal information is collected or used, and whether that information is sold or shared, 

so that consumers have a tool to exercise meaningful control over the business’s use of their personal 

information.  

取得時通知の目的は、消費者から取得する個人情報のカテゴリー、個人情報を取得または利用する目

的およびその個人情報が販売または共有されるか否かについて、当該取得の時・場所(point)またはその

前19に、消費者に適時に通知し、消費者が事業者による個人情報の利用について意味のあるコントロー

ルを及ぼす手段を得るようにすることである。 

For example, upon receiving the Notice at Collection, the consumer can use the information in the 

notice as a tool to choose whether to engage with the business, or to direct the business not to sell or 

share their personal information and to limit the use and disclosure of their sensitive personal 

information. 

例えば、消費者は、取得時通知を受ければ、その通知に記載されている情報を利用して、当該事業者と

関わるか否かを選択しまたは事業者に個人情報を販売または共有しないよう指示しまたは機微個人情

報の利用および開示を制限することができる。 

(b) The Notice at Collection shall comply with section 7003, subsections (a) and (b). 

取得時通知は、本規則7003(a)および(b)[読み易く理解し易いこと等]に従ったものでなければならない。 

(c) The Notice at Collection shall be made readily available where consumers will encounter it at or before 

the point of collection of any personal information.  

取得時通知は、個人情報の取得の時・場所(point)またはその前に、消費者が容易に目にすることができ

るものでなければならない。 

Illustrative examples follow.: 

以下に例を示す。 

(1) When a business collects consumers’ personal information online, it may post a conspicuous link to 

the notice on the introductory page of the business’s website and on all webpages where personal 

information is collected. 

 
19 【収集の時・場所(point)またはその前】 ”at or before the point of collection”の意味について、「趣旨」では、時間的な近接性(temporal 

proximity)(例：オンライン上での個人情報収集時)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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事業者は、オンライン上で消費者の個人情報を取得する場合、事業者のWebサイトのトップペー

ジ(introductory page)および個人情報が取得される全てのWebページに通知への目立つ

（conspicuous）リンクを置くことができる。 

(2) When a business collects consumers’ personal information through a webform, it may post a 

conspicuous link to the notice in close proximity to the fields in which the consumer inputs their 

personal information, or in close proximity to the button by which the consumer submits their 

personal information to the business. 

事業者は、Webフォームを通じ消費者の個人情報を取得する場合、消費者が個人情報を入力する欄

の近くにまたは消費者が事業者に個人情報を送信するボタンの近くに、取得時通知へのリンクを目

立つように掲示することができる。 

(3) When a business collects personal information through a mobile application, it may provide a link to 

the notice on the mobile application’s download page and within the application, such as through 

the application’s settings menu. 

事業者は、アプリを通じ個人情報を取得する場合、当該アプリのダウンロードページおよび当該ア

プリ内に（例：当該アプリの設定メニューから）通知へのリンクを置くことができる。 

(4) When a business collects consumers’ personal information offline, it may include the notice on 

printed forms that collect personal information, provide the consumer with a paper version of the 

notice, or post prominent signage directing consumers to where the notice can be found online. 

事業者は、消費者の個人情報をオフラインで取得する場合、(i) 個人情報を取得する印刷物上に通

知内容を記載すること、(ii)消費者に通知内容が記載された印刷物を渡すこと、または、(iii)目立つ

(prominent)サイネージ[標識・デジタルサイネージ]で、通知すべき内容が掲載されているオンライン

上の場所を知らせることができる。20 

(5) When a business collects personal information over the telephone or in person, it may provide the 

notice orally. 

事業者は、電話でまたは対面で(in person)個人情報を取得する場合、取得時通知を口頭で行うこと

ができる。 

(d) If a business does not give the Notice at Collection to the consumer at or before the point of collection 

of their personal information, the business shall not collect personal information from the consumer. 

事業者は、個人情報の取得の時・場所またはその前に、消費者に対し取得時通知を行わない限り、消費

者から個人情報を取得してはならない。 

(e) A business shall include the following in its Notice at Collection: 

事業者は、取得時通知に以下の事項を記載しなければならない。 

(1) A list of the categories of personal information about consumers, including categories of sensitive 

personal information, to be collected.  

取得される消費者の個人情報のカテゴリー(機微個人情報のカテゴリーを含む)のリスト。 

Each category of personal information shall be written in a manner that provides consumers a 

meaningful understanding of the information being collected. 

個人情報の各カテゴリーは、消費者が取得される情報について意味ある理解ができるよう記述され

なければならない。 

(2) The purpose(s) for which the categories of personal information, including categories of sensitive 

personal information, are collected and used. 

個人情報(機微個人情報を含む)の取得および利用の業務目的または商業目的。 

(3) Whether each category of personal information identified in subsection (e)(1)is sold or shared. 

上記(e)(1)に定める各カテゴリーの個人情報が販売または共有されるか否か。 

(4) The length of time the business intends to retain each category of personal information identified in 

subsection (e)(1), or if that is not possible, the criteria used to determine the period of time it will 

be retained. 

 
20 【サイネージによるオンライン上の場所の通知方法】 具体的には、看板等にサイトのURL、検索語、QRコードを表示すること等が考えられる。 
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上記(e)(1)に定める各カテゴリーの個人情報を事業者が保持を予定する期間またはその記載が不可

能な場合には保持期間決定基準。 

(5) If the business sells or shares personal information, the link to the Notice of Right to Opt-out of 

Sale/Sharing, or in the case of offline notices, where the webpage can be found online. 

事業者が個人情報を販売または共有する場合、販売/共有オプトアウト権の通知へのリンクまたは

オフラインでの通知の場合にはオンライン上で該当Webページを見つけることができる場所。 

(6) A link to the business’s privacy policy, or in the case of offline notices, where the privacy policy 

can be found online. 

事業者のプライバシーポリシーへのリンクまたはオフラインでの通知の場合にはオンライン上でプラ

イバシーポリシーを見つけることができる場所。 

(f) If a business collects personal information from a consumer online, the Notice at Collection may be 

given to the consumer by providing a link that takes the consumer directly to the specific section of the 

business’s privacy policy that contains the information required in subsection (e)(1) through (6).  

事業者がオンラインで消費者から個人情報を取得する場合、上記(e)(1)～(6)で要求される情報を記載し

た事業者のプライバシーポリシー中の特定箇所に消費者を直接誘導するリンクを掲示することにより、取

得時通知を消費者に与えることができる。 

Directing the consumer to the beginning of the privacy policy, or to another section of the privacy policy 

that does not contain the required information, so that the consumer is required to scroll through other 

information in order to determine the categories of personal information to be collected and/or whether 

the business sells or shares the personal information collected, does not satisfy this standard. 

消費者を、プライバシーポリシーの冒頭に誘導し、または、必要な情報を記載していないプライバシーポリ

シーの他の箇所に誘導し、消費者が、取得される個人情報のカテゴリーおよび/または事業者が取得した

個人情報を販売または共有するか否かを知るために他の情報をスクロールして探す必要がある場合に

は、この基準を満たさない。 

(g) Third Parties that Control the Collection of Personal Information. 

個人情報の取得をコントロールするサードパーティ。 

This subsection shall not affect the first party’s obligations under the CCPA to comply with a 

consumer’s request to opt-out of sale/sharing. 

この(g)の内容は、CCPAに基づく、ファーストパーティの、消費者からの販売/共有オプトアウト請求に応じ

る義務に影響を与えるものではない。 

(1) For purposes of giving Notice at Collection, more than one business may control the collection of a 

consumer’s personal information, and thus, have an obligation to provide a Notice at Collection in 

accordance with the CCPA and these regulations.  

取得時通知において、複数の事業者が消費者の個人情報の取得をコントロールする場合、その複

数の事業者がCCPAおよび本規則に従い取得時通知を行う義務を負う場合がある。 

For example, a first party may allow another business, acting as a third party, to control the 

collection of personal information from consumers browsing the first party’s website.  

例えば、あるファーストパーティは、サードパーティとして行動する他の事業者21に対し、そのファース

トパーティのWebサイトを閲覧する消費者の個人情報の取得をコントロールすることを許可する場合

がある。 

Both the first party that allows the third parties to collect personal information via its website, as 

well as the third party controlling the collection of personal information, shall provide a Notice at 

Collection.  

この場合、当該サードパーティに対し自己のWebサイトを通じて個人情報を取得することを許可する

ファーストパーティと、個人情報の取得をコントロールするサードパーティの双方が、取得時通知をし

 
21 【サードパーティとして行動する他の事業者】 この事業者には、クロスコンテキスト行動広告（ターゲティング広告）において、提携パブリッシャ

ーサイトに訪問したユーザに対しサードパーティ Cookie を発行するとともにその行動履歴を収集蓄積するアドネットワーク運営者（例：Google, 

Facebook）が含まれると思われる。 
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なければならない。 

The first party and third parties may provide a single Notice at Collection that includes the required 

information about their collective Information Practices. 

ファーストパーティおよびサードパーティは、両者が提供しなければならない個人情報取扱実務[の

内容]を合わせたものを含めた単一の取得時通知を行うことができる。 

(2) A business that, acting as a third party, controls the collection of personal information on another 

business’s physical premises, such as in a retail store or in a vehicle, shall provide a Notice at 

Collection in a conspicuous manner at the physical location(s) where it is collecting the personal 

information. 

サードパーティとして、小売店や車両等他の事業者の対面・物理的施設における個人情報の取得を

コントロールする事業者は、個人情報を取得している対面・物理的場所において、目立つように取得

時通知をしなければならない。 

(3) Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(A) Business F allows Business G, a third party ad network, to collect consumers’ personal 

information through Business F’s website. 

事業者F[ファーストパーティ]は、サードパーティである広告ネットワーク[運営者][Google等]であ

る事業者Gに、事業者FのWebサイトを通じ消費者の個人情報を取得することを許可している。 

Business F may post a conspicuous link to its Notice at Collection on its Homepage(s).  

この場合、事業者Fは、事業者Fのホームページに、取得時通知へのリンクを目立つように掲載

することができる。 

Business G shall provide a Notice at Collection on its Homepage(s) or include the required 

information about its Information Practices in Business F’s Notice at Collection. 

事業者Gは、自らのホームページ上で取得時通知を行うかまたは事業者Fの取得時通知に自ら

の個人情報取扱実務について要求される情報を含めなければならない。 

(B) Business H, a coffee shop, allows Business I, a business providing Wi-Fi services, to collect 

personal information from consumers using Business I’s services on Business H’s premises.  

コーヒーショップを営む事業者H[ファーストパーティ]は、Wi-Fiサービスを提供する事業者I[サー

ドパーティ]に対し、事業者Hの施設内で事業者Iのサービスを利用する消費者から個人情報を

取得することを許可している。 

Business H may post conspicuous signage at the entrance of the store or at the point-of-sale 

directing consumers to where the Notice at Collection for Business H can be found online.  

この場合、事業者Hは、店舗の入口または販売場所(point-of-sale)に目立つ表示を掲示するこ

とにより、事業者Hの取得時通知をオンラインで確認できる場所を消費者に案内することができ

る。 

In addition, Business I shall post its own Notice at Collection on the first webpage or other 

interface consumers see before connecting to the Wi-Fi services offered. 

また、事業者Iは、消費者が当該Wi-Fiサービスに接続する前に最初に目にするWebページその

他インターフェイス上で自らの取得時通知をしなければならない。 

(C) Business J, a car rental business, allows Business K to collect personal information from 

consumers within the vehicles Business J rents to consumers.  

レンタカー事業を営む事業者J[ファーストパーティ]は、事業者K[サードパーティ]がレンタル車両

内での消費者の個人情報を取得することを許可している。 

Business J may give its Notice at Collection to the consumer at the point of sale, i.e., at the 

rental counter, either in writing or orally.  

この場合、事業者Jは、販売場所(point-of-sale)、すなわちレンタカーのカウンターで、書面また

は口頭で消費者に取得時通知を行うことができる。 

Business K may provide its own Notice at Collection within the vehicle, such as through 
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signage on the vehicle’s computer dashboard directing consumers to where the notice can be 

found online. 

事業者Kは、レンタル車両内のコンピュータダッシュボード上に、消費者がオンラインで取得時通

知を見ることができる場所を案内する表示等を通じ、車両内で自らの取得時通知を行うことがで

きる。 

(h) A business that neither collects nor controls the collection of personal information directly from the 

consumer does not need to provide a Notice at Collection to the consumer if it neither sells nor shares 

the consumer’s personal information. 

事業者は、直接消費者から個人情報を取得せずかつその取得のコントロールもしない場合には、当該消

費者の個人情報を販売または共有しない限り[従って、個人情報を他から間接的に取得しそれを自己利

用するだけの場合]、当該消費者に取得時通知をすることを要しない。 

(i) A data broker registered with the Attorney General pursuant to Civil Code section 1798.99.80 et seq., 

where it collects personal information from a source other than directly from the consumer, does not 

need to provide a Notice at Collection to the consumer if it has included in its registration submission a 

link to its online privacy policy that includes instructions on how a consumer can submit a request to 

opt-out of sale/sharing. 

Civil Code 1798.99.80以下[の「カリフォルニア州データブローカー登録法」22]に従い司法長官に登録した

データブローカーは、直接消費者からではなく他の入手元から個人情報を取得する場合、その登録申請

書に、消費者が販売/共有オプトアウト請求を行う方法を含むオンラインプライバシーポリシーへのリンク

を含めていれば、消費者に取得時通知をすることを要しない。 

 

Note: Authority: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.99.82, 1798.100, 1798.115, 1798.120, 
1798.121, 1798.145 and 1798.185, Civil Code. 

 

§ 7013. Notice of Right to Opt-Out of Sale/Sharing of and the “Do Not Sell or Share My Personal 

Information” Link. 

§ 7013. 販売/共有オプトアウト権の通知および「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンク 

 

(a) The purpose of the Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing is to inform consumers of their right to 

direct a business that sells or shares their personal information to stop selling or sharing their personal 

information and to provide them with the opportunity to exercise that right.  

販売/共有オプトアウト権の通知の目的は、個人情報を販売または共有する事業者に対しその停止を指

示できる消費者の権利を消費者に知らせ、その権利行使の機会を与えることである。 

The purpose of the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link is to immediately effectuate 

the consumer’s right to opt-out of sale/sharing, or in the alternative, direct the consumer to the Notice 

of Right to Opt-out of Sale/Sharing.  

「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクの目的は、消費者の販売/共有オプトアウト権を直

ちに実現するか、またはその代わりに、販売/共有オプトアウト権の通知に消費者を誘導することである。 

Accordingly, clicking the business’s “Do Not Sell or Share My Personal Information” link will either have 

the immediate effect of opting the consumer out of the sale or sharing of personal information or lead 

the consumer to a webpage where the consumer can learn about and make that choice. 

従って、事業者の「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクをクリックした場合、消費者の個

人情報の販売または共有オプトアウトが直ちに実現されるか、または、消費者はオプトアウトの選択の内

容について知りそれを実現するWebページに導かれなければならない。 

(b) The Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing shall comply with section 7003, subsections (a) and (b). 

 
22 【カリフォルニア州データブローカー登録法】 (参考資料） Baker McKenzie - Lothar Determann "California Data Broker Registrations: Who 

Made the List on January 31, 2020?" February 6 2020,  Klein Moynihan Turco LLP - David O. Klein "California Data Broker Registration 

Requirements" January 16 2020 Lexology  

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB1202
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB1202
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=45209a05-10a9-40ab-bd2b-292a750e7138
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=45209a05-10a9-40ab-bd2b-292a750e7138
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2ef99c82-ef15-41d4-bc7a-493c0f7d708d
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2ef99c82-ef15-41d4-bc7a-493c0f7d708d
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販売/共有オプトアウト権の通知は、本規則7003(a)および(b)[読み易く理解し易いこと等]に適合するもの

でなければならない。 

(c) The “Do Not Sell or Share My Personal Information” link shall be a conspicuous link that complies with 

section 7003, subsections (c) and (d) and is located at either the header or footer of the business’s 

internet Homepage(s). 

「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクは、本規則7003(c)および(d)[他のリンクと同じ大き

さ・色等であること]に適合し、かつ、事業者のインターネットホームページのヘッダーまたはフッターのい

ずれかに目立つように配置されなければならない。 

(d) In lieu of posting the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link, a business may provide the 

Alternative Opt-out Link in accordance with section 7015 or process opt-out preference signals in a 

frictionless manner in accordance with section 7025, subsections (f) and (g).  

事業者は、「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクを掲示する代わりに、本規則7015に従

い代替オプトアウトリンクを掲示するか、または、本規則7025(f)および(g)に従い負担の少ない

(frictionless)方法でオプトアウト設定シグナルに応じることができる。 

The business must still post a Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing in accordance with these 

regulations. 

この場合においても、事業者は、本規則に従い販売/共有オプトアウト権の通知を行わなければならない。 

(e) A business that sells or shares the personal information of consumers shall provide the Notice of Right 

to Opt-out of Sale/Sharing to consumers as follows: 

事業者は、消費者の個人情報を販売または共有する場合、消費者に対し、以下に従い、販売/共有オプ

トアウト権の通知を行わなければならない。 

(1) A business shall post the Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing on the internet webpage to 

which the consumer is directed after clicking on the “Do Not Sell or Share My Personal Information” 

link.  

事業者は、消費者が「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクをクリックした後に誘導さ

れるインターネットのWebページ上で、販売/共有オプトアウト権の通知を行わなければならない。 

The notice shall include the information specified in subsection (f) or be a link that takes the 

consumer directly to the specific section of the business’s privacy policy that contains the same 

information.  

この通知は、次の(f)に規定する情報を含むものであるか、または、同じ情報を含む事業者のプライ

バシーポリシーの特定の箇所に消費者を直接誘導するリンクでなければならない。 

If clicking on the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link immediately effectuates the 

consumer’s right to opt-out of sale/sharing or if the business processes opt-out preference 

signals in a frictionless manner and chooses not to post a link, the business shall provide the notice 

within its privacy policy. 

「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクをクリックすれば消費者の販売/共有オプトア

ウト権が直ちに実現される場合、または、事業者が負担の少ない方法でオプトアウト設定シグナルに

応じリンクを掲示しないことを選択した場合、事業者は、事業者のプライバシーポリシー内で当該通

知を行わなければならない。 

(2) A business that does not operate a website shall establish, document, and comply with another 

method by which it informs consumers of their right to opt-out of sale/sharing.  

事業者は、Webサイトを運営しない場合、消費者に販売/共有オプトアウト権を通知する他の方法を

定め、これを文書化し遵守しなければならない。 

That method shall comply with the requirements set forth in section 7004. 

その方法は、本規則7004[CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件]に規定する条件

に適合するものでなければならない。 

(3) A business shall also provide the notice to opt-out of sale/sharing in the same manner in which it 

collects the personal information that it sells or shares.  
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事業者は、販売または共有する個人情報を取得する方法と同じ方法で、販売/共有オプトアウトの通

知を行わなければならない。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(A) A business that sells or shares personal information that it collects in the course of 

interacting with consumers offline, such as in a brick-and-mortar store, shall provide notice 

through an offline method, e.g., on the paper forms that collect the personal information or by 

posting signage in the area where the personal information is collected directing consumers to 

where the notice can be found online. 

事業者は、実店舗等オフラインで消費者とやりとりする過程で取得した個人情報を販売または

共有する場合、オフラインでの方法、例えば、個人情報を取得する用紙にまたは個人情報を取

得する場所で、消費者がオンライン上で通知を見つけることができる場所を案内する表示を行う

ことにより、通知を行わなければならない。 

(B) A business that sells or shares personal information that it collects over the phone may shall 

provide notice orally during the call when the information is collected. 

事業者は、電話で取得した個人情報を販売または共有する場合、通話中におけるその取得の

際に、口頭で通知を行うことができる。 

(f) A business shall include the following in its Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing: 

事業者は、販売/共有オプトアウト権の通知に以下の事項を含めなければならない。 

(1) A description of the consumer’s right to opt-out of the sale or sharing of their personal 

information by the business; and 

事業者による個人情報の販売/共有オプトアウト権についての説明。 

(2) Instructions on how the consumer can submit a request to opt-out of sale/sharing.  

消費者が販売/共有オプトアウト請求を行う方法に関する説明。 

If notice is provided online, the notice shall include the interactive form by which the consumer can 

submit their request to opt-out of sale/sharing online, as required by section 7026, subsection 

(a)(1).  

通知がオンラインで行われる場合、当該[販売/共有オプトアウト権の]通知には、本規則7026(a)(1)で

要求されている通り、消費者がオンラインで販売/共有オプトアウト請求を行うことができる対話形式

のフォームを含めなければならない。 

If the business does not operate a website, the notice shall explain the offline method by which the 

consumer can submit their request to opt-out of sale/sharing. 

事業者がWebサイトを運営していない場合、当該通知では、消費者がオフラインで販売/共有オプト

アウト請求を行うことができる方法を説明しなければならない。 

(g) A business does not need to provide a Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing or the “Do Not Sell 

or Share My Personal Information” link if: 

事業者は、以下の両条件を満たす場合には、販売/共有オプトアウト権の通知または「Do Not Sell or 

Share My Personal Information」リンクの掲示をすることを要しない。 

(1) It does not sell or share personal information; and 

事業者が個人情報を販売または共有しないこと。 

(2) It states in its privacy policy that it does not sell or share personal information. 

事業者がプライバシーポリシーに個人情報を販売または共有しない旨明記していること。 

(h) A business shall not sell or share the personal information it collected during the time the business did 

not have a Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing posted unless it obtains the consent of the 

consumer. 

事業者は、消費者の同意を得ない限り、販売/共有オプトアウト権の通知をしていなかった期間中に取得

した個人情報を販売または共有してはならない。 
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Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135 and 1798.185, 
Civil Code. 

 
§ 7014. Notice of Right to Limit and the “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” Link. 

§ 7014. 制限請求権の通知と「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンク 

 

(a) The purpose of the Notice of Right to Limit is to inform consumers of their right to limit a business’s 

use and disclosure of their sensitive personal information and to provide them with the opportunity to 

exercise that right.  

制限請求権の通知(Notice of Right to Limit)の目的は、事業者による機微個人情報の利用および開示の

制限を請求する権利を消費者に知らせ、その権利行使の機会を与えることである。 

The purpose of the “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link is to immediately 

effectuate the consumer’s right to limit, or in the alternative, direct the consumer to the Notice of 

Right to Limit.  

「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクの目的は、消費者の制限請求権を直ちに直

ちに実現すること、またはその代わりに、制限請求権の通知に消費者を誘導することである。 

Accordingly, clicking the business’s “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link will either 

have the immediate effect of limiting the use and disclosure of the consumer’s sensitive personal 

information or lead the consumer to a webpage where the consumer can learn about and make that 

choice. 

従って、事業者の「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクをクリックした場合、消費者

の機微個人情報の利用および開示の制限請求権が直ちに実現されるか、または消費者は制限請求権

の選択の内容について知りそれを実現するWebページに導かれなければならない。 

(b) The Notice of Right to Limit shall comply with section 7003, subsections (a) and (b). 

制限請求権の通知は、本規則7003(a)および(b)[読み易く理解し易いこと等]に適合するものでなければな

らない。 

(c) The “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link shall be a conspicuous link that complies 

with section 7003, subsections (c) and (d), and is located at either the header or footer of the 

business’s internet Homepage(s). 

「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクは、本規則7003(c)および(d)[他のリンクと同

じ大きさ・色等であること]に適合し、かつ、事業者のインターネットホームページのヘッダーまたはフッター

のいずれかに目立つように配置されなければならない。 

(d) In lieu of posting the “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link, a business may provide 

the Alternative Opt-out Link in accordance with section 7015.  

事業者は、「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクを掲示する代わりに、本規則7015

に従い代替オプトアウトリンクを掲示することができる。 

The business shall still post a Notice of Right to Limit in accordance with these regulations. 

この場合においても、事業者は、本規則に従い制限請求権の通知を行わなければならない。 

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

those specified in section 7027, subsection (m), shall provide the Notice of Right to Limit to consumers 

as follows: 

事業者は、本規則7027(m)に定める目的[制限請求権対象外の機微個人情報の利用・開示目的]以外の

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、事業者は、消費者に対し、以下に従い、制

限請求権の通知を行わなければならない。 

(1) A business shall post the Notice of Right to Limit on the internet webpage to which the consumer 

is directed after clicking on the “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link.  

事業者は、消費者が「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクをクリックした後に

誘導されるインターネットのWebページ上で、制限請求権の通知を行わなければならない。 
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The notice shall include the information specified in subsection (f) or be a link that takes the 

consumer directly to the specific section of the business’s privacy policy that contains the same 

information.  

この通知は、次の(f)に規定する情報を含むものであるか、または、同じ情報を含む事業者のプライ

バシーポリシーの特定の箇所に消費者を直接誘導するリンクでなければならない。 

If clicking on the “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” link immediately effectuates 

the consumer’s right to limit, the business shall provide the notice within its privacy policy. 

「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」リンクをクリックすれば消費者の制限請求権が

直ちに実現される場合、事業者は、事業者のプライバシーポリシー内で通知を行わなければならな

い。 

(2) A business that does not operate a website shall establish, document, and comply with another 

method by which it informs consumers of their right to limit.  

事業者は、Webサイトを運営しない場合、消費者に制限請求権を通知する他の方法を定め、これを

文書化し遵守しなければならない。 

That method shall comply with the requirements set forth in section 7003. 

その方法は、本規則7003[消費者に対する開示とコミュニケーションの要件]に規定する要件に適合

するものでなければならない。 

(f) A business shall include the following in its Notice of Right to Limit: 

事業者は、制限請求権の通知に以下の事項を含めなければならない。 

(1) A description of the consumer’s right to limit; and 

消費者の制限請求権についての説明。 

(2) Instruction on how the consumer can submit a request to limit.  

消費者が制限請求を行う方法の説明。 

If notice is provided online, the notice shall include the interactive form by which the consumer can 

submit their request to limit online, as required by section 7027, subsection (b)(1).  

通知がオンラインで行われる場合、その通知には、本規則7027[機微個人情報の利用および開示の

制限請求](b)(1)で要求されている通り、消費者がオンラインで制限請求を行うことができる対話形式

のフォームを含めなければならない。 

If the business does not operate a website, the notice shall explain the offline method by which the 

consumer can submit their request to limit. 

事業者がWebサイトを運営していない場合、この通知で、消費者が制限請求を行うことができるオフ

ラインでの方法を説明しなければならない。 

(g) A business does not need to provide a Notice of Right to Limit or the “Limit the Use of My Sensitive 

Personal Information” link if: 

以下のいずれかの場合、事業者は、制限請求権の通知または「Limit the Use of My Sensitive Personal 

Information」リンクの掲示を要しない。 

(1) It only uses and discloses sensitive personal information that it collected about the consumer for 

the purposes specified in section 7027, subsection (m), and states so in its privacy policy; or. 

事業者が取得した機微個人情報を本規則7027(m)に定める目的[制限請求権対象外の機微個人情

報の利用・開示目的]のためにのみ利用および開示し、かつプライバシーポリシーにその旨明記して

いる場合。 

(2) It only collects or processes sensitive personal information without the purpose of inferring 

characteristics about a consumer, and states so in its privacy policy. 

事業者が消費者の特徴を推測する[プロファイリングの]目的では機微個人情報を取得または処理せ

ず、かつ、プライバシーポリシーにその旨記載している場合。 

(h) A business shall not use or disclose sensitive personal information it collected during the time the 

business did not have a Notice of Right to Limit posted for purposes other than those specified in 

section 7027, subsection (m), unless it obtains the consent of the consumer. 
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事業者は、消費者の同意を得ない限り、制限請求権の通知をしていなかった期間中に取得した機微個人

情報を本規則7027(m)に定める目的[制限請求権対象外の機微個人情報の利用・開示目的]以外に利用

または開示してはならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.121, 1798.135 and 1798.185, 
Civil Code. 

 

§ 7015. Alternative Opt-Out Link. 

§ 7015. 代替オプトアウトリンク 

 

(a) The purpose of the Alternative Opt-out Link is to provide businesses the option of providing consumers 

with a single, clearly-labeled link that allows consumers to easily exercise both their right to opt-out of 

sale/sharing and right to limit, instead of posting the two separate “Do Not Sell or Share My Personal 

Information” and “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” links.  

代替オプトアウトリンクの目的は、「Do Not Sell or Share My Personal Information」と「Limit the Use of 

My Sensitive Personal Information」の2つのリンクを別々に掲示する代わりに、消費者が販売/共有オプト

アウトおよび制限請求権の両方を簡単に行使できるよう、明確にラベル付けされた単一のリンクを掲示す

る選択肢を事業者に与えることである。 

The Alternative Opt-out Link shall direct the consumer to a webpage that would inform them of both 

their right to opt-out of sale/sharing and right to limit and provide them with the opportunity to exercise 

both rights. 

代替オプトアウトリンクは、消費者に対し、販売/共有オプトアウト権および制限請求権の両方を知らせ、

かつ両方の権利を行使する機会を与えるWebページに誘導するものでなければならない。 

(b) A business that chooses to use an Alternative Opt-out Link shall title the link, “Your Privacy Choices” 

or “Your California Privacy Choices,” and shall include the following opt-out icon to the right or left of 

adjacent to the title.  

事業者は、代替オプトアウトリンクの利用を選択する場合、そのリンクのタイトルを「Your Privacy Choices」

または「Your California Privacy Choices」とし、かつ、そのタイトルに隣接する右側または左側に以下のオ

プトアウトアイコンを表示しなければならない。 

The link shall be a conspicuous link that complies with section 7003, subsections (c) and (d), and is 

located at either the header or footer of the business’s internet Homepage(s).  

このリンクは、本規則7003(c)および(d)[他のリンクと同じ大きさ・色等であること]に適合し、かつ、事業者

のインターネットホームページのヘッダーまたはフッターのいずれかに目立つように配置されなければな

らない。 

The icon shall be approximately the same size as any other icons used by the business in the header or 

footer of on its webpage. 

このアイコンは、事業者がWebページのヘッダーまたはフッターで利用している他のアイコンとほぼ同じサ

イズでなければならない。 

 

(c) The Alternative Opt-out Link shall direct the consumer to a webpage that includes the following 

information: 

代替オプトアウトリンクは、以下の全ての情報を含むWebページに消費者を誘導するものでなければなら

ない。 

(1) A description of the consumer’s right to opt-out of sale/sharing and right to limit, which shall 

comply with section 7003, subsections (a) and (b); and 
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本規則7003(a)および(b)[読み易く理解し易いこと等]に適合する、消費者の販売/共有オプトアウト権

および制限請求権についての説明。 

(2) The interactive form or mechanism by which the consumer can submit their request to opt-out of 

sale/sharing and their right to limit online.  

消費者が販売/共有オプトアウト請求および制限請求をオンラインで提出できる対話方式のフォーム

またはメカニズム。 

The method shall be easy for consumers to execute, shall require minimal steps, and shall comply 

with section 7004. 

この方法は、消費者が使い易くかつ最小限の手続しか要求されず、かつ本規則7004[CCPA上の請

求および消費者の同意取得の方法の条件]に適合するものでなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.121, 1798.135 and 
1798.185, Civil Code. 

 

§ 7016. Notice of Financial Incentive. 

§ 7016. 経済的インセンティブの通知 

  

(a) The purpose of the Notice of Financial Incentive is to explain to the consumer the material terms of a 

financial incentive or price or service difference the business is offering so that the consumer may make 

an informed decision about whether to participate.  

経済的インセンティブの通知の目的は、事業者が提供する経済的インセンティブまたは価格・サービスの

差の重要な条件を消費者に説明し、消費者が十分な情報を得た上で参加するか否かを決定できるように

することである。 

A business that does not offer a financial incentive or price or service difference is not required to 

provide a Notice of Financial Incentive. 

事業者は、経済的インセンティブまたは価格・サービスの差を設けない場合、経済的インセンティブの通

知をすることを要しない。 

(b) The Notice of Financial Incentive shall comply with section 7003, subsections (a) and (b). 

経済的インセンティブの通知は、本規則7003(a)および(b)[読み易く理解し易いこと等]に適合するものでな

ければならない。 

(c) The Notice of Financial Incentive shall be readily available where consumers will encounter it before 

opting-in to the financial incentive or price or service difference.  

経済的インセンティブの通知は、消費者が経済的インセンティブまたは価格・サービスの差にオプトインす

る前に容易に閲覧できなければならない。 

If the business offers the financial incentive or price or service difference online, the notice may be 

given by providing a link that takes the consumer directly to the specific section of a business’s privacy 

policy that contains the information required in subsection (d). 

事業者がオンラインで経済的インセンティブまたは価格・サービスの差を申出る場合、その通知は、次の

(d)で要求される情報を含む事業者のプライバシーポリシーの特定の箇所に消費者を直接誘導するリンク

を掲示することにより行うことができる。 

(d) A business shall include the following in its Notice of Financial Incentive: 

事業者は、以下の事項を経済的インセンティブの通知に含めなければならない 

(1) A succinct summary of the financial incentive or price or service difference offered; 

提供される経済的インセンティブまたは価格・サービスの差の簡潔な概要。 

(2) A description of the material terms of the financial incentive or price or service difference, 

including the categories of personal information that are implicated by the financial incentive or 

price or service difference and the value of the consumer’s data; 

経済的インセンティブまたは価格・サービスの差に係る重要な条件(経済的インセンティブまたは価
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格・サービスの差に関係する個人情報のカテゴリーおよび消費者のデータの価値を含む)の説明。 

(3) How the consumer can opt-in to the financial incentive or price or service difference; 

消費者が経済的インセンティブまたは価格・サービスの差にオプトインする方法。 

(4) A statement of the consumer’s right to withdraw from the financial incentive at any time and how 

the consumer may exercise that right; and 

消費者がいつでも経済的インセンティブから脱退する権利およびその権利の行使方法の説明。 

(5) An explanation of how the price or service difference is reasonably related to the value of the 

consumer’s data, including: 

以下の事項を含め、価格・サービスの差異が消費者のデータの価値にどのように合理的に関連して

いるかの説明。 

(A) A good-faith estimate of the value of the consumer’s data that forms the basis for offering 

the price or service difference; and 

経済的インセンティブまたは価格・サービスの差の根拠となる消費者のデータの価値の公正な

見積額(a good-faith estimate of the value of the consumer’s data)。 

(B) A description of the method(s)the business used to calculate the value of the consumer’s 

data. 

事業者が消費者のデータの価値を算定するために採用した方法。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.125 and 1798.130, Civil 
Code. 
 

ARTICLE 3. BUSINESS PRACTICES FOR HANDLING CONSUMER REQUESTS 

ARTICLE 3. 消費者の請求への対応方法 

  

§ 7020. Methods for Submitting Requests to Delete, Requests to Correct, and Requests to Know. 

§ 7020. 削除請求、訂正請求および開示請求の方法 

 

(a) 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 

to delete, requests to correct, and requests to know.  

事業者は、オンラインのみで事業を行い、かつ、個人情報を取得する消費者と直接の関係23がある場合、

当該消費者が削除請求、訂正請求および開示請求を行うための電子メールアドレスのみ開示すれば足

る。 

(b) A business that does not fit within subsection (a)shall provide two or more designated methods for 

submitting requests to delete, requests to correct, and requests to know. 

事業者は、上記(a)に該当しない場合[オフラインの事業もある場合またはオフラインの事業しかない場合]、

消費者が削除請求、訂正請求および開示請求を行うために、複数の方法を指定しなければならない。 

One of those methods must be a toll-free telephone number.  

これら方法のうち一つは、フリーダイヤルの電話番号でなければならない。 

If the business maintains an internet website, one of the methods for submitting these requests shall be 

through its website, such as through a webform.  

事業者がインターネット上のWebサイトを有している場合、これらの請求方法の一つは、Webフォーム等、

そのWebサイトを通じて行う方法でなければならない。 

Other methods for submitting requests to delete, requests to correct, and requests to know may include, 

but are not limited to, a designated email address, a form submitted in person, and a form submitted 

through the mail. 

 
23 【消費者との直接の関係】 消費者が事業者のWebサイト、アプリのユーザである等の関係を指すと思われる。反対に、消費者と、サードパー

ティCookieを発行するサードパーティとの間ではこの関係がないと思われる。 
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削除請求、訂正請求および開示請求の他の方法としては、指定された電子メールアドレスへのメール送

信、請求書の対面での(in person)提出および郵便での請求書送付があるがこれらに限定されるものでは

ない。 

(c) A business shall consider the methods by which it primarily interacts with consumers when determining 

which methods to provide for submitting requests to delete, requests to correct, and requests to know.  

事業者は、削除請求、訂正請求および開示請求の方法を指定する際、事業者が消費者とやりとりする主

な方法を考慮しなければならない。 

If the business interacts with consumers in person, the business shall consider providing an in-person 

method such as a printed form the consumer can directly submit or send by mail, a tablet or computer 

portal that allows the consumer to complete and submit an online form, or a telephone with which the 

consumer can call the business’s toll-free number.  

事業者は、消費者と対面・物理的に(in person)やりとりする場合、消費者が事業者に対面・物理的に(in-

person)請求できる方法、例えば、消費者が直接交付または郵送できる印刷された請求書用紙、消費者

が[その場で]オンラインフォームに記入して請求できるタブレットもしくはコンピュータポータルまたはフリ

ーダイヤル電話番号の通知等を検討しなければならない。 

(d) A business may use a two-step process for online requests to delete where the consumer must first, 

submit the request to delete and then second, separately confirm that they want their personal 

information deleted provided that the business otherwise complies with section 7004. 

事業者は、オンラインによる削除請求について、消費者が最初に削除請求を行い、次に個人情報の削除

を希望することを別途[再]確認する二段階の手続を、他の条件に関しては本規則7004[CCPA上の請求お

よび消費者の同意取得の方法の条件]を遵守する限り、採用することができる。 

(e) If a consumer submits a request in a manner that is not one of the designated methods of submission, 

or is deficient in some manner unrelated to the verification process, the business shall either: 

事業者は、消費者が指定された方法以外の方法その他何らかの不適切な(deficient)方法(但し本人確

認に関するものを除く)で請求した場合、以下のいずれかの対応をしなければならない。 

(1) Treat the request as if it had been submitted in accordance with the business’s designated manner, 

or 

事業者の指定する方法により請求がなされたものとして取り扱うこと。 

(2) Provide the consumer with information on how to submit the request or remedy any deficiencies 

with the request, if applicable. 

消費者に対し、請求の方法または請求の不備が訂正可能であればその訂正方法を伝えること。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.130, 1798.140 and 1798.185, Civil Code. 

 

§ 7021. Timelines for Responding to Requests to Delete, Requests to Correct, and Requests to Know. 

§ 7021. 削除請求、訂正請求および開示請求への対応期限 

 

(a) No later than 10 business days after receiving a request to delete, request to correct, or request to 

know, a business shall confirm receipt of the request and provide information about how the business 

will process the request.  

事業者は、削除請求、訂正請求または開示請求を受領した後10営業日以内に[請求者に対し]その受領

を確認しかつ事業者がその請求をどのように処理するかについて情報提供しなければならない。 

The information provided shall describe in general the business’s verification process and when the 

consumer should expect a response, except in instances where the business has already granted or 

denied the request.  

[事業者が請求者に]提供すべき情報には、事業者が既にその請求に応じまたは請求を拒否した場合を

除き、事業者の確認手続および消費者がいつ回答を受けることを予想できるかについての一般的説明が
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含まれていなければならない。 

The confirmation may be given in the same manner in which the request was received.  

受領確認は、請求の受領と同じ方法[例：電子メールで請求を受け電子メールで受信確認]で行うことがで

きる。 

For example, if the request is made over the phone, the confirmation may be given orally during the 

phone call. 

例えば、請求が電話で行われた場合、その請求の確認は、電話中に口頭で行うことができる。 

(b) Businesses shall respond to a request to delete, request to correct, and request to know no later than 

45 calendar days after it receives the request.  

事業者は、削除請求、訂正請求および開示請求を受領した日から遅くとも45暦日以内に当該請求に対応

しなければならない。 

The 45-day period will begin on the day that the business receives the request, regardless of time 

required to verify the request.  

この45日間の期間は、本人確認に要した時間にかかわらず、事業者が請求を受領した日から起算される。 

If the business cannot verify the consumer within the 45-day time period, the business may deny the 

request.  

事業者は、この45日間の期間内に消費者の本人確認をすることができない場合、その請求を拒否するこ

とができる。 

If necessary, businesses may take up to an additional 45 calendar days to respond to the consumer’s 

request, for a maximum total of 90 calendar days from the day the request is received, provided that 

the business provides the consumer with notice and an explanation of the reason that the business will 

take more than 45 days to respond to the request. 

事業者は、必要な場合、対応期間を、更に45日暦日、請求受領日から合計して最大90暦日間に延長する

ことができる。但し、事業者が、事前に消費者に対し、対応に45暦日以上要する理由を説明することを条

件とする。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.130, 1798.140 and 1798.185, Civil Code. 

 

§ 7022. Requests to Delete. 

§ 7022. 削除請求 

 

(a) For requests to delete, if a business cannot verify the identity of the requestor pursuant to the 

regulations set forth in Article 5, the business may deny the request to delete.  

事業者は、削除請求において、本規則 Article 5の規定により請求者の本人確認ができない場合、当該

削除請求[への対応]を拒否することができる。 

The business shall inform the requestor that their identity cannot be verified. 

この場合、事業者は、請求者に対し、本人確認ができない旨を通知しなければならない。 

(b) A business shall comply with a consumer’s request to delete their personal information by: 

事業者は、消費者からの個人情報の削除請求に、以下の全てを行うことにより対応しなければならない。 

(1) Permanently and completely erasing the personal information from its existing systems except 

archived or back-up systems, deidentifying the personal information, or aggregating the consumer 

information;  

アーカイブまたはバックアップシステムを除き、現在使用中のシステム24から個人情報を永久かつ完

 
24 【アーカイブまたはバックアップシステム(archived or back-up systems)、現在使用中のシステム(existing system)】 アーカイブシステムは法

令上記録保存を要求されているデータを保存するためのシステム、バックアップシステムは、データ消失・破壊・改ざん等発生時にデータ復旧

させるためにデータをコピーし保存しておくためのシステム、現在稼働中のシステム(existing system)は、業務のため実際に稼働・使用中のシ

ステムと思われる。 (参考) (1) Paul Crocetti "Archive vs. backup and why you need to know the differences" 31 Oct 2019, TechTarget. (2) 

サーバー・ストレージお役立ちコラム「アーカイブとバックアップの違いとは？」2019/08/18 

https://www.techtarget.com/searchdatabackup/tip/What-is-the-difference-between-archives-and-backups
https://www.soliton.co.jp/column/vvault/storage-file-server/archive-backup.html
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全に削除し、個人情報を非識別化し(deidentify)または消費者情報を集合化する(aggregate)25こと。 

(2) Notifying the business’s service providers or contractors to delete from their records the 

consumer’s personal information that they collected pursuant to their written contract with the 

business, or if enabled to do so by the service provider or contractor, the business shall delete the 

personal information that the service provider or contractor collected pursuant to their written 

contract with the business; and 

事業者のサービス提供者または契約業者に対し、それらの者が事業者との間の契約書に従い取得

した消費者の個人情報をそれらの者の記録から削除するよう通知するか、または、サービス提供者

もしくは契約業者がそれを可能とする場合には、事業者[自身]が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従い取得した個人情報を削除すること。 

(3) Notifying all third parties to whom the business has sold or shared the 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ことがある全てのサードパーティに対し、消費者の個

人情報を削除するよう通知すること(但し、それが不可能であることが判明した場合または不相応な

努力を要する場合を除く)。 

If a business claims that notifying some or all third parties would be impossible or would involve 

disproportionate effort, the business shall provide the consumer a detailed explanation that 

includes enough facts to give a consumer a meaningful understanding as to why the business 

cannot notify all third parties.  

事業者は、一部または全部のサードパーティへの通知が不可能であるかまたは不相応な努力を要

すると主張する場合、事業者が全てのサードパーティに通知できない理由について消費者が意味あ

る理解をすることができる事実を含め詳細な説明を消費者に対し行わなければならない。 

The business shall not simply state that notifying all third parties is impossible or would require 

disproportionate effort. 

事業者は、単に、全てのサードパーティに通知することが不可能であることまたは不相応な努力を要

することのみ説明するのではならない。  

(c) A service provider or contractor shall, with respect to personal information that they collected pursuant 

to their written contract with the business and upon notification by the business, cooperate with the 

business in responding to a request to delete by: 

サービス提供者または契約業者は、事業者との間の契約書に従い取得した個人情報に関し、事業者か

ら通知に基づき、以下の方法により、事業者が削除請求に応じることに協力しなければならない。 

(1) Permanently and completely erasing the personal information from its existing systems except 

archived or back-up systems, deidentifying the personal information, or aggregating the consumer 

information, or enabling the business to do so; 

アーカイブまたはバックアップシステムを除き、現在使用中のシステムから個人情報を永久かつ完全

に削除し、個人情報を非識別化しまたは消費者情報を集合化し、もしくは事業者がこれを行うことを

可能にすること。 

(2) To the extent that an exception applies to the deletion of personal information, deleting or enabling 

the business to delete the consumer’s personal information that is not subject to the exception 

and refraining from using the consumer’s personal information retained for any purpose other than 

the purpose provided for by that exception;. 

個人情報の削除に例外が適用される場合、その例外に該当しない消費者の個人情報を削除するか

または事業者が削除できるようにし、かつ、[継続して]保持される消費者の個人情報については当

該例外に定める目的以外の目的では利用しないこと。 

 
25 【「集合化する(aggregate)」の意味】 CPRA にも本規則にも定義はないが、CPRA 140(b)に“Aggregate consumer information”（「消費者集合情

報」）の定義があり、「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、消費者または世

帯に合理的に関連付けができないもの（但し「非識別化情報」を除く）を意味する」とされているから、個人情報をこの消費者集合情報に加工す

ることを意味すると思われる。  
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(3) Notifying any of its own service providers or contractors to delete from their records in the same 

manner the consumer’s personal information that they Collected pursuant to their written contract 

with the service provider or contractor; and 

自己[サービス提供者または契約業者]自身の全てのサービス提供者または契約業者に対し、それ

らの者と自己との間の契約書に従い取得した消費者の個人情報を、同様の方法で記録から削除す

るよう、通知すること。 

(4) Notifying any other service providers, contractors, or third parties that may have accessed 

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 unless 

this proves impossible or involves disproportionate effort. 

自己[サービス提供者または契約業者]からまたは自己を通じて個人情報にアクセスした可能性のあ

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、事業者の指示により個人情報にア

クセスした場合を除き、消費者の個人情報を削除するよう通知すること(但し、それが不可能であると

判明した場合または不相応な努力を要する場合を除く)。 

(d) If a business, service provider, or contractor stores any personal information on archived or backup 

systems, it may delay compliance with the consumer’s request to delete, with respect to data stored 

on the archived or backup system, until the archived or backup system relating to that data is restored 

to an active system or is next accessed or used for a sale, disclosure, or commercial purpose. 

事業者、サービス提供者または契約業者は、個人情報をアーカイブまたはバックアップシステムに保存す

る場合、当該システムに保存されたデータに関しては、当該システムがアクティブ(常用)システムに戻され

るまで、または、次に販売、開示または商業目的のためにアクセスまたは利用されるまで、消費者の削除

請求に応じることを遅らせてもよい。 

(e) In responding to a request to delete, a business shall inform the consumer whether it has complied with 

the consumer’s request.  

削除請求への対応上、事業者は、消費者の請求に応じたか(削除したか)否かを消費者に通知しなけれ

ばならない。 

The business shall also inform the consumer that it will maintain a record of the request as required by 

section 7101, subsection (a). 

事業者は、また、本規則7101[記録保持](a)で要求される通り、消費者に対し、当該請求の記録を保持す

ることを通知しなければならない。 

A business, service provider, contractor, or third party may retain a record of the request for the 

purpose of ensuring that the consumer’s personal information remains deleted from its records. 

事業者、サービス提供者、契約業者またはサードパーティは、自己の記録から消費者の個人情報を削除

したままにするため当該[削除]請求の記録を保持することができる。 

(f) In cases where a business denies a consumer’s request to delete in whole or in part, the business shall 

do all of the following: 

事業者は、消費者の削除請求の全部または一部を拒否する場合、以下の全ての事項を行わなければな

らない。 

(1) Provide to the consumer a detailed explanation of the basis for the denial, including any conflict 

with federal or state law, exception to the CCPA, or factual basis for contending that compliance 

would be impossible or involve disproportionate effort, unless prohibited from doing so by law; 

消費者に対し、対応拒否およびその根拠(連邦法または州法に違反すること、CCPA上の例外に該

当すること、または、請求に応じることが不可能または不相応な努力を要すると主張する場合はそ

の事実上の根拠等)を(それが法令上禁止されていない限り)通知すること。 

(2) Delete the consumer’s personal information that is not subject to the exception;  

例外に該当しない消費者の個人情報を削除すること。 

(3) Not use the consumer’s personal information retained for any other purpose than provided for by 

that exception; and 

保持を継続する個人情報を、例外に当たる目的以外の目的で利用しないこと。 
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(4) Instruct its service providers and contractors to delete the consumer’s personal information that 

is not subject to the exception and to not use the consumer’s personal information retained for 

any purpose other than the purpose provided for by that exception. 

サービス提供者および契約業者に対し、例外に該当しない消費者の個人情報を削除し、かつ、保持

を継続する個人情報を、例外に当たる目的以外の目的で利用しないよう指示すること。 

(g) If a business that denies a consumer’s request to delete sells or shares personal information and the 

consumer has not already made a request to opt-out of sale/sharing, the business shall ask the 

consumer if they would like to opt-out of the sale or sharing of their personal information and shall 

include either the contents of, or a link to, the Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing in 

accordance with section 7013. 

消費者の削除請求を拒否する事業者が、個人情報を販売または共有する場合で、かつ、消費者がまだ

販売/共有オプトアウト請求していないとき26は、当該事業者は、消費者に個人情報の販売または共有を

オプトアウトしたいか否かを尋ね、かつ、本規則7013に従い、販売/共有オプトアウト権に関する通知の内

容またはリンクのいずれかを提示しなければならない。 

(h) In responding to a request to delete, a business may present the consumer with the choice to delete 

select portions of their personal information as long as a single option to delete all personal information 

is also offered.  

事業者は、削除請求への対応において、全ての個人情報を削除する選択肢をも提供することを条件とし

て、消費者に個人情報の特定の部分だけ指定して削除する選択肢を提示することができる。 

A business that provides consumers the ability to delete select categories of personal information(e.g., 

purchase history, browsing history, voice recordings)in other contexts, however, must inform consumers 

of their ability to do so and direct them to how they can do so.  

事業者は、消費者が一部のカテゴリーの個人情報(例：購入履歴、閲覧履歴、音声記録)を選択して削除

できるようにする場合、そのようにすることができる旨およびその方法を消費者に通知しなければならな

い。 

For example, a business may provide the consumer with a link to a support page or other resource that 

explains consumers’ data deletion options. 

例えば、事業者は、消費者のデータ削除に係る選択肢について説明するサポートページその他のリソー

スへのリンクを消費者に提示することができる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.105, 1798.130 and 1798.185, 
Civil Code. 

 

§ 7023. Requests to Correct. 

§ 7023. 訂正請求 

 

(a) For requests to correct, if a business cannot verify the identity of the requestor pursuant to the 

regulations set forth in Article 5, the business may deny the request to correct.  

事業者は、訂正請求において、本規則 Article 5の規定により請求者の本人確認ができない場合、訂正

請求を拒否することができる。 

The business shall inform the requestor that their identity cannot be verified. 

この場合、事業者は、請求者に対し、本人確認ができない旨を通知しなければならない。 

(b) In determining the accuracy of the personal information that is the subject of a consumer’s request to 

correct, the business shall consider the totality of the circumstances relating to the contested personal 

 
26 【消費者の削除請求を拒否する事業者が、個人情報を販売または共有する場合で、かつ、消費者がまだ販売/共有オプトアウト請求していな

いとき】 削除請求の場合、アカウント認証その他により本人確認ができなければ、これを拒否できる(本規則 7022(a))。一方、販売/共有オプト

アウト請求の場合、本人確認を要求してはならず(本規則 7026(d)）、従って、アカウント認証等による本人確認ができなくてもサードパーティ

Cookie 等による個人情報の販売/共有のオプトアウト請求には応じることができるので、このような場合が想定されているものと思われる。 
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information.  

事業者は、消費者の訂正請求の対象である個人情報の正確性を判断するに当たり、当該個人情報に関

係する事情を総合的に考慮しなければならない。 

A business may deny a consumer’s request to correct if it determines that the contested personal 

information is more likely than not accurate based on the totality of the circumstances. 

事業者は、関係する事情を総合的に考慮した結果、当該個人情報が正確である可能性の方が高い

(more likely than not accurate)と判断した場合には、当該個人情報の訂正請求を拒否することができる。 

(1) Considering the totality of the circumstances includes, but is not limited to, considering: 

関係する事情を総合的に考慮することには、以下の事項を考慮することを含むがこれに限定されな

い。 

(A) The nature of the personal information (e.g., whether it is objective, subjective, unstructured, 

sensitive, etc.). 

個人情報の内容(客観的なものか、主観的なものか、構造化されていないものか、その機微度

等)。 

(B) How the business obtained the contested information. 

事業者が請求対象の個人情報をどのように入手したか。 

(C) Documentation relating to the accuracy of the information whether provided by the consumer, 

the business, or another source.  

消費者、事業者その他の入手元を問わず、当該個人情報の正確性に関係する文書。 

Requirements regarding documentation are set forth in subsection (d). 

文書化の条件は(d)に定める通りとする。 

(2) If the business is not the source of the personal information and has no documentation in support 

of the accuracy of the information, the consumer’s assertion of inaccuracy may be sufficient to 

establish that the personal information is inaccurate. 

事業者が個人情報の入手元ではなくかつその個人情報の正確性を裏付ける文書を有しない場合、

その個人情報が不正確であることの証明は、消費者の主張で十分な場合がある。 

(c) A business that complies with a consumer’s request to correct shall correct the personal information at 

issue on its existing systems.  

事業者は、消費者からの訂正請求に応じる場合、現在使用中のシステム上にある問題の個人情報を訂

正しなければならない。 

The business shall also instruct all service providers and contractors that maintain the personal 

information at issue pursuant to their written contract with the business to make the necessary 

corrections in their respective systems.  

また、事業者は、事業者との間の契約書に従い問題となる個人情報を保持する全てのサービス提供者お

よび契約業者に対し、それぞれのシステムにおいて必要な訂正を行うよう指示しなければならない。 

Service providers and contractors shall comply with the business’s instructions to correct the personal 

information or enable the business to make the corrections.  

サービス提供者および契約業者は、事業者の指示に従い個人情報の訂正を行うか、または、事業者が

当該訂正をすることができるようにしなければならない。 

If a business, service provider, or contractor stores any personal information that is the subject of the 

request to correct on archived or backup systems, it may delay compliance with the consumer’s 

request to correct, with respect to data stored on the archived or backup system, until the archived or 

backup system relating to that data is restored to an active system or is next accessed or used. 

事業者、サービス提供者または契約業者は、訂正請求対象の個人情報をアーカイブまたはバックアップ

システムに保存する場合、当該アーカイブまたはバックアップシステムに保存されたデータに関しては、(i)

当該アーカイブまたはバックアップシステムがアクティブシステム(実使用システム)に戻されるまでまたは

(ii)次にアクセスまたは利用されるまでは、消費者の訂正請求に応じることを遅らせてもよい。 

(d) Documentation. 
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文書化 

(1) A business shall accept, review, and consider any documentation that the consumer provides in 

connection with their right to correct whether provided voluntarily or as required by the business.  

事業者は、消費者が訂正請求権に関連して提供する全ての文書を、それらが自発的に提供された

かまたは事業者が要求したものかを問わず、受け入れ、検討しおよび考慮しなければならない。 

(2) Consumers should make a good-faith effort to provide businesses with all relevant information 

available at the time of the request. 

消費者は、[訂正]請求の時点で提供可能な全ての関連情報を事業者に提供するよう誠実に努力し

なければならない。 

(3) A business may require the consumer to provide documentation if necessary to rebut its own 

documentation that the personal information is accurate.  

事業者は、個人情報が正確であることを示す自らの文書と照合・検証する(rebut)ため必要な場合、

消費者に文書の提出を求めることができる。 

In determining the necessity of the documentation requested, the business shall consider the 

following: 

事業者は、かかる文書要求の必要性判断に当たり以下の事項を考慮しなければならない。 

(A) The nature of the personal information at issue (e.g., whether it is objective, subjective, 

unstructured, sensitive, etc.). 

個人情報の内容(客観的なものか、主観的なものか、構造化されていないものか、その機微度

等)。 

(B) The nature of the documentation upon which the business considers the personal information 

to be accurate (e.g., whether the documentation is from a trusted source, whether the 

documentation is verifiable, etc.) 

事業者が当該個人情報は正確だと考える根拠となる文書の内容(信頼できる入手元から入手し

たものか、文書内容が検証可能なものか等) 

(C) The purpose for which the business collects, maintains, or uses the personal information.  

事業者が当該個人情報を取得、保持または利用する目的。 

For example, if the personal information is essential to the functioning of the business, the 

business may require more documentation. 

例えば、当該個人情報が事業者の事業にとり不可欠な場合、事業者はより多くの文書を要求す

ることができる。 

(D) The impact on the consumer.  

消費者に与える影響 

For example, if the personal information has a negative impact on the consumer, the business 

may require less documentation. 

例えば、当該個人情報が消費者に否定的影響を与えるものである場合、事業者はより少ない

文書しか要求できない。 

(4) Any documentation provided by the consumer in connection with their request to correct shall only 

be used and/or maintained by the business for the purpose of correcting the consumer’s personal 

information and to comply with the record-keeping obligations under section 7101. 

消費者が訂正請求に関連して提供した全ての文書は、消費者の個人情報を訂正する目的および本

規則7101[記録保持]に基づく記録保持義務遵守の目的に限り、事業者により利用および/または保

持されなければならない。 

(5) The business shall implement and maintain reasonable security procedures and practices in 

maintaining any documentation relating to the consumer’s request to correct. 

事業者は、消費者の訂正請求に関連する文書の保持について、合理的なセキュリティ手続・実務を

実施し維持しなければならない。 

(e) A business may delete the contested personal information as an alternative to correcting the 
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information if the deletion of the personal information does not negatively impact the consumer, or the 

consumer consents to the deletion.  

事業者は、問題の個人情報の削除が消費者に悪影響を与えない場合、または、消費者が削除に同意し

た場合には、問題の個人情報を訂正する代わりに削除することができる 

For example, if deleting instead of correcting inaccurate personal information would make it harder for 

the consumer to obtain a job, housing, credit, education, or other type of opportunity, the business shall 

process the request to correct or obtain the consumer’s consent to delete the information. 

例えば、事業者は、仮に不正確な個人情報を訂正する代わりに削除した場合には消費者が仕事、住宅、

信用、教育その他の機会を得ることが困難になるときは、訂正請求に応じるか、または、削除するときに

は消費者の同意を得なければならない。 

(f) In responding to a request to correct, a business shall inform the consumer whether it has complied 

with the consumer’s request.  

事業者は、訂正請求の対応上、消費者の請求に応じたか(訂正したか)否かを消費者に通知しなければな

らない。 

If the business denies a consumer’s request to correct in whole or in part, the business shall do the 

following: 

事業者は、消費者の訂正請求の全部または一部を拒否する場合には、次の事項を行わなければならな

い。 

(1) Explain the basis for the denial, including any conflict with federal or state law, exception to the 

CCPA, inadequacy in the required documentation, or contention that compliance proves impossible 

or involves disproportionate effort. 

消費者に対し、当該拒否の根拠(連邦法または州法に違反すること、CCPA上の例外に該当するこ

と、要求された書類の不備、または請求に応じることが不可能または不相応な努力を要すると主張

する場合はその事実上の根拠等)を通知すること。 

(2) If a business claims that complying with the consumer’s request to correct would be impossible or 

would involve disproportionate effort, the business shall provide the consumer a detailed 

explanation that includes enough facts to give a consumer a meaningful understanding as to why 

the business cannot comply with the request.  

事業者は、消費者の訂正請求に応じることが不可能または不相応な努力を要すると主張する場合、

事業者が請求に応じることができない理由について消費者が意味ある理解をすることができる事実

を含め詳細な説明を消費者に対し行わなければならない。 

The business shall not simply state that it is impossible or would require disproportionate effort. 

事業者は、単に、それが不可能であることまたは不相応な努力を要することを説明するだけであって

はならない。  

(3) If a business denies a consumer’s request to correct personal information collected and analyzed 

concerning a consumer’s health, the business shall also inform the consumer that they may 

provide a written statement to the business to be made part of the consumer’s record per Civil 

Code section 1798.185, subdivision(a)(8)(D).  

事業者は、消費者の健康に関し取得・分析した個人情報の訂正請求を拒否する場合には、消費者

が事業者に対しCPRA 1798.185(a)(8)(D)27に従い消費者の記録の一部として申述書を提出する権利

を有することも、消費者に通知しなければならない。 

The business shall explain to the consumer that the written statement is limited to 250 words per 

alleged inaccurate piece of personal information and shall include that the consumer must request 

that the statement be made part of the consumer’s record.  

事業者は、この申述書は、消費者が不正確であると考える項目ごとに250文字以内で、かつ、消費

者が当該申述書を自己に関する記録の一部とすべきことを要求するものでなければならない旨説明

 
27 【CPRA 1798.185(a)(8)(D)】 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 
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しなければならない。 

Upon receipt of such a statement, the business shall include it with the consumer’s record. 

事業者は、この申述書を受領した場合、それを当該消費者の記録に含めなければならない。 

(4) If the personal information at issue can be deleted pursuant to a request to delete, [the business 

shall] inform the consumer that they can make a request to delete the personal information and 

provide instructions on how the consumer can make a request to delete. 

事業者は、問題の個人情報が削除請求に従い削除できる場合、消費者は当該個人情報の削除請

求を行うことができる旨および削除請求の方法を消費者に通知しなければならない。 

(g) A business may deny a consumer’s request to correct if the business has denied the consumer’s 

request to correct the same alleged inaccuracy within the past six months of receiving the request.  

事業者は、消費者の訂正請求前6ヶ月以内に同一内容の訂正請求を拒否したことがある場合、当該訂正

請求を拒否することができる。 

However, the business must treat the request to correct as new if the consumer provides new or 

additional documentation to prove that the information at issue is inaccurate. 

但し、事業者は、消費者が、問題の個人情報が不正確であることを証明する新たなまたは追加の文書を

提出した場合には、当該訂正請求を新たな請求として扱わなければならない。 

(h) A business may deny a request to correct if it has a good-faith, reasonable, and documented belief that 

a request to correct is fraudulent or abusive.  

事業者は、訂正請求が詐欺的または権利濫用的なものであると誠実・合理的で文書化された確信を有す

る場合、当該訂正請求を拒否することができる。 

The business shall inform the requestor that it will not comply with the request and shall provide an 

explanation why it believes the request is fraudulent or abusive. 

事業者は、請求者に対し、訂正請求に応じない旨通知し、かつ、当該訂正請求が詐欺的または権利濫用

的なものであると確信する理由を説明しなければならない。 

(i) Where the business is not the source of the information that the consumer contends is inaccurate, in 

addition to processing the consumer’s request, the business may provide the consumer with the name 

of the source from which the business received the alleged inaccurate information. 

消費者が不正確であると主張する情報の発信元が事業者ではない場合、事業者は、消費者の請求に対

する対応に加え、当該情報を事業者が入手した発信元の名称を消費者に通知することができる。 

(j) Upon request, a business shall disclose specific pieces of personal information that the business 

maintains and has collected about the consumer to allow the consumer to confirm that the business has 

corrected the inaccurate information that was the subject of the consumer’s request to correct.  

事業者は、[消費者から]求められた場合、消費者が訂正請求した不正確な個人情報を事業者が訂正し

たことを確認できるよう、事業者が保持する訂正済みの消費者の個人情報を開示しなければならない。 

This disclosure shall not be considered a response to a request to know that is counted towards the 

limitation of two requests within a 12-month period as set forth in Civil Code section 1798.130, 

subdivision(b).  

この開示は、CPRA 1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務](b)28に定める12ヶ月間に2回までの[開

示]請求の制限に算入される開示請求への対応[としての開示]とはみなされない。 

With regard to a correction to a consumer’s Social Security number, driver’s license number or other 

government-issued identification number, financial account number, any health insurance or medical 

identification number, an account password, security questions and answers, or unique biometric data 

generated from measurements or technical analysis of human characteristics, a business shall not 

disclose this information,  

社会保障番号、運転免許証番号その他政府発行ID、金融口座番号、全ての健康保険または医療関係ID、

アカウントパスワード(またはセキュリティの質問と答え)または人の特徴の計測またはテクノロジー的分析

 
28 【CPRA 1798.130(b)】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。 
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から生成された生体認証データの訂正請求に関しては、事業者は、これら情報を開示してはならない。 

but may provide a way to confirm that the personal information it maintains is the same as what the 

consumer has provided. 

但し、事業者は、事業者の保持する個人情報が消費者の提出した情報と同一であることを確認する方法

は通知できる。 

(k) Whether a business, service provider, or contractor has implemented measures to ensure that personal 

information that is the subject of a request to correct remains corrected factors into whether that 

business, service provider, or contractor has complied with a consumer’s request to correct in 

accordance with the CCPA and these regulations.  

事業者、サービス提供者または契約業者が、訂正請求の対象となった個人情報が[正確なものに]訂正さ

れた状態のままにする措置を講じているか否かは、これらの者が、CCPAおよび本規則に従い消費者の

訂正請求に応じているかを判断する際に考慮される。 

For example, a business, service provider, or contractor may supplement personal information it 

maintains about consumers with information obtained from a data broker.  

例えば、事業者、サービス提供者または契約業者は、その保持する消費者の個人情報を、データブロー

カーから入手した情報で補完する場合がある。 

Failing to consider and address the possibility that corrected information may be overridden by 

inaccurate information subsequently received from a data broker may factor into whether that business, 

service provider, or contractor has adequately complied with a consumer’s request to correct. 

事業者、サービス提供者または契約業者が、[一旦]訂正された情報が、その後データブローカーから受

領する不正確な情報により上書きされてしまう可能性を考慮の上これに対処しない場合、消費者の訂正

請求に適切に対応しているかを判断する際に考慮される。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.106, 1798.130 1798.185, and 

1798.81.5, Civil Code. 

 

§ 7024. Requests to Know. 

§ 7024. 開示請求 

(a) For requests that seek the disclosure of specific pieces of information about the consumer, if a 

business cannot verify the identity of the person making the request pursuant to the regulations set 

forth in Article 5, the business shall not disclose any specific pieces of personal information to the 

requestor and shall inform the requestor that it cannot verify their identity.  

個人情報そのもの(specific pieces)の開示請求に対しては、事業者は、本規則 Article 5 [消費者の本人

確認]に従い請求者の本人確認ができない場合、当該個人情報の一部であっても開示してはならず、請

求者に本人確認できない旨通知しなければならない。 

If the request is denied in whole or in part, the business shall also evaluate the consumer’s request as 

if it is seeking the disclosure of categories of personal information about the consumer pursuant to 

subsection (b). 

事業者は、請求の全部または一部を拒否する場合であっても、当該請求を次の(b)に従った個人情報の

カテゴリーの開示請求として対応可能であるか否かを判断しなければならない。 

(b) For requests that seek the disclosure of categories of personal information about the consumer, if a 

business cannot verify the identity of the person making the request pursuant to the regulations set 

forth in Article 5, the business may deny the request to disclose the categories and other information 

requested and shall inform the requestor that it cannot verify their identity.  

個人情報のカテゴリーの開示請求に関し、事業者は、本規則 Article 5 [消費者の本人確認]に従い請求

者の本人確認ができない場合、カテゴリーその他請求された情報の開示を拒否できるものとし、請求者に

対し本人確認できない旨通知しなければならない。 

If the request is denied in whole or in part, the business shall provide or direct the consumer to its 
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Information Practices set forth in its privacy policy. 

事業者は、請求の全部または一部を拒否する場合でも、消費者に対し、プライバシーポリシー中の個人

情報取扱実務の内容を説明または案内しなければならない。 

(c) In responding to a request to know, a business is not required to search for personal information if all of 

the following conditions are met: 

事業者は、開示請求への対応において、以下の全ての条件を満たす場合、請求された個人情報を検索

する(search)ことを要しない。29 

(1) The business does not maintain the personal information in a searchable or reasonably accessible 

format; 

事業者が、当該個人情報を検索可能な(または合理的にアクセス可能な)形で保持していないこと 

(2) The business maintains the personal information solely for legal or compliance purposes; 

事業者が当該個人情報を法的な理由または法令遵守(compliance)の目的でのみ保持していること 

(3) The business does not sell the personal information and does not use it for any commercial 

purpose; and 

事業者が当該個人情報を販売せず、かつ、商業目的で利用しないこと 

(4) The business describes to the consumer the categories of records that may contain personal 

information that it did not search because it meets the conditions stated above. 

事業者が、上記の要件を満たし検索しなかった個人情報が含まれている可能性があるデータのカテ

ゴリーを消費者に説明すること 

(d) A business shall not disclose in response to a request to know a consumer’s Social Security number, 

driver’s license number or other government-issued identification number, financial account number, 

any health insurance or medical identification number, an account password, security questions and 

answers, or unique biometric data generated from measurements or technical analysis of human 

characteristics.  

事業者は、社会保障番号、運転免許証番号その他政府発行ID、金融口座番号、全ての健康保険または

医療関係ID、アカウントパスワード(またはセキュリティの質問と答え)または人の特徴の計測またはテクノ

ロジー的分析から生成された生体認証データの開示請求に関しては、これら情報を開示してはならない。 

The business shall, however, inform the consumer with sufficient particularity that it has collected the 

type of information.  

但し、この場合でも、事業者は、消費者に対し、取得した個人情報の種類(type)については十分具体的に

情報提供しなければならない。 

For example, a business shall respond that it collects “unique biometric data including a fingerprint scan” 

without disclosing the actual fingerprint scan data. 

例えば、事業者は、指紋スキャンデータそのものは開示しないで、「指紋スキャンデータを含む生体認証

データ」を取得している旨回答しなければならない。 

(e) If a business denies a consumer’s verified request to know specific pieces of personal information, in 

whole or in part, because of a conflict with federal or state law, or an exception to the CCPA, the 

business shall inform the requestor and explain the basis for the denial, unless prohibited from doing so 

by law.  

事業者は、個人情報そのもの(specific pieces)の開示請求を、連邦または州の法律に抵触することまた

は CCPAの例外規定(exception)に該当することを理由にその全部または一部について対応を拒否する

場合、消費者に対しその旨通知し、法令上説明が禁止されている場合を除き、拒否の根拠を説明しなけ

ればならない。 

If the request is denied only in part, the business shall disclose the other information sought by the 

consumer. 

事業者は、請求の一部のみ拒否する場合、請求された他の情報は開示しなければならない。 

 
29 【個人情報を検索する必要がない場合】 従って、例えば、顧客との通話内容、セキュリティーカメラでの録画内容は、その開示請求があっても、

この条件を満たす限り、わざわざ検索して請求者本人を特定し開示する必要はないと思われる。 



 52 / 97 

 

 

(f) A business shall use reasonable security measures when transmitting personal information to the 

consumer. 

事業者は、個人情報を請求者に送信(transmit)する場合、合理的なセキュリティ措置を講じなければなら

ない。 

(g) If a business maintains a password-protected account with the consumer, it may comply with a request 

to know by using a secure self-service portal for consumers to access, view, and receive a portable 

copy of their personal information if the portal fully discloses the personal information that the 

consumer is entitled to under the CCPA and these regulations, uses reasonable data security controls, 

and complies with the verification requirements set forth in Article 5. 

事業者は、消費者がパスワードで保護された[事業者のサービスの]アカウントを有する場合、それが、

CCPAおよび本規則上消費者が開示請求権を有する個人情報を完全に開示し、合理的なデータセキュリ

ティ管理がなされかつ本規則Article 5に定める本人確認要件に適合するものである限り、消費者が自己

の個人情報にアクセス、閲覧およびポータブルなコピーを入手できるセキュアなセルフサービスポータル

[Webページ等]を使い開示請求に応じることができる。 

(h) In response to a request to know, a business shall provide all the personal information it has collected 

and maintains about the consumer on or after January 1, 2022, including beyond the 12-month period 

preceding the business’s receipt of the request, unless doing so proves impossible or would involve 

disproportionate effort, or the consumer requests data for a specific time period.  

開示請求に対し、事業者は、2022年1月1日以降、事業者が当該消費者について取得し保持している全て

の個人情報を開示しなければならない。この場合、開示すべき個人情報には、開示請求受領前12ヶ月よ

り前に取得し保持している個人情報も含めなければならない（但し、そうすることが不可能または不相応

な努力を要すると判明した場合、または消費者が特定の期間中に取得された個人情報について開示請

求した場合を除く）。 

That information shall include any personal information that the business’s service providers or 

contractors Collected pursuant to their written contract with the business.  

この開示すべき個人情報には、事業者の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従

い取得した全ての個人情報も含まれる。 

If a business claims that providing personal information beyond the 12-month period would be 

impossible or would involve disproportionate effort, the business shall provide the consumer a detailed 

explanation that includes enough facts to give a consumer a meaningful understanding as to why the 

business cannot provide personal information beyond the 12-month period.  

事業者は、[開示請求受領前]12ヶ月より前に取得した個人情報を提供することは不可能または不相応な

努力を要すると主張する場合、当該個人情報を提供できない理由について消費者が意味ある理解をする

ことができる事実を含め詳細な説明を消費者に対し行わなければならない。 

The business shall not simply state that it is impossible or would require disproportionate effort.  

事業者は、単に、それが不可能であることまたは不相応な努力を要することを説明するだけであってはな

らない。  

(i) A service provider or contractor shall provide assistance to the business in responding to a verifiable 

consumer request to know, including by providing the business the consumer’s personal information it 

has in its possession that it Collected pursuant to their written contract with the business, or by 

enabling the business to access that personal information. 

サービス提供者または契約業者は、本人確認済みの消費者の開示請求に事業者が対応することに対し、

事業者との間の契約書に従い取得した当該消費者の個人情報を事業者に提供しまたは事業者がその

個人情報にアクセスできるようにする等、これを支援しなければならない。 

(j) In responding to a consumer’s verified request to know categories of personal information, categories 

of sources, and/or categories of third parties, a business shall provide an individualized response to the 

consumer as required by the CCPA.  

事業者は、個人情報、入手元および/またはサードパーティのカテゴリーに関し開示請求を受けた場合、

CCPAに従い、請求者ごとに個別に回答(provide an individualized response)しなければならない。 
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It shall not refer the consumer to the businesses’ Information Practices outlined in its privacy policy  

事業者は、プライバシーポリシーに記載された個人情報取扱実務を案内するだけであってはならない。 

unless its response would be the same for all consumers and the privacy policy discloses all the 

information that is otherwise required to be in a response to a request to know such categories. 

但し、請求に対する回答が全ての消費者に対して同じ内容となりかつ全ての情報[カテゴリー]がプライバ

シーポリシー上で公表されている場合を除く。 

(k) In responding to a verified request to know categories of personal information, the business shall 

provide: 

事業者は、個人情報のカテゴリーについて開示請求を受けた場合、以下の全ての事項を開示[回答]しな

ければならない。 

(1) The categories of personal information the business has collected about the consumer; 

事業者が過去に取得した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 was collected; 

当該個人情報の入手元(sources)のカテゴリー 

(3) The business or commercial purpose for which it collected or sold the personal information; 

当該個人情報を取得した業務目的もしくは商業目的 

(4) The categories of third parties with whom the business shares personal information; 

当該個人情報の共有先サードパーティのカテゴリー 

(5) The categories of personal information that the business sold, and for each category identified, the 

categories of third parties to whom it sold that particular category of personal information; and 

事業者が過去に販売した[当該請求者の]個人情報のカテゴリー、および、その個人情報のカテゴリ

ーごとにその販売先サードパーティのカテゴリー 

(6) The categories of personal information that the business disclosed for a business Purpose, and for 

each category identified, the categories of third parties to whom it disclosed that particular 

category of personal information. 

事業者が過去に業務目的で開示した個人情報のカテゴリー、および、その個人情報のカテゴリーご

とにその開示先サードパーティのカテゴリー 

(l) A business shall identify the categories of personal information, categories of sources of personal 

information, and categories of third parties to whom a business sold or disclosed personal information, in 

a manner that provides consumers a meaningful understanding of the categories listed. 

事業者は、個人情報・入手元または販売・開示先サードパーティのカテゴリーを、消費者が意味ある理解

をすることができるよう表示して開示しなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.110, 1798.115, 1798.130, 
1798.140 and 1798.185, Civil Code. 
 

§ 7025. Opt-Out Preference Signals. 

§ 7025. オプトアウト設定シグナル 

 

(a) The purpose of an opt-out preference signal is to provide consumers with a simple and easy-to-use 

method by which consumers interacting with businesses online can automatically exercise their right to 

opt-out of sale/sharing.  

オプトアウト設定シグナル(opt-out preference signal)30の目的は、オンラインで事業者とやりとりする消費

 
30 【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(GPC)機能を提供するものとして、

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa#collapse7b
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者が販売/共有をオプトアウトする権利を自動的に行使できる、簡単で使い易い手段を消費者に与えるこ

とである。 

Through an opt-out preference signal, a consumer can opt-out of sale and sharing of their personal 

information with all businesses they interact with online without having to make individualized requests 

with each business. 

オプトアウト設定シグナルにより、消費者は、各事業者に個別に請求することなく、オンラインでやりとりす

る全ての事業者に対し、個人情報の販売および共有をオプトアウトすることができる。 

(b) A business that sells or shares personal information shall process any opt-out preference signal that 

meets the following requirements as a valid request to opt-out of sale/sharing: 

事業者は、個人情報を販売または共有する場合、以下の要件を満たす全てのオプトアウト設定シグナル

を、有効な販売/共有オプトアウト請求として扱わなければならない。 

(1) The signal shall be in a format commonly used and recognized by businesses.  

このシグナルは、事業者が一般的に利用しかつ認識するフォーマットのものでなければならない。 

An example would be an HTTP header field or JavaScript object. 

例としては、HTTPヘッダーフィールドまたはJavaScriptオブジェクトが挙げられる。 

(2) The platform, technology, or mechanism that sends the opt-out preference signal shall make clear 

to the consumer, whether in its configuration or in disclosures to the public, that the use of the 

signal is meant to have the effect of opting the consumer out of the sale and sharing of their 

personal information.  

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、テクノロジーまたはメカニズムは、その構成上

も一般に公開されている形態上も、そのシグナルを利用すれば消費者が個人情報の販売および共

有をオプトアウトできることが消費者にとって明らかなものでなければならない。 

The configuration or disclosure does not need to be tailored only to California or to refer to 

California. 

この構成上または一般に公開されている形態上、カリフォルニア州にのみ合わせたものであることま

たはカリフォルニア州について言及することを要しない。 

(c) When a business that collects personal information from consumers online receives or detects an opt-

out preference signal that complies with subsection (b): 

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、上記(b)に適合するオプトアウト設定シグナ

ルを受けまたはこれを検出した場合、以下の通りとしなければならない。 

(1) The business shall treat the opt-out preference signal as a valid request to opt-out of sale/sharing 

submitted pursuant to Civil Code section 1798.120 for that browser or device and any consumer 

profile associated with that browser or device, including pseudonymous profiles.  

事業者は、オプトアウト設定シグナルを、CPRA 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]に従って提出された、該当のブラウザまたはデバイスおよび当該ブラウザまた

はデバイスに関連付けされた全ての消費者のプロファイル(仮名(pseudonymous)プロファイルを含

む)についての有効な販売/共有オプトアウト請求として扱わなければならない。 

If known, the business shall also treat the opt-out preference signal as a valid request to opt-out 

of sale/sharing for the consumer.  

事業者は、また、[アカウントログイン、特定ブラウザに保存されたCookie ID等を通じ]当該オプトアウ

 
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GPCと同様のもので、GPC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、GPCやオプトア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://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
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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ト設定シグナルが特定の消費者からのものであると認識できる場合には（If known）、当該消費者に

ついての有効な販売/共有オプトアウト請求として扱わなければならない。 

This is not required for a business that does not sell or share personal information. 

上記は、個人情報の販売または共有を行わない事業者に対しては要求されない。 

(2) The business shall not require a consumer to provide additional information beyond what is 

necessary to send the signal.  

事業者は、消費者に対し、オプトアウト設定シグナルの送信に必要なもの以外に、追加情報を提供

するよう求めてはならない。 

However, a business may provide the consumer with an option to provide additional information if it 

will help facilitate the consumer’s request to opt-out of sale/sharing.  

但し、事業者は、それが消費者による販売/共有オプトアウト請求を容易にする場合には、消費者に

追加情報を提供する選択肢を提供してもよい。 

Any information provided by the consumer shall not be used, disclosed, or retained for any purpose 

other than processing the request to opt-out of sale/sharing.  

消費者から提供された全ての情報は、販売/共有オプトアウト請求への対応以外の目的のために利

用、開示または保持してはならない。 

For example, a business may give the consumer the option to provide information that identifies the 

consumer so that the request to opt-out of sale/sharing can apply to offline sale or sharing of 

personal information.  

例えば、事業者は、販売/共有オプトアウト請求がオフラインでの個人情報の販売または共有にも適

用されるよう、消費者に対し自身を特定する情報を提供する選択肢を提示してもよい。 

However, if the consumer does not respond, the business shall still process the opt-out preference 

signal as a valid request to opt-out of sale/sharing for that browser or device and any consumer 

profile the business associates with that browser or device, including pseudonymous profiles.  

但し、消費者がこの選択肢を選択しない場合も、事業者は、オプトアウト設定シグナルを、該当のブ

ラウザまたはデバイスおよび事業者がこれらに関連付けする消費者の全てのプロファイル(仮名

(pseudonymous)プロファイルを含む)についての有効な販売/共有オプトアウト請求として扱わなけれ

ばならない。 

(3) If the opt-out preference signal conflicts with a consumer’s business-specific privacy setting that 

allows the business to sell or share their personal information, the business shall process the opt-

out preference signal as a valid request to opt-out of sale/sharing, but may notify the consumer of 

the conflict and provide the consumer with an opportunity to consent to the sale or sharing of their 

personal information.  

オプトアウト設定シグナルが、事業者が個人情報を販売または共有することを許可する、消費者の

当該事業者[のサービス]での既存プライバシー設定(business-specific privacy setting)と矛盾する場

合31、事業者は、当該オプトアウト設定シグナルを有効な販売/共有オプトアウト請求として扱わなけ

ればならない。但し、この場合、事業者は、かかる矛盾を消費者に通知し、消費者に個人情報の販

売または共有に同意する機会を与えることはできる。 

The business shall comply with section 7004 in obtaining the consumer’s consent to the sale or 

sharing of their personal information.  

事業者は、消費者の個人情報の販売または共有に対する消費者の同意を得るに当たり本規則

7004[CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件]に従わなくてはならない。 

If the consumer consents to the sale or sharing of their personal information, the business may 

 
31 【オプトアウト設定シグナルが、事業者が個人情報を販売または共有することを許可する、消費者の当該事業者[のサービス]での既存プライ

バシー設定(business-specific privacy setting)と矛盾する場合】 これは、例えば、消費者が、サードパーティCookieの利用が必要なアプリを

利用していたにもかかわらず、後からオプトアウト設定シグナルを送信した場合が想定されていると思われる。そして、その場合には、当該ア

プリでも同Cookieを利用することは原則として禁止される。但し、その際にポップアップ表示によりその意思を確認することは可能。また、その

後消費者がそのアプリを利用しようとした場合には、アプリ側から同Cookie利用への同意を求めるメッセージ（例：「～機能を利用するにはサー

ドパーティCookieによる個人情報の販売・共有が必要です。この販売・共有に同意しますか？」)を送ってもよいということであろう。 
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ignore the opt-out preference signal for as long as the consumer is known to the business. 

消費者が個人情報の販売または共有に同意した場合、事業者は、事業者がその[同意した]消費者

を認識できる(the consumer is known to the business)場合に限り、オプトアウト設定シグナルを無視

することができる。 

(4) If the opt-out preference signal conflicts with the consumer’s participation in a business’s 

financial incentive program that requires the consumer to consent to the sale or sharing of 

personal information, the business may notify the consumer that processing the opt-out preference 

signal as a valid request to opt-out of sale/sharing would withdraw the consumer from the financial 

incentive program and ask the consumer to affirm that they intend to withdraw from the financial 

incentive program.  

オプトアウト設定シグナルが、消費者に個人情報の販売または共有に同意することを要求する事業

者の経済的インセンティブプログラムに対する消費者の参加と矛盾する場合、事業者は、消費者に

対し、当該シグナルを販売/共有オプトアウト請求として扱うと同プログラムから脱退する結果となる

旨通知し、本当に同プログラムから脱退する意思があるか否かの確認を求めることができる。 

If the consumer affirms that they intend to withdraw from the financial incentive program, the 

business shall process the consumer’s request to opt-out of sale/sharing. 

事業者は、消費者が脱退意思を確認した場合、当該販売/共有オプトアウト請求に応じなければなら

ない。 

If the business asks and the consumer does not affirm their intent to withdraw, the business may 

ignore the opt-out preference signal with respect to that consumer’s participation in the financial 

incentive program for as long as the consumer is known to the business. 

事業者は、消費者が事業者の要求に応じ脱退意思の確認をしなかった場合には、事業者がその[確

認をしなかった]消費者を認識できるときに限り、当該消費者の経済的インセンティブプログラム参加

についてオプトアウト設定シグナルを無視することができる。 

If the business does not ask the consumer to affirm their intent with regard to the financial 

incentive program, the business shall still process the opt-out preference signal as a valid request 

to opt-out of sale/sharing for that browser or device and any consumer profile the business 

associates with that browser or device. 

事業者は、消費者に経済的インセンティブプログラムに関する意思の確認を求めない場合も、オプト

アウト設定シグナルを、該当のブラウザまたはデバイスおよび事業者がこれらに関連付ける消費者

の全てのプロファイルの有効な販売/共有オプトアウト請求として扱わなければならない。 

(5) Where the consumer is known to the business, the business shall not interpret the absence of an 

opt-out preference signal after the consumer previously sent an opt-out preference signal as 

consent to opt-in to the sale or sharing of personal information. 

事業者は、事業者がその消費者を認識できる場合、過去に消費者がオプトアウト設定シグナルを送

信した後はオプトアウト設定シグナルを受けていないことから、消費者が個人情報の販売または共

有のオプトインに同意したものと解釈してはならない。 

(6) A business may display whether it has processed the consumer’s opt-out preference signal as a 

valid request to opt-out of sale/sharing on its website.  

事業者は、消費者のオプトアウト設定シグナルを有効な販売/共有オプトアウト請求として処理した

か否かを、Webサイト上に表示することができる。 

For example, the business may display on its website “Opt-Out Preference Signal Honored” when 

a browser, device, or consumer using an opt-out preference signal visits the website, or display 

through a toggle or radio button that the consumer has opted out of the sale of their personal 

information. 

例えば、事業者は、あるブラウザ、デバイスまたはオプトアウト設定シグナルを利用する消費者が、

自社Webサイトを訪問した場合、そのWebサイト上に「Opt-Out Preference Signal Honored」と表示し

またはトグルまたはラジオボタンにより消費者が個人情報の販売をオプトアウトしたことを表示するこ

とができる。 
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(7) Illustrative examples follow. 

以下に上記の例を示す。 

(A) Caleb visits Business N’s website using a browser with an opt-out preference signal enabled, 

but he is not otherwise logged into his account and the business cannot otherwise associate 

Caleb’s browser with a consumer profile the business maintains.  

[消費者である]Calebがオプトアウト設定シグナルを有効にした状態で、あるブラウザで事業者N

のWebサイトにアクセスしたが、アカウントにはログインしていないので、事業者はCalebのブラウ

ザと事業者が保持する消費者のプロファイルとを[アカウントログイン以外の]他の方法では関連

付けできない。 

Business N collects and shares Caleb’s personal information tied to his browser identifier for 

cross-contextual advertising.  

事業者Nは、クロスコンテキスト広告のために、Calebのブラウザ識別子[Cookie ID]に紐づけられ

たCalebの個人情報[Cookieデータ]を取得しこれを共有する。 

Upon receiving the opt-out preference signal, Business N shall stop selling and sharing Caleb’s 

information linked to Caleb’s browser identifier for cross-contextual advertising, but it would 

not be able to apply the request to opt-out of the sale/sharing to Caleb’s account information 

because the connection between Caleb’s browser and Caleb’s account is not known to the 

business. 

事業者Nは、オプトアウト設定シグナルを受けた場合、Calebのブラウザ識別子にリンクされた

Calebの個人情報[Cookieデータ]をクロスコンテキスト広告のために販売および共有することを

停止しなければならない。しかし、事業者Nは、[Calebがアカウントにはログインしていないた

め]CalebのブラウザとCalebのアカウントの関連付けを認識できないから、[このオプトアウト設定

シグナルによる]当該販売/共有オプトアウト請求をCalebのアカウント情報[メールアドレス等]に

対しては適用できない。 

(B) Noelle has an account with Business O, an online retailer who manages consumer’s privacy 

choices through a settings menu.  

Noelleは、事業者Oにアカウントを有しており、事業者Oは、プラバシー設定メニューにより消費者

のプライバシー選択を管理している。 

Noelle’s privacy settings default to allowing Business O to sell and share her personal 

information with the business’s marketing partners.  

Noelleのプライバシー設定のデフォルトは、事業者Oが彼女の個人情報をマーケティングパート

ナーと販売および共有することを許可するものとなっている。 

Noelle enables an opt-out preference signal on her browser and then visits Business O’s 

website.  

Noelleは、ブラウザでオプトアウト設定シグナルを有効にした後に事業者O社のWebサイトを訪問

した。 

Business O recognizes that Noelle is visiting its website because she is logged into her 

account. 

事業者Oは、Noelleが自身のアカウントにログインしているため、Noelleが自社のWebサイトを訪

問していることを認識する。 

Upon receiving Noelle’s opt-out preference signal, Business O shall treat the signal as a valid 

request to opt-out of sale/sharing and shall apply it to her device and/or browser and also to 

her account and any offline sale or sharing of personal information.  

事業者Oは、Noelleのオプトアウト設定シグナルを受けた場合、当該シグナルを有効な販売/共

有オプトアウト請求として扱い、当該請求を、Noelleのデバイスおよび/またはブラウザ、Noelleの

アカウント並びにオフラインでの個人情報の販売または共有に適用しなければならない。 

Business O may inform Noelle that her opt-out preference signal differs from her current 

privacy settings and provide her with an opportunity to consent to the sale or sharing of her 
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personal information, but it must process the request to opt-out of sale/sharing unless Noelle 

instructs otherwise.  

事業者Oは、Noelleに対し、オプトアウト設定シグナルが現在のプライバシー設定と異なることを

通知し、個人情報の販売または共有に同意する機会を提示することはできるが、Noelleが別段

の指示をしない限り、販売/共有オプトアウト請求に応じなければならない。 

Business O must also wait at least 12 months before asking Noelle to opt-in to the sale or 

sharing of her personal information in accordance with section 7026, subsection (k).  

また、[CPRA 1798.135(c)(4)で禁止されている通り、]事業者Oは、最低限12ヶ月間経過しなけれ

ば、Noelleに対し、本規則7026[販売/共有オプトアウト請求](k)に従い個人情報の販売または共

有へのオプトインを求めてはならない。 

In addition, Business O’s notification would not allow it to fall within the exception set forth in 

Civil Code section 1798.135, subdivision(b)(1), because it would not be complying with the 

requirements set forth in subsection (f). 

更に、事業者Oの通知は、後記(f)の要件に適合しないから、CPRA 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](b)(1)に定める例外に該当することはな

い。 

(C) Angela also has an account with Business O and has enabled an opt-out preference signal on 

her browser while logged into her account.  

Angelaも、事業者Oのアカウントを有し、そのアカウントにログイン中、ブラウザでオプトアウト設

定シグナルを有効にしている。 

Business O applies the opt-out preference signal as a valid request to opt-out of sale/sharing 

not only to Angela’s current browser, but also to Angela’s account because she is known to 

the business while making the request.  

事業者Oは、Angelaが当該請求をしていることを認識しているから、オプトアウト設定シグナルを、

Angelaが現在利用しているブラウザだけでなくAngelaのアカウント[情報(メールアドレス、名前、

ID, パスワード等)]に対しても有効な販売/共有オプトアウト請求として扱う。 

Angela later logs into her account with Business O using a different device that does not have 

the opt-out preference signal enabled.  

Angelaは、その後、オプトアウト設定シグナルが有効になっていない別のデバイスを利用し、事

業者Oのアカウントにログインする。 

Business O shall not interpret the absence of the opt-out preference signal as consent to opt-

in to the sale of personal information. 

この場合、事業者Oは、[当該別のデバイス上では]オプトアウト設定シグナルを受けていないこ

とをもって、Angela が個人情報販売のオプトインに同意したと解釈してはならない。 

(D) Ramona participates in Business P’s financial incentive program where she receives coupons 

in exchange for allowing the business to pseudonymously track and share her online browsing 

habits to marketing partners.  

Ramonaは、事業者Pの経済的インセンティブプログラムに参加しており、事業者PがRamonaのオ

ンライン閲覧習慣を仮名形態(pseudonymously)で追跡しこれをマーケティングパートナーと共有

することを認めることと交換にクーポンを受け取る。 

Ramona enables an opt-out preference signal on her browser and then visits Business P’s 

website.  

Ramonaは、自身の利用しているブラウザでオプトアウト設定シグナルを有効にし、その後に事業

者PのWebサイトにアクセスする。 

Business P knows that it is Ramona through a cookie that has been placed on her browser, but 

also detects the opt-out preference signal. 

事業者Pは、Ramonaのブラウザに保存されたcookieによってRamonaを認識するが、同時にオプ

トアウト設定シグナルも検出する。 
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Business P may ignore the opt-out preference signal and notify Ramona that her opt-out 

preference signal conflicts with her participation in the financial incentive program and ask 

whether she intends to withdraw from the financial incentive program.  

この場合、事業者Pは、オプトアウト設定シグナルを無視し、Ramonaにそのオプトアウト設定シグ

ナルが経済的インセンティブプログラムへの参加と矛盾することを通知し、同プログラムから脱

退する意思があるか否かを尋ねることができる。 

If Ramona does not affirm her intent to withdraw, Business P may ignore the opt-out 

preference signal and place Ramona on a whitelist so that Business P does not have to notify 

Ramona of the conflict again. 

事業者Pは、Ramonaが脱退の意思の確認をしない場合、オプトアウト設定シグナルを無視し、

Ramonaをホワイトリストに登録し、再びRamonaにこの矛盾を通知する必要がないようにすること

ができる。 

(E) Ramona clears her cookies and revisits Business P’s website with the opt-out preference 

signal enabled.  

Ramonaは、cookieを削除しかつオプトアウト設定シグナルを有効にした状態で事業者PのWebサ

イトを再訪問する。 

Business P no longer knows that it is Ramona visiting its website.  

この場合、事業者Pは、自社Webサイトを訪問しているのがRamonaであることをもはや認識でき

ない。 

Business P shall honor Ramona’s opt-out preference signal as it pertains to her browser or 

device and any consumer profile the business associates with that browser or device. 

事業者Pは、Ramonaのオプトアウト設定シグナルを、Ramonaのブラウザまたはデバイスおよび

事業者Pがそのブラウザまたはデバイスに関連付けて[保有して]いるRamonaの全てのプロファ

イルについてのものとして、当該シグナルに応じなければならない。 

(d) The business and the platform, technology, or mechanism that sends the opt-out preference signal shall 

not use, disclose, or retain any personal information collected from the consumer in connection with the 

sending or processing the request to opt-out of sale/sharing for any purpose other than sending or 

processing the opt-out preference signal. 

事業者および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、テクノロジーまたはメカニズムは、販

売/共有オプトアウト請求の送信または対応に関連し消費者から取得した個人情報を、オプトアウト設定

シグナルの送信または対応以外の如何なる目的にも利用、開示または保持してはならない。 

(e) Civil Code section 1798.135, subdivisions(b)(1) and (3), provides a business the choice between (1) 

processing opt-out preference signals and providing the “Do Not Sell or Share My Personal Information” 

and “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” links or the Alternative Opt-out Link; or (2) 

processing opt-out preference signals in a frictionless manner in accordance with these regulations and 

not having to provide the “Do Not Sell or Share My Personal Information” and “Limit the Use of My 

Sensitive Personal Information” links or the Alternative Opt-out Link.  

CPRA 1798.135(b)(1)および(3)は、事業者に対し、(1) オプトアウト設定シグナルに応じ、かつ、「Do Not 

Sell or Share My Personal Information」リンクおよび「Limit the Use of My Sensitive Personal Information」

リンクもしくは代替オプトアウトリンクを[消費者に]提示するか、または、(2) 本規則に基づき負担の少ない

(frictionless)方法でオプトアウト設定シグナルに応じこれらのリンク提示を省略するかの選択肢を与えて

いる。 

It does not give the business the choice between posting the above-referenced links or honoring opt-

out preference signals.  

これは、事業者に対し、[単純に]上記リンクを掲示するかオプトアウト設定シグナルに応じるかの選択を

与えるものではない。 

Even if the business posts the above-referenced links, the business must still process opt-out 

preference signals, though it may do so in a non-frictionless manner. 
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事業者は、上記リンクを掲示する場合でも、オプトアウト設定シグナルに応じなければならないが、負担

の少ない(frictionless)方法で応じることはできる。 

If a business processes opt-out preference signals in a frictionless manner in accordance with 

subsections (f) and (g)of this regulation, then it may, but is not required to, provide the above-

referenced links. 

事業者は、以下の(f)および(g)に従いオプトアウト設定シグナルに負担の少ない(frictionless)方法で応じる

場合には、上記の各リンクを掲示しなくてもよい。 

(f) Except as allowed by these regulations, processing an opt-out preference signal in a frictionless manner 

as required by Civil Code section 1798.135, subdivision(b)(1), means that the business shall not: 

本規則で認められている場合を除き、CPRA 1798.135(b)(1)32[リンク掲示不要の例外]で要求されている

通り、オプトアウト設定シグナルに負担の少ない(frictionless)方法で応じることとは、事業者が以下の行

為をしてはならないことを意味する。 

(1) Charge a fee or require any valuable consideration if the consumer uses an opt-out preference 

signal. 

消費者がオプトアウト設定シグナルを利用した場合に、手数料または何らかの価値のある対価

(valuable consideration)を要求すること。 

(2) Change the consumer’s experience with the product or service offered by the business.  

事業者の提供する製品・サービスに関する消費者の使い勝手(consumer’s experience)を変更する

こと。 

For example, the consumer who uses an opt-out preference signal shall have the same experience 

with regard to how the business’s product or service functions compared to a consumer who does 

not use an opt-out preference signal. 

例えば、事業者の製品・サービスの機能に関し、オプトアウト設定シグナルを利用する消費者の使い

勝手は、オプトアウト設定シグナルを利用しない消費者のそれと比べ、同じでなければならない。 

(3) Display a notification, pop-up, text, graphic, animation, sound, video, or any interstitial content in 

response to the opt-out preference signal.  

オプトアウト設定シグナルに対し、通知、ポップアップ、テキスト、グラフィック、アニメーション、サウン

ド、ビデオまたは介在的な(interstitial)コンテンツを表示すること。 

A business’s display of whether the consumer visiting their website has opted out of the sale or 

sharing their personal information shall not be in violation of this regulation.  

事業者のWebサイトを訪問した消費者が個人情報の販売または共有をオプトアウトしたか否かを表

示することは、本規則に違反しない。 

The business may also provide a link to a privacy settings page, menu, or similar interface that 

enables the consumer to consent to the business ignoring the opt-out preference signal with 

respect to the business’s sale or sharing of the consumer’s personal information provided that it 

complies with subsections (f)(1) through (3). 

事業者は、上記(f)(1)～(3)に従うことを条件として、事業者が消費者の個人情報の販売または共有

に関しオプトアウト設定シグナルを無視することに消費者が同意できるプライバシー設定ページ、メ

ニューまたは同様のインターフェイスへのリンクを掲示することもできる。 

(g) A business meeting the requirements of Civil Code section 1798.135, subdivision(b)(1) is not required to 

post the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link or the Alternative Opt-out Link if it meets 

all of the following additional requirements: 

事業者は、CPRA 1798.135(b)(1)[リンク掲示不要の例外]の要件を満たす場合であって、かつ、以下の追

加条件の全部を満たすときは、「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクまたは代替オプト

 
32 【CPRA 1798.135(b)(1)】事業者は、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) を通じ、消費者がオプトアウト・利用制限することを認める場合、(a)の規定

[“Do Not Sell or Share My Personal Information”/ “Limit the Use of My Sensitive Personal Information”リンクまたは両リンクを兼ねた単一リ

ンク[本規則上の代替オプトアウトリンク]の掲示による請求対応義務]に従うことを要しない。 
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アウトリンクを掲示することを要しない。 

(1) Processes the opt-out preference signal in a frictionless manner in accordance with the CCPA and 

these regulations. 

CCPAおよび本規則に従いオプトアウト設定シグナルに負担の少ない(frictionless)方法で応じること。 

(2) Includes in its privacy policy the following information: 

プライバシーポリシーに以下の情報を含めること。 

(A) A description of the consumer’s right to opt-out of the sale or sharing of their personal 

information by the business; 

消費者の個人情報の販売/共有オプトアウト権に関する説明。 

(B) A statement that the business processes opt-out preference signals in a frictionless manner; 

事業者がオプトアウト設定シグナルに負担の少ない(frictionless)方法で応じる旨。 

(C) Information on how consumers can implement opt-out preference signals for the business to 

process in frictionless manner; 

事業者が負担の少ない(frictionless)方法で応じるために、消費者がオプトアウト設定シグナルを

使う方法に関する情報。 

(D) Instructions for any other method by which the consumer may submit a request to opt-out of 

sale/sharing. 

消費者が販売/共有オプトアウト請求をすることができる他の全ての方法の指示・説明。 

(3) Allows the opt-out preference signal to fully effectuate the consumer’s request to opt-out of 

sale/sharing.  

オプトアウト設定シグナルが、消費者の販売/共有オプトアウト請求を[オンライン/オフライン両方]完

全に(fully)実現するようにすること。 

For example, if the business sells or shares personal information offline and needs to request from 

the consumer additional information that is not provided by the opt-out preference signal in order 

to apply the request to opt-out of sale/sharing to offline sales and sharing of personal information, 

then the business has not fully effectuated the consumer’s request to opt-out of sale/sharing.  

例えば、事業者は、個人情報をオフラインで販売または共有しており、販売/共有オプトアウト請求を

個人情報のオフラインでの販売および共有に適用するために、オプトアウト設定シグナルでは提供さ

れない追加情報を消費者に要求する必要がある場合、消費者の販売/共有オプトアウト請求を完全

に実現したことにはならない。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(A) Business Q collects consumers’ online browsing history and shares it with third parties for 

cross-contextual advertising purposes.  

事業者Qは、消費者のオンライン閲覧履歴を取得し、これをクロスコンテキスト広告目的でサード

パーティと共有する。 

Business Q also sells consumers’ personal information offline to marketing partners.  

事業者Qは、また、消費者の個人情報をオフラインでマーケティングパートナーに販売する。 

Business Q cannot fall within the exception set forth in Civil Code section 1798.135, 

subdivision(b)(1) because a consumer’s opt-out preference signal would only apply to Business 

Q’s online sharing of personal information about the consumer’s browser or device;  

この場合、消費者のオプトアウト設定シグナルは、事業者Qによる、消費者のブラウザまたはデ

バイスに係る個人情報のオンラインでの共有にしか適用されないから、事業者QはCPRA 

1798.135(b)(1)に定める[リンク掲示不要の]例外の適用を受けることができない。 

the consumer’s opt-out preference signal would not apply to Business Q’s offline selling of 

the consumer’s information because Business Q could not apply it to the offline selling without 

additional information provided by the consumer, i.e., the logging into an account. 

この場合、事業者Qは消費者の提供する追加情報、すなわち[消費者による]アカウントへのログ
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インがなければ、消費者のオプトアウト設定シグナルをオフラインでの販売に適用できないから、

当該シグナルは事業者Qによるオフラインでの消費者の個人情報の販売に適用されない。 

(B) Business R only sells and shares personal information online for cross-contextual advertising 

purposes.  

事業者Rは、個人情報をオンラインでのみクロスコンテキスト広告目的で販売および共有する。 

Business R may use the exception set forth in Civil Code section 1798.135, subdivision(b)(1) 

and not post the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link because a consumer 

using an opt-out preference signal would fully effectuate their right to opt-out of the sale or 

sharing of their personal information. 

この場合、消費者がオプトアウト設定シグナルを利用すれば、個人情報販売/共有オプトアウト

権が完全に実現されるから、事業者Rは、CPRA 1798.135(b)(1)に定める[リンク掲示不要の]例

外を利用でき、「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンクを掲示しなくてもよい。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135, 1798.140 and 
1798.185, Civil Code. 

  

§ 7026. Requests to Opt-Out of Sale/Sharing. 

§ 7026. 販売/共有オプトアウト請求 

 

(a) A business that sells or shares personal information shall provide two or more designated methods for 

submitting requests to opt-out of sale/sharing.   

事業者は、個人情報を販売または共有する場合、販売/共有オプトアウトを請求するための複数の方法

を指定しなければならない。 

A business shall consider the methods by which it interacts with consumers, the manner in which the 

business collects the personal information that it makes available to third parties, available technology, 

and ease of use by the consumer when determining which methods consumers may use to submit 

requests to opt-out of sale/sharing.  

事業者は、消費者が利用できる販売/共有オプトアウト請求の方法を決定するに当たり、事業者と消費者

とのやりとりの方法、事業者がサードパーティに利用可能にする個人情報の取得方法並びに利用可能な

技術および消費者による利用し易さを考慮しなければならない。 

At least one method offered shall reflect the manner in which the business primarily interacts with the 

consumer.  

その方法の少なくとも一つは、事業者が消費者と主にやりとりする方法を反映したものでなければならな

い。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(1) A business that collects personal information from consumers online shall, at a minimum, allow 

consumers to submit requests to opt-out of sale/sharing through an opt-out preference signal and 

at least one of the following methods 

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、少なくとも、オプトアウト設

定シグナルおよび以下の方法のうち最低限一つにより、販売/共有オプトアウトを請求できるようにし

なければならない。 

—an interactive form accessible via the “Do Not Sell or Share My Personal Information” link, the 

Alternative Opt-out Link, or the business’s privacy policy if the business processes an opt-out 

preference signal in a frictionless manner.  

「Do Not Sell or Share My Personal Information」リンク、代替オプトアウトリンク、または、事業者が

オプトアウトシグナルに負担の少ない方法で応じる場合には事業者のプライバシーポリシー、いずれ

かからアクセスできる対話形式のフォーム。 

(2) A business that interacts with consumers in person and online may provide an in-person method 
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for submitting requests to opt-out of sale/sharing in addition to the opt-out preference signal. 

事業者は、消費者と対面・物理的に(in person)およびオンラインでやりとりする場合、オプトアウト設

定シグナルに加え、対面・物理的に(in-person)販売/共有オプトアウトを請求できる方法を指定でき

る。 

(3) Other methods for submitting requests to opt-out of the sale/sharing include, but are not limited 

to, a toll-free phone number, a designated email address, a form submitted in person, and a form 

submitted through the mail. 

販売/共有オプトアウト請求の他の方法には、フリーダイヤルへの電話、指定された電子メールアド

レスへのメール送信、請求書の対面での(in person)提出および郵便での請求書送付があるがこれら

に限定されない。 

(4) A notification or tool regarding cookies, such as a cookie banner or cookie controls, is not by itself 

an acceptable method for submitting requests to opt-out of sale/sharing because cookies concern 

the collection of personal information and not the sale or sharing of personal information.  

Cookieは個人情報の取得に関わるものであり、個人情報の販売または共有に関わるものではない

から、CookieバナーまたはCookieコントロール等、Cookieに関する通知またはツール自体は、販売/

共有オプトアウト請求の方法としては認められない。 

An acceptable method for submitting requests to opt-out of sale/sharing must address the sale 

and sharing of personal information. 

販売/共有オプトアウト請求のために認められる方法は、個人情報の販売および共有に応じることが

できるものでなければならない。 

(b) A business’s methods for submitting requests to opt-out of sale/sharing shall be easy for consumers 

to execute, shall require minimal steps, and shall comply with section 7004.  

事業者の指定する販売/共有オプトアウト請求の方法は、消費者が使い易くかつ最小限の手続しか要求

せず、かつ本規則7004[CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件]に適合するものでなけ

ればならない。 

(c) A business shall not require a consumer submitting a request to opt-out of sale/sharing to create an 

account or provide additional information beyond what is necessary to direct the business not to sell or 

share the consumer’s personal information. 

事業者は、販売/共有オプトアウト請求を行う消費者に対し、アカウントを作成すること、または、個人情報

を販売もしくは共有しないよう事業者に指示するために必要な情報を超える追加情報を提供することを求

めてはならない。 

(d) A business shall not require a verifiable consumer request for a request to opt-out of sale/sharing.  

事業者は、販売/共有オプトアウト請求について、消費者に本人確認を要求してはならない。 

A business may ask the consumer for information necessary to complete the request, such as 

information necessary to identify the consumer whose information shall cease to be sold or shared by 

the business.  

事業者は、消費者に対し、個人情報の販売または共有が停止されるべき消費者を特定するために必要

な情報等、当該請求を完了するために必要な情報は要求できる。 

However, to the extent that the business can comply with a request to opt-out of sale/sharing without 

additional information, it shall do so. 

但し、事業者は、追加情報がなくても販売/共有オプトアウト請求に応じることができる場合には、そうしな

ければならない。 

(e) If a business has a good-faith, reasonable, and documented belief that a request to opt-out of 

sale/sharing is fraudulent, the business may deny the request.  

事業者は、販売/共有オプトアウト請求が詐欺的なものであると誠実・合理的で文書化された確信がある

場合、当該請求を拒否することができる。 

The business shall inform the requestor that it will not comply with the request and shall provide to the 

requestor an explanation why it believes the request is fraudulent. 

事業者は、当該請求者に対し、請求に応じない旨通知し、かつ、当該請求が詐欺的なものであると確信
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する理由を説明しなければならない。 

(f) A business shall comply with a request to opt-out of sale/sharing by: 

事業者は、以下の通り、販売/共有オプトアウト請求に応じなければならない。 

(1) Ceasing to sell to and/or share with third parties the consumer’s personal information as soon as 

feasibly possible, but no later than 15 business days from the date the business receives the 

request.  

可能な限り速やかに(但し、事業者が請求を受領した日から15営業日以内に)、当該消費者の個人情

報のサードパーティへの販売および/またはサードパーティとの共有を停止すること。 

Service providers or contractors collecting personal information pursuant to the written contract 

with the business required by the CCPA and these regulations does not constitute a sale or 

sharing of personal information. 

CCPAおよび本規則上要求される事業者との間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[への個人情報開示・提供]は、個人情報の販売または共有に該当しない。 

(2) Notifying all third parties to whom the business has sold or shared the consumer’s personal 

information, after the consumer submits the request to opt-out of sale/sharing and before the 

business complies with that request, that the consumer has made a request to opt-out of 

sale/sharing and directing them to comply with the consumer’s request and forward the request to 

any other person to whom the third party has made the personal information available during that 

time period. 

消費者による販売/共有オプトアウト請求後に事業者が当該請求に応じるまでの期間中に事業者が

消費者の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対し、消費者が販売/共有オプト

アウト請求した旨通知し、当該請求に応ずべきことおよび当該期間中にサードパーティが個人情報

を提供した他の者に当該請求を転送すべきことを指示すること。 

(g) A business may provide a means by which the consumer can confirm that their request to opt-out of 

sale/sharing has been processed by the business.  

事業者は、事業者が販売/共有オプトアウト請求に応じたことを消費者が確認できる手段を提供できる。 

For example, the business may display on its website “Consumer Opted Out of Sale/Sharing” or display 

through a toggle or radio button that the consumer has opted out of the sale of their personal 

information. 

例えば、事業者は、そのWebサイト上に「Consumer Opted Out of Sale/Sharing」と表示しまたは消費者が

個人情報の販売をオプトアウトしたことをトグルまたはラジオボタンで表示することができる。 

(h) In responding to a request to opt-out of sale/sharing, a business may present the consumer with the 

choice to opt-out of the sale or sharing of personal information for certain uses as long as a single 

option to opt-out of the sale or sharing of all personal information is also offered.  

事業者は、販売/共有オプトアウト請求に応じる際、全ての個人情報の販売または共有をオプトアウトす

る単一の選択肢をも提示する限り、特定利用目的[だけ]での個人情報の販売または共有をオプトアウト

する選択肢を消費者に提示することができる。 

However, doing so in response to an opt-out preference signal will prevent the business from using the 

exception set forth in Civil Code section 1798.135, subdivision(b)(1). 

但し、事業者は、オプトアウト設定シグナルに応じてそうする場合、CPRA 1798.135(b)(1)に定める[リンク

掲示不要の]例外を利用することはできない。 

(i) A business that responds to a request to opt-out of sale/sharing by informing the consumer of a charge 

for the use of any product or service shall comply with Article 7 and shall provide the consumer with a 

Notice of Financial Incentive that complies with section 7016 in its response.  

事業者は、販売/共有オプトアウト請求に対し製品・サービスの利用が有償になると消費者に通知する場

合、本規則 Article 7の定めに従わなければならず、かつ、消費者に対し本規則7016[経済的インセンティ

ブの通知]に従った経済的インセンティブの通知をしなければならない。 

However, doing so in response to an opt-out preference signal will prevent the business from using the 

exception set forth in Civil Code section 1798.135, subdivision(b)(1). 
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但し、事業者は、オプトアウト設定シグナルに応じてこれを行う場合、CPRA 1798.135(b)(1)に定める[リン

ク掲示不要の]例外を利用できない。 

(j) A consumer may use an authorized agent to submit a request to opt-out of sale/sharing on the 

consumer’s behalf if the consumer provides the authorized agent written permission signed by the 

consumer.  

消費者は、消費者が署名した許可書を委任代理人に与え、当該委任代理人をして消費者に代わり販売/

共有オプトアウト請求をさせることができる。 

A business may deny a request from an authorized agent if the agent does not provide to the business 

the consumer’s signed permission demonstrating that they have been authorized by the consumer to 

act on the consumer’s behalf.  

事業者は、委任代理人が、消費者がその者を委任代理人として承認していることを示す消費者が署名し

た許可書を事業者に提出しない場合、委任代理人からの請求を拒否することができる。 

The requirement to obtain and provide written permission from the consumer does not apply to 

requests made by an opt-out preference signal. 

この消費者から許可書を得てこれを提出するという要件は、オプトアウト設定シグナルによる請求には適

用されない。 

(k) Except as allowed by these regulations, a business shall wait at least 12 months from the date the 

consumer’s request before asking a consumer who has opted out of the sale or sharing of their 

personal information to consent to the sale or sharing of their personal information. 

本規則上認められる場合を除き、事業者は、個人情報の販売または共有をオプトアウトした消費者に対

し、そのオプトアウト日後最低限12ヶ月間経過しなければ、個人情報の販売または共有に同意するよう求

めてはならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135, 1798.140 and 
1798.185, Civil Code. 

 

§ 7027. Requests to Limit Use and Disclosure of Sensitive Personal Information. 

§ 7027. 機微個人情報の利用および開示の制限請求 

 

(a) The unauthorized use or disclosure of sensitive personal information creates a heightened risk of harm 

for the consumer.  

機微個人情報の不正利用または開示は、消費者に危害を及ぼす危険性が高い。 

The purpose of the request to limit is to give consumers meaningful control over how their sensitive 

personal information is collected, used, and disclosed.  

制限請求(the request to limit)の目的は、消費者が自身の機微個人情報の取得、利用および開示の方

法について意味のあるコントロールを及ぼせるようにすることである。 

It gives the consumer the ability to limit the business’s use of sensitive personal information to that 

which is necessary to perform the services or provide the goods reasonably expected by an average 

consumer who requests those goods or services, with some narrowly tailored exceptions, which are set 

forth in subsection (m).  

制限請求により、消費者は、事業者による機微個人情報の利用を、後記(m)に定める限定的例外[制限請

求権の対象とならない機微個人情報の利用・開示目的]を除き、当該商品・サービスを要求する平均的消

費者がサービス・商品の提供に必要であると合理的に予想する範囲に制限することができる。 

Sensitive personal information that is collected or processed without the purpose of inferring 

characteristics about a consumer is not subject to requests to limit. 

各消費者の特徴(characteristics)を推測する目的なく取得または処理される機微個人情報は、制限請求

の対象とはならない。 

(b) A business that uses or discloses sensitive personal information for purposes other than those set forth 
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in subsection (m) shall provide two or more designated methods for submitting requests to limit.  

事業者は、後記(m)に定める目的以外の目的で機微個人情報を利用または開示する場合、複数の制限

請求の方法を指定しなければならない。 

A business shall consider the methods by which it interacts with consumers, the manner in which the 

business collects the sensitive personal information that it uses for purposes other than those set forth 

in subsection (m), available technology, and ease of use by the consumer when determining which 

methods consumers may use to submit requests to limit.  

事業者は、消費者が利用できる制限請求の方法を決定するに当たり、事業者と消費者とのやりとりの方

法、事業者が後記(m)に定める目的以外の目的で利用する機微個人情報を取得する方法並びに利用可

能な技術および消費者による利用し易さを考慮しなければならない。 

At least one method offered shall reflect the manner in which the business primarily interacts with the 

consumer.  

その方法の少なくとも一つは、事業者が消費者と主にやりとりする方法を反映したものでなければならな

い。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(1) A business that collects sensitive personal information from consumers online shall, at a minimum, 

allow consumers to submit requests to limit through an interactive form accessible via the “Limit 

the Use of My Sensitive Personal Information” link or, the Alternative Opt-out Link. 

オンラインで消費者から機微個人情報を取得する事業者は、少なくとも、「Limit the Use of My 

Sensitive Personal Information」リンクまたは代替オプトアウトリンクから利用できる対話形式のフォ

ームにより、消費者が制限請求をすることができるようにしなければならない。 

(2) A business that interacts with consumers in person and online may provide an in-person method 

for submitting requests to limit in addition to the online form. 

事業者は、消費者と対面・物理的に(in person)およびオンラインでやりとりする場合、オンラインフォ

ームに加え、対面・物理的に(in-person)制限請求できる方法を指定できる。 

(3) Other methods for submitting requests to limit include, but are not limited to, a toll-free phone 

number, a designated email address, a form submitted in person, and a form submitted through the 

mail. 

制限請求の他の方法には、フリーダイヤルへの電話、指定された電子メールアドレスへのメール送

信、請求書の対面での(in person)提出および郵便での請求書送付があるが、これらに限定されるも

のではない。 

A notification or tool regarding cookies, such as a cookie banner or cookie controls, is not by itself 

an acceptable method for submitting requests to limit because cookies concern the collection of 

personal information and not necessarily the use and disclosure of sensitive personal information. 

Cookieは個人情報の取得に関わるものであり、必ずしも機微個人情報の利用・開示に関わるもので

はないから、CookieバナーまたはCookieコントロール等、Cookieに関する通知またはツール自体は、

制限請求の方法としては認められない。 

An acceptable method for submitting requests to limit must address the specific right to limit. 

制限請求のために認められる方法は、制限請求権に応じることができるものでなければならない。 

(c) A business’s methods for submitting requests to limit shall be easy for consumers to execute, shall 

require minimal steps, and shall comply with section 7004. 

事業者の指定する制限請求の方法は、消費者が使い易くかつ最小限の手続しか要求されず、かつ本規

則7004[CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件]に適合するものでなければならない。 

(d) A business shall not require a consumer submitting a request to limit to create an account or provide 

additional information beyond what is necessary to direct the business to limit the use or disclosure of 

the consumer’s sensitive personal information. 

事業者は、制限請求をする消費者に対し、アカウントを作成すること、および、消費者の機微個人情報の

利用または開示を制限するよう事業者に指示するために必要な情報を超える追加情報を提供することを



 67 / 97 

 

 

求めてはならない。 

(e) A business shall not require a verifiable consumer request for a request to limit.  

事業者は、制限請求について、消費者に本人確認を要求してはならない。 

A business may ask the consumer for information necessary to complete the request, such as 

information necessary to identify the consumer to whom the request should be applied. 

事業者は、当該[制限]請求の対象となる消費者を特定するために必要な情報等、請求を完了するために

必要な情報は消費者に求めることができる。 

However, to the extent that the business can comply with a request to limit without additional 

information, it shall do so. 

但し、事業者は、追加情報がなくても制限請求に応じることができる場合にはそうしなければならない。 

(f) If a business has a good-faith, reasonable, and documented belief that a request to limit is fraudulent, 

the business may deny the request.  

事業者は、制限請求が詐欺的なものであると誠実・合理的で文書化された確信がある場合、当該請求を

拒否することができる。 

The business shall inform the requestor that it will not comply with the request and shall provide to the 

requestor an explanation why it believes the request is fraudulent. 

事業者は、当該請求者に対し、請求に応じない旨通知し、かつ、当該請求が詐欺的なものであると確信

する理由を説明しなければならない。 

(g) A business shall comply with a request to limit by: 

事業者は、以下の通り、制限請求に応じなければならない。 

(1) Ceasing to use and disclose the consumer’s sensitive personal information for purposes other than 

those set forth in subsection (m) as soon as feasibly possible, but no later than 15 business days 

from the date the business receives the request. 

可能な限り速やかに(但し、事業者が請求を受領した日から15営業日以内に)、後記(m)に定める目

的以外での消費者の機微個人情報の利用および開示を停止すること。 

(2) Notifying all the business’s service providers or contractors that use or disclose the consumer’s 

sensitive personal information for purposes other than those set forth in subsection (m) that the 

consumer has made a request to limit and instructing them to comply with the consumer’s request 

to limit within the same time frame. 

事業者のサービス提供者または契約業者であって後記(m)に定める以外の目的で消費者の機微個

人情報を利用または開示する全ての者に対し、消費者が制限請求をした旨通知し、上記と同じ期間

内に当該請求に応ずべきことを指示すること。 

(3) Notifying all third parties to whom the business has disclosed or made available the consumer’s 

sensitive personal for purposes other than those set forth in subsection (m), after the consumer 

submitted their request and before the business complied with that request, that the consumer has 

made a request to limit and direct them 1) to comply with the consumer’s request and 2) to 

forward the request to any other person with whom the person has disclosed or shared the 

sensitive personal information during that time period. 

消費者による請求後に事業者が当該請求に応じるまでの期間中に事業者が後記(m)に定める以外

の目的で消費者の機微個人情報を開示または利用可能にした全てのサードパーティに対し、消費

者が制限請求した旨通知し、かつ、1)当該請求に応ずべきこと、および、2)当該期間中にサードパー

ティが当該機微個人情報を提供または共有した他の者に当該請求を転送すべきことを指示すること。 

(h) A business may provide a means by which the consumer can confirm that their request to limit has 

been processed by the business. 

事業者は、事業者が消費者の制限請求に応じたことを消費者が確認できる手段を提供できる。 

For example, the business may display through a toggle or radio button that the consumer has limited 

the business’s use and sale of their sensitive personal information. 

例えば、事業者は、消費者が事業者による機微個人情報の利用および販売を制限したことを、トグルま
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たはラジオボタンで表示することができる。 

(i) In responding to a request to limit, a business may present the consumer with the choice to allow 

specific uses for the sensitive personal information as long as a single option to limit the use of the 

personal information is also offered. 

事業者は、制限請求に応じる際、個人情報の利用を制限する単一の選択肢をも提示する限り、当該機微

個人情報の特定の利用を許可する選択肢を消費者に提示することができる。 

(j) A consumer may use an authorized agent to submit a request to limit on the consumer’s behalf if the 

consumer provides the authorized agent written permission signed by the consumer.  

消費者は、消費者が署名した許可書を委任代理人に与え、当該委任代理人をして消費者に代わり制限

請求をさせることができる。 

A business may deny a request from an authorized agent if the agent does not provide to the business 

the consumer’s signed permission demonstrating that they have been authorized by the consumer to 

act on the consumer’s behalf. 

事業者は、委任代理人が、消費者がその者を委任代理人として承認していることを示す消費者が署名し

た許可書を事業者に提出しない場合、委任代理人からの請求を拒否することができる。 

(k) A business that responds to a request to limit by informing the consumer of a charge for the use of any 

product or service shall comply with Article 7 and shall provide the consumer with a Notice of Financial 

Incentive that complies with section 7016 in its response. 

事業者は、制限請求に対し製品・サービスの利用が有償になると消費者に通知する場合、本規則 Article 

7の定めに従い、かつ、消費者に対し、本規則7016[経済的インセンティブの通知]に従った経済的インセ

ンティブの通知をしなければならない。 

(l) Except as allowed by these regulations, a business shall wait at least 12 months from the date the 

consumer’s request to limit is received before asking a consumer who has exercised their right to limit 

to consent to the use or disclosure of their sensitive personal information for purposes other than those 

set forth in subsection (m). 

本規則上認められる場合を除き、事業者は、制限請求をした消費者に対し、その請求日後最低限12ヶ月

間経過しなければ、後記(m)に定める以外の目的での機微個人情報の利用または開示に同意するよう求

めてはならない。 

(m) The purposes identified in Civil Code section 1798.121, subdivision(a), for which a business may use or 

disclose sensitive personal information without being required to offer consumers a right to limit are as 

follows.  

CPRA 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)に定める、事業者

が消費者に制限請求権を与える必要がない機微個人情報の利用または開示目的は、以下の通りとする。 

A business that only uses or discloses sensitive personal information for these purposes, provided that 

the use or disclosure is reasonably necessary and proportionate for those purposes, is not required to 

post a Notice of Right to Limit or provide a method for submitting a request to limit. 

事業者は、機微個人情報を以下の目的のためにのみ利用または開示する場合、その利用または開示が

以下の目的に対し合理的に見て必要かつ比例する範囲内のものである限り、制限請求権の通知または

制限請求の方法を指定することを要しない。 

(1) To perform the services or provide the goods reasonably expected by an average consumer who 

requests those goods or services.  

当該商品・サービスを要求する平均的消費者が合理的に予想する範囲内の、商品・サービス提供の

目的。 

For example, a consumer’s precise geolocation may be used by a mobile application that is 

providing the consumer with directions on how to get to specific location.  

例えば、消費者に特定の場所への行き方を案内するアプリは、消費者の高精度位置情報(precise 

geolocation)33を利用できる。 

 
33 【「高精度位置情報」(precise geolocation)】 「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
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A consumer’s precise geolocation may not, however, be used by a gaming application where the 

average consumer would not expect the application to need this piece of sensitive personal 

information. 

しかし、ゲームアプリでは、そのアプリに平均的な消費者が機微個人情報が必要であるとは予想し

ない場合には消費者の高精度位置情報(precise geolocation)を利用できない。 

(2) To prevent, detect, and investigate security incidents that compromise the availability, authenticity, 

integrity, or 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、真正性、完全性または秘密保持を損なうセキュリティイ

ンシデントの防止、検出および調査のため。 

For example, a business may disclose a consumer’s log-in information to a data security company 

that it has hired to investigate and remediate a data breach that involved that consumer’s account. 

例えば、事業者は、消費者のログイン情報を、当該消費者のアカウントに関係するデータ侵害につ

いて調査および是正を行うため、その委託先のデータセキュリティ会社に開示することができる。 

(3) To resist malicious, deceptive, fraudulent, or illegal actions directed at the business and to 

prosecute those responsible for those actions.  

事業者に対する悪意ある、欺瞞的、詐欺的または違法な行為に対抗するためおよび当該行為に責

任を負う者を追求するため。 

For example, a business may use information about a consumer’s ethnicity and/or the contents of 

email and text messages to investigate claims of racial discrimination or hate speech. 

例えば、事業者は、人種差別またはヘイトスピーチについての申立てを調査するため、消費者の民

族的出自および/または電子メールおよびテキストメッセージの内容情報を利用することができる。 

(4) To ensure the physical safety of natural persons.  

個人の身体的安全性を確保するため。 

For example, a business may disclose a consumer’s geolocation information to law enforcement to 

investigate an alleged kidnapping. 

例えば、事業者は、誘拐の疑いを調査するため、消費者の位置情報を法執行機関に開示することが

できる。 

(5) For short-term, transient use, including, but not limited to, non-personalized advertising shown as 

part of a consumer’s current interaction with the business, provided that the personal information 

is not disclosed to another third party and is not used to build a profile about the consumer or 

otherwise alter the consumer’s experience outside the current interaction with the business.  

短期的、一時的な利用のため。これには、消費者と事業者との現在のやりとりの過程で表示される

非パーソナライズ広告(non-personalized advertising)34(但し、当該個人情報が他のサードパーティに

開示されず、かつ、消費者のプロファイルを構築しまたは消費者体験を事業者との現在のやりとり以

外のものに変更するために利用されないことを条件とする)等が含まれるがこれに限定されるもので

はない。 

For example, a business that sells religious books can use information about its customers’ 

interest in its religious content to serve contextual advertising for other kinds of religious 

merchandise within its store or on its website, so long as the business does not use sensitive 

personal information to create a profile about an individual consumer or disclose personal 

information that reveals consumers’ religious beliefs to third parties. 

例えば、事業者は、宗教関連の書籍を販売する場合、機微個人情報を利用して個々の消費者のプ

ロファイルを作成しまたはその宗教的信条を示す個人情報をサードパーティに開示しない限り、宗教

的コンテンツに対する顧客の関心に関する情報を利用し、事業者の店舗内またはWebサイト上で他

 
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。

(CPRA 1798.140(w)) 
34 【非パーソナライズ広告(non-personalized advertising)】 CPRA 1798.140(t)『「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。』 



 70 / 97 

 

 

の種類の宗教関連商品の[単なる]コンテキスト広告35をすることができる。 

(6) To perform services on behalf of the business.  

事業者に代わりサービスを実施するため。 

For example, a business may use information for 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. 

例えば、事業者は、アカウントの維持またはサービス、カスタマーサービス、注文および取引の処理

または履行、顧客情報確認、支払処理、融資、分析サービス、保存その他これらと同様のサービス

を、事業者自身に代わって提供してもらうため、機微個人情報を利用することができる。 

(7) To verify or maintain the quality or safety of a product, 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 by, manufactured for, or controlled by 

the business.  

事業者により所有もしくは製造されまたは事業者によりコントロールされる製品、サービスまたは装

置の品質または安全性を確認または維持するため、および、事業者により所有もしくは製造されまた

は事業者によりコントロールされるサービスまたは装置を改良、アップグレードまたは向上させるた

め。 

For example, a car rental business may use a consumer’s driver’s license for the purpose of 

testing that its internal text recognition software accurately captures license information used in 

car rental transactions. 

例えば、レンタカー事業者は、テキスト認識ソフトウェアがレンタカー取引で利用される免許証情報を

正確に読み取るかをテストする目的で、消費者の運転免許証を利用できる。 

(8) To collect or process sensitive personal information where such collection or processing is not for 

the purpose of inferring characteristics about a consumer.  

消費者の特徴を推測すること以外の目的で機微個人情報を取得または処理するため。 

For example, a business that includes a search box on their website by which consumers can 

search for articles related to their health condition may use the information provided by the 

consumer for the purpose of providing the search feature without inferring characteristics about 

the consumer. 

例えば、事業者は、自社Webサイト上に、消費者が自身の健康状態に関連する記事を検索できる検

索ボックスを設けている場合、消費者の特徴の推測目的でなく、検索機能提供の目的で消費者から

提供される情報を利用することができる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.121, 1798.135, 1798.140 and 
1798.185, Civil Code. 

 

§ 7028. Requests to Opt-In After Opting-Out of the Sale or Sharing of Personal Information. 

§ 7028. 個人情報の販売/共有オプトアウト後のオプトイン請求 

 

(a) Requests to opt-in to sale or/sharing of personal information shall use a two-step opt-in process 

whereby the consumer shall first, clearly request to opt-in and then second, separately confirm their 

choice to opt-in. 

個人情報の販売または共有に対するオプトイン請求は、消費者が最初に[当該販売/共有に対する]オプ

 
35 【[単なる]コンテキスト広告サービス】 プライバシーテック研究所『Cookie に代わる手法として注目を集める「コンテキスト広告」とは？ターゲテ

ィング広告との違い、事例を解説』2022.05.18, によれば、従来のターゲティング広告（CPRA 上のクロスコンテキスト行動広告）が、3rd party 

Cookie で収集したユーザの行動や閲覧履歴等に基づきユーザーの趣向に沿った広告を掲載するのに対し、「コンテキスト広告」（コンテクスチ

ュアル広告）は、Web ページ内の文章やキーワード、画像を AI が自動解析し、該当記事の文脈（コンテキスト）に沿った広告を配信する手法で

ある。 

https://acompany.tech/privacytechlab/contextual-advertising-cookie-not-targeted-advertising-case-study/#:%7E:text=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BA%83%E5%91%8A%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%BA%83%E5%91%8A,%E3%81%A8%E3%82%82%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
https://acompany.tech/privacytechlab/contextual-advertising-cookie-not-targeted-advertising-case-study/#:%7E:text=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BA%83%E5%91%8A%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%BA%83%E5%91%8A,%E3%81%A8%E3%82%82%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
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トインを明確に要求し、次にオプトインの選択を別途[再]確認するという二段階のオプトイン手続を用いな

ければならない。 

(b) If a consumer who has opted-out of the sale or sharing of their personal information initiates a 

transaction or attempts to use a product or service that requires the sale or sharing of their personal 

information, the business may inform the consumer that the transaction, product, or service requires 

the sale of their personal information and provide instructions on how the consumer can provide 

consent to opt-in to the sale or sharing of their personal information.  

事業者は、消費者が一旦個人情報の販売または共有をオプトアウトした後に個人情報の販売または共

有を必要とする取引または製品・サービスを開始または利用しようとする場合、消費者に対し、その取引

または製品・サービスには個人情報の販売を必要とすることを消費者に通知し、当該販売または共有へ

のオプトインに同意する方法を指示することができる。 

The business shall comply with section 7004 when obtaining the consumer’s consent. 

事業者は、本規則7004[CCPA上の請求および消費者の同意取得の方法の条件]に従い、上記の消費者

の同意を得なければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135 and 1798.185, 
Civil Code. 
  

ARTICLE 4. SERVICE PROVIDERS, CONTRACTORS, AND THIRD PARTIES 

ARTICLE 4. サービス提供者、契約業者およびサードパーティ 

 

§ 7050. Service Providers and Contractors. 

§ 7050. サービス提供者および契約業者 

 

(a) A service provider or contractor shall not retain, use, or disclose personal information Collected 

pursuant to its written contract with the business except: 

サービス提供者または契約業者は、事業者との間の契約書に従い取得した個人情報を、以下の場合を

除き、保持、利用または開示してはならない。 

(1) For the specific Business Purpose(s) set forth in the written contract between the business and 

the service provider or contractor that is required by the CCPA and these regulations.; 

事業者とサービス提供者または契約業者との間で締結された、CCPAおよび本規則上要求される契

約書に定められた特定の業務目的(Business Purpose(s))のため。 

(2) To retain and employ another service provider or contractor as a subcontractor, where the 

subcontractor meets the requirements for a service provider or contractor under the CCPA and 

these regulations.; 

他のサービス提供者または契約業者を再委託先として使うため(但し、当該再委託先がCCPAおよび

本規則上のサービス提供者または契約業者の要件を満たす場合に限る)。 

(3) For internal use by the service provider or contractor to build or improve the quality of the 

services it is providing to the business, even if this Business Purpose is not specified in the written 

contract required by the CCPA and these regulations, provided that the service provider or 

contractor does not use the personal information to perform services on behalf of another person.  

サービス提供者または契約業者が、事業者に提供するサービスの構築または品質向上のために自

社内で利用(internal use)するため(かかる業務目的がCCPAおよび本規則上要求される[事業者と

の]契約書に明記されていない場合も含む)(但し、当該サービス提供者または契約業者が当該個人

情報を[事業者以外の]他の者に代わりサービスを行うために利用しないことを条件とする)。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(A) An email marketing service provider can send emails on a business’s behalf using the 

business’s customer email list.  
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電子メールマーケティングのサービス提供者は、事業者に代わり、当該事業者の顧客の電子メ

ールリストを利用して電子メールを送信することができる。 

The service provider could analyze those customers’ interactions with the marketing emails to 

improve its services and offer those improved services to everyone.  

この場合、当該サービス提供者は、これら顧客との間のマーケティングのための電子メールで

のやりとりを分析してサービスを改善することができ、また、改善されたサービスは如何なる者

に対しても提供できる。 

But the service provider cannot use the original email list to send marketing emails on behalf 

of another business. 

しかし、当該サービス提供者は、元の電子メールリストを利用して、[当該事業者以外の]他の事

業者に代わりマーケティングのための電子メールを送信することはできない。 

(B) A shipping service provider that delivers businesses’ products to their customers may use the 

addresses received from their business clients and their experience delivering to those 

addresses to identify faulty or incomplete addresses, and thus, improve their delivery services.  

事業者の製品を顧客に配送する配送サービス提供者は、当該事業者から受領した住所および

それら住所宛てに[実際に]配送した経験を利用し、誤りのあるまたは不完全な住所を特定し、

そのことにより配送サービスを改善することができる。 

However, the shipping service provider cannot compile the addresses received from one 

business to send advertisements on behalf of another business, or compile addresses received 

from businesses to sell to data brokers. 

しかし、当該配送サービス提供者は、ある事業者から受領した住所を編集し他の事業者に代わ

って広告を送信しまたはそれをデータブローカーに販売することはできない。 

(4) To prevent, detect, or investigate data security incidents or protect against malicious, deceptive, 

fraudulent or illegal activity, even if this Business Purpose is not specified in the written contract 

required by the CCPA and these regulations. 

データセキュリティインシデントを防止、検出もしくは調査するため、または、悪意ある、欺瞞的、詐欺

的または違法な行為から防御するため(かかる業務目的がCCPAおよび本規則上要求される[事業

者との]契約書に明記されていない場合も含む) 

(5) For the purposes enumerated in Civil Code section 1798.145, subdivisions(a)(1) through (a)(7). 

CPRA 1798.145(a)(1)～(a)(7)に列挙されている目的[法令遵守等]のため。 

(b) A service provider or contractor cannot contract with a business to provide cross-contextual behavioral 

advertising.  

サービス提供者または契約業者は、事業者との間で、クロスコンテキスト行動広告を提供するための契

約をすることはできない。 

Per Civil Code section 1798.140, subdivision(e)(6), a service provider or contractor may contract with a 

business to provide advertising and marketing services, but the service provider or contractor shall not 

combine the personal information of consumers who have opted-out of the sale/sharing that the 

service provider or contractor receives from, or on behalf of, the business with personal information 

that the service provider or contractor receives from, or on behalf of, another person or collects from 

its own interaction with consumers.  

CPRA 1798.140(e)[「業務目的」(“Business purpose”)の定義](6)[ クロスコンテキスト行動広告以外の広

告およびマーケティングサービス]に従い、サービス提供者または契約者は、事業者と広告およびマーケ

ティングサービス提供のための契約をすることができる。しかし、サービス提供者または契約者は、事業

者からまたは事業者に代わり受領した消費者の個人情報であって販売/共有オプトアウト請求されたもの

と、他の者からもしくは他の者に代わり受領した個人情報または自身が消費者とのやりとりから取得した

個人情報とを結合(combine)してはならない。 

A person who contracts with a business to provide cross-contextual behavioral advertising is a third 

party and not a service provider or contractor with respect to cross-contextual behavioral advertising 
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services.  

事業者との間でクロスコンテキスト行動広告を提供するための契約をする者は、サードパーティ(third 

party)に該当し、この者は、クロスコンテキスト広告サービスに関してはサービス提供者にも契約業者にも

該当しない。 

Illustrative examples follow. 

以下に例を示す。 

(1) Business S, a clothing company, hires a social media company as a service provider for the purpose 

of providing Business S’s advertisements on the social media company’s platform.  

衣料品会社である事業者Sは、ソーシャルメディア会社をサービス提供者として使い、そのプラットフ

ォーム上でSの広告を行うことを委託する。 

The social media company can serve Business S by providing non-personalized advertising services 

on its platform based on aggregated or demographic information (e.g., advertisements to women, 

18-30 years old, that live in Los Angeles).  

この場合、当該ソーシャルメディア会社は、事業者Sのために、集合化された(aggregated)情報または

人口統計的(demographic)情報に基づく非パーソナライズ広告(non-personalized advertising)(例：ロ

サンゼルスに住む18歳～30歳の女性に対する広告)を行うことができる。 

However, it cannot use a list of customer email addresses provided by Business S to identify users 

on the social media company’s platform to serve advertisements to them. 

しかし、当該ソーシャルメディア会社は、事業者Sから提供されたSの顧客のメールアドレスリストを利

用し、自社[ソーシャルメディア]プラットフォームのユーザを特定し、同ユーザに対し広告を配信する

ことはできない。 

(2) Business T, a company that sells cookware, hires an advertising company as a service provider for 

the purpose of advertising its services.  

調理器具を販売する事業者Tは、広告会社をサービス提供者として雇い、Tのサービスの宣伝を委

託する。 

The advertising agency can serve Business T by providing contextual advertising services, such as 

placing advertisements for Business T’s products on websites that post recipes and other cooking 

tips. 

この場合、当該広告会社は、Tのために、レシピおよびその他料理のヒントを掲載するWebサイトにT

製品の広告を掲載する等、[単なる]コンテキスト広告サービス36を提供することはできる。 

(c) If a service provider or contractor receives a request made pursuant to the CCPA directly from the 

consumer, the service provider or contractor shall either act on behalf of the business in accordance 

with the business’s instructions for responding to the request or inform the consumer that the request 

cannot be acted upon because the request has been sent to a service provider or contractor. 

サービス提供者または契約業者は、消費者から直接CCPA上の請求を受領した場合、事業者に代わり、

その指示に従い当該請求に対応するか、または、その消費者に対し、当該請求はサービス提供者または

契約業者に送信されたため対応できない旨通知しなければならない。 

(d) A service provider or contractor that is a business shall comply with the CCPA and these regulations 

with regard to any personal information that it collects, maintains, or sells outside of its role as a 

service provider or contractor. 

サービス提供者または契約業者は、[CPRA上の]事業者[の定義]に該当する場合、サービス提供者また

は契約業者としての役割以外で取得、保持または販売する個人情報に関し、CCPAおよび本規則を遵守

しなければならない。 

(e) A person who does not have a contract that complies with section 7051, subsection (a), is not a service 

 
36 【[単なる]コンテキスト広告サービス】 プライバシーテック研究所『Cookie に代わる手法として注目を集める「コンテキスト広告」とは？ターゲテ

ィング広告との違い、事例を解説』2022.05.18, によれば、従来のターゲティング広告（CPRA 上のクロスコンテキスト行動広告）が、3rd party 

Cookie で収集したユーザの行動や閲覧履歴等に基づきユーザーの趣向に沿った広告を掲載するのに対し、「コンテキスト広告」（コンテクスチ

ュアル広告）は、Web ページ内の文章やキーワード、画像を AI が自動解析し、該当記事の文脈（コンテキスト）に沿った広告を配信する手法で

ある。 

https://acompany.tech/privacytechlab/contextual-advertising-cookie-not-targeted-advertising-case-study/#:%7E:text=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BA%83%E5%91%8A%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%BA%83%E5%91%8A,%E3%81%A8%E3%82%82%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
https://acompany.tech/privacytechlab/contextual-advertising-cookie-not-targeted-advertising-case-study/#:%7E:text=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BA%83%E5%91%8A%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%BA%83%E5%91%8A,%E3%81%A8%E3%82%82%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
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provider or a contractor under the CCPA.  

本規則7051[サービス提供者および契約業者との契約の条件](a)に適合する契約を締結していない者は、

CCPA上、サービス提供者または契約業者には該当しない。 

For example, a business’s disclosure of personal information to a person who does not have a contract 

that complies with section 7051, subsection (a)may be considered a sale or sharing of personal 

information for which the business must provide the consumer with the right to opt-out of sale/sharing. 

例えば、事業者が本規則7051[サービス提供者および契約業者との契約の条件](a)に適合する契約を締

結していない者に個人情報を開示することは個人情報の販売または共有とみなされる可能性があり、こ

の場合、当該事業者は、消費者の販売/共有オプトアウト請求権に応じなければならない。 

(f) A service provider or a contractor shall comply with the terms of the contract required by the CCPA 

and these regulations. 

サービス提供者または契約業者は、CCPAおよび本規則上要求される契約の条件を遵守しなければなら

ない。 

(g) Whether an entity that provides services to a Nonbusiness must comply with a consumer’s CCPA 

request depends upon whether the entity is a “business,” as defined by Civil Code section 1798.140, 

subdivision(d). 

[本規則7001(p)に定義する]非事業者(Nonbusiness)[非営利団体、政府機関等]にサービスを提供する者

が消費者のCCPA上の請求に応じなければならないか否かは、その者がCPRA 1798.140(d)に定義する

「事業者」に該当するか否かにより定まる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135, 1798.140 and 

1798.185, Civil Code. 

  

§ 7051. Contract Requirements for Service Providers and Contractors. 

§ 7051. サービス提供者および契約業者との契約の条件 

 

(a) The contract required by the CCPA for service providers and contractors shall: 

CCPA上要求される[事業者とその]サービス提供者および契約業者の契約は、以下の条件を満たさなけ

ればならない。 

(1) Prohibit the service provider or contractor from selling or sharing personal information it Collects 

pursuant to the written contract with the business. 

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従い取得した個人情報を販売または

共有することを禁止すること。 

(2) Identify the specific Business Purpose(s)for which the service provider or contractor is processing 

personal information pursuant to the written contract with the business, and specify that the 

business is disclosing the personal information to the service provider or contractor only for the 

limited and specified Business Purpose(s)set forth within the contract.  

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従い個人情報を処理する業務目的を

特定し、かつ、事業者によるサービス提供者または契約業者に対する個人情報開示は、契約に定め

る限定的かつ特定された業務目的のみのために行われることを明記すること。 

The Business Purpose shall not be described in generic terms, such as referencing the entire 

contract generally.  

この業務目的は、当該契約書全体を引用する等、一般的な表現で(in generic terms)定められてはな

らない。37 

The description shall be specific. 

その「業務目的の]記述は具体的でなければならない。 

 
37 【「業務目的」の定め方】 例えば、「本契約遂行の目的」というような定め方であってはならないという意味と思われる。 
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(3) Prohibit the service provider or contractor from retaining, using, or disclosing the personal 

information that it Collected pursuant to the written contract with the business for any purpose 

other than the Business Purpose(s) specified in the contract or as otherwise permitted by the 

CCPA and these regulations. 

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従い取得した個人情報を、契約に定

められた業務目的またはCCPAおよび本規則で認められているそれ以外の業務目的以外の目的の

ために保持、利用または開示することを禁止すること。 

(4) Prohibit the service provider or contractor from retaining, using, or disclosing the personal 

information that it Collected pursuant to the written contract with the business for any commercial 

purpose other than the Business Purposes specified in the contract, unless expressly permitted by 

the CCPA or these regulations. 

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従い取得した個人情報を、CCPAまた

は本規則上明示的に許可されている場合を除き、当該契約に定める業務目的以外の商業目的

(commercial purpose) 38のために保持、利用または開示することを禁止すること。 

(5) Prohibit the service provider or contractor from retaining, using, or disclosing the personal 

information that it Collected pursuant to the written contract with the business outside the direct 

business relationship between the service provider or contractor and the business, unless 

expressly permitted by the CCPA or these regulations.  

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従い取得した個人情報を、CCPAまた

は本規則で明示的に許可されていない限り、サービス提供者または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保持、利用または開示することを禁止すること。 

For example, a service provider or contractor shall be prohibited from combining or updating 

personal information that it Collected pursuant to the written contract with the business with 

personal information that it received from another source or Collected from its own interaction 

with the consumer, unless expressly permitted by the CCPA or these regulations. 

例えば、サービス提供者または契約業者は、事業者との間の契約書に従い取得した個人情報を、

CCPAまたは本規則上明示的に許可されていない限り、他の入手元から受領した個人情報または消

費者とのやりとりから取得した個人情報と結合しまたは[その結合の結果]更新することは禁止される。 

(6) Require the service provider or contractor to comply with all applicable sections of the CCPA and 

these regulations, including—with respect to the personal information that it Collected pursuant to 

the written contract with the business—providing the same level of privacy protection as required 

of businesses by the CCPA and these regulations.  

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従い取得した個人情報に関し、CCPA

および本規則上の全ての適用条項を遵守すること(CCPAおよび本規則上事業者に要求されるのと

同水準のプライバシー保護を行うことを含む)を義務付けること。 

For example, the contract may require the service provider or contractor to cooperate with the 

business in responding to and complying with consumers’ requests made pursuant to the CCPA, 

and to 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 Civil Code section 1798.81.5. 

例えば、当該契約において、サービス提供者または契約業者に対し、事業者がCCPA上の消費者の

請求に対応しかつこれに応じることに協力すること、および、カリフォルニア州顧客情報記録法

(California Customer Records Act)1798.81.539に従い個人情報を不正または違法なアクセス、破壊、

 
38 【業務目的(Business Purpose)/ 商業目的(business or commercial purpose)】 「業務目的」(Business Purpose)は、CPRA 140(e)で定義される

用語で、CPRA140(g)で定義される「商業目的」(Commercial purposes)とは区別して用いられている。大まかにいえば、業務目的は、事業者か

らサービス提供者または契約業者への個人情報開示目的として認められる範囲内の目的、商業目的は、業務目的以外の事業者の(経済的

利益を図る)目的であり、商業目的での個人情報の開示=個人情報の「販売」または「共有」（クロスコンテキスト行動広告目的での開示）と考え

られる。 
39【加州顧客情報記録法 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

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
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利用、改ざんまたは開示から保護するために個人情報の内容に適した合理的なセキュリティ手続お

よび実務を実施することを義務付けることが考えられる。 

(7) Grant the business the right to take reasonable and appropriate steps to ensure that service 

provider or contractor uses the personal information that it Collected pursuant to the written 

contract with the business in a manner consistent with the business’s obligations under the CCPA 

and these regulations.  

事業者に対し、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従い取得した個人情

報を、CCPAおよび本規則上の事業者の義務に適合する方法で利用するよう、合理的かつ適切な措

置を講じる権利を与えること。 

Reasonable and appropriate steps may include ongoing manual reviews and automated scans of the 

service provider’s system and regular internal or third-party assessments, audits, or other 

technical and operational testing at least once every 12 months. 

かかる合理的かつ適切な措置には、サービス提供者のシステムの継続的な実地評価(manual 

reviews)および自動スキャン、少なくとも12ヶ月間に一回以上の定期的な自社またはサードパーティ

による評価、監査その他技術的および運用上のテストが含まれ得る。 

(8) Require the service provider or contractor to notify the business after it makes a determination 

that it can no longer meet its obligations under the CCPA and these regulations. 

サービス提供者または契約業者が、CCPAおよび本規則上の義務をもはや遵守できないと判断した

場合に、事業者にその旨通知することを義務付けること。 

(9) Grant the business the right, upon notice, to take reasonable and appropriate steps to stop and 

remediate the service provider or contractor’s unauthorized use of personal information. 

事業者に対し、通知した上、サービス提供者または契約業者による個人情報の不正利用を停止およ

び是正させるための合理的かつ適切な措置を講じる権利を与えること。 

For example, the business may require the service provider or contractor to provide documentation 

that verifies that they no longer retain or use the personal information of consumers that have 

made a valid request to delete with the business. 

例えば、事業者は、サービス提供者または契約業者に対し、事業者に削除請求をした消費者の個

人情報をもはや保持または利用していないことを証明する文書を提出するよう求めることが考えられ

る。 

(10) Require the service provider or contractor to enable the business to comply with consumer 

requests made pursuant to the CCPA or require the business to inform the service provider or 

contractor of any consumer request made pursuant to the CCPA that they must comply with and 

provide the information necessary for the service provider or contractor to comply with the 

request. 

サービス提供者または契約業者に対し、事業者がCCPA上の消費者の請求に応じることができるよ

う必要な措置をとるべきことを義務付けること。または、事業者に対し、事業者からサービス提供者

または契約業者にCCPA上の消費者の請求があったことおよびこれに応じるべきことを通知し、かつ、

そのために必要な情報を提供することを義務付けること。 

(b) A service provider or contractor that subcontracts with another person in providing services to the 

business for whom it is a service provider or contractor shall have a contract with the subcontractor 

that complies with the CCPA and these regulations, including subsection (a). 

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を、他のサービス提供者または契約業者

に再委託する場合、当該再委託先との間で、CCPAおよび本規則(上記(a)を含む)に従った契約を締結し

なければならない。 

(c) Whether a business conducts due diligence of its service providers and contractors factors into whether 

the business has reason to believe that a service provider or contractor is using personal information in 

 
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措置を講じな

ければならない。」 
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violation of the CCPA and these regulations.  

事業者がサービス提供者または契約業者に対しデューディリジェンス[調査・監査・評価]を行うか否かは、

事業者がこれらの者によるCCPA・本規則違反の個人情報利用を認識するに足る理由があるか否かの

判断上考慮される。 

For example, depending on the circumstances, a business that never enforces the terms of the contract 

nor exercises its rights to audit or test the service provider’s or contractor’s systems might not be 

able to rely on the defense that it did not have reason to believe that the service provider or contractor 

intends to use the personal information in violation of the CCPA and these regulations at the time the 

business disclosed the personal information to the service provider or contractor. 

例えば、事情によるが、事業者は、サービス提供者または契約業者のシステムを監査またはテストする

権利を有するにもかかわらずこれを行使しない場合には、これらの者への個人情報開示時点で事業者が

これらの者によるCCPA・本規則違反の個人情報利用の意図を認識するに足る理由はなかったと主張で

きない可能性がある。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135, 1798.140 and 

1798.185, Civil Code.  
  

§ 7052. Third Parties. 

§ 7052. サードパーティ(第三者) 

 

(a) A third party that does not have a contract that complies with section 7053, subsection (a), shall not 

collect, use, process, retain, sell, or share the personal information that the business made available to it. 

サードパーティ(第三者)40は、[事業者との間で]本規則7053[サードパーティ(第三者)との契約の条件](a)

に適合する契約を締結していない場合、事業者から利用可能とされた個人情報を取得、利用、処理、保

持、販売または共有してはならない。 

(b) A third party shall comply with the terms of the contract required by the CCPA and these regulations, 

which include treating the personal information that the business made available to it in a manner 

consistent with the business’s obligations under the CCPA and these regulations. 

サードパーティは、事業者から利用可能にされた個人情報をCCPAおよび本規則上の事業者の義務に適

合した方法で取り扱うことを含め、CCPAおよび本規則上要求される契約の条件に従わなくてはならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135, 1798.140 and 
1798.185, Civil Code. 
 

§ 7053. Contract Requirements for Third Parties. 

§ 7053. サードパーティ(第三者)との契約の条件. 

 

(a) A business that sells or shares a consumer’s personal information with a third party shall enter into an 

agreement with the third party that: 

事業者は、消費者の個人情報をサードパーティとの間で販売または共有する場合、当該サードパーティと

の間で以下の内容の契約を締結しなければならない。 

(1) Identifies the limited and specified purpose(s)for which the personal information is made available 

to the third party.  

 
40 【「サードパーティ」(third party)の定義】CPRA 140 (ai)『「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)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)事業者にとってのサービス提供者、(3)契約業者。』  — このうち、(1)は、本規則 7001(m)で定義される「ファーストパーティー」(First party)(消

費者に対している(facing)事業者であって、消費者がやりとりする(interact)ことを意図し予想している者)とほぼ同じと思われる。 
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個人情報が当該サードパーティに利用可能とされる目的を限定および特定すること。 

The purpose shall not be described in generic terms, such as referencing the entire contract 

generally.  

この目的は、当該契約書全体を引用する等、一般的な表現で(in generic terms)定められてはならな

い。 

The description shall be specific. 

その[目的の]記述は具体的でなければならない。 

(2) Specifies that the business is making the personal information available to the third party only for 

the limited and specified purposes set forth within the contract and requires the third party to use 

it only for those limited and specified purposes. 

事業者は当該契約に定める限定的かつ特定の目的のためにのみ個人情報をサードパーティに提供

する旨明記し、かつ、サードパーティに対し、その限定された目的に限り当該個人情報を利用すべき

ことを義務付けること。 

(3) Requires the third party to comply with all applicable sections of the CCPA and these regulations, 

including—with respect to the personal information that the business makes available to the third 

party—providing the same level of privacy protection as required of businesses by the CCPA and 

these regulations.  

サードパーティが、CCPAおよび本規則上の全ての適用条項を遵守すべきこと（事業者が当該サード

パーティに利用可能にする個人情報に関し、CCPAおよび本規則上事業者に要求されるのと同水準

のプライバシー保護を行うべきことを含む）を義務付けること。 

For example, the contract may require the third party to comply with a consumer’s request to opt-

out of sale/sharing forwarded to it by a first party business and to 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 Civil Code section 1798.81.5. 

例えば、当該契約において、当該サードパーティに対し、(i)ファーストパーティである事業者から転送

された消費者の販売/共有オプトアウト請求に応じること、および、(ii)カリフォルニア州顧客情報記録

法(California Customer Records Act)1798.81.5に従い個人情報を不正または違法なアクセス、破壊、

利用、改ざんまたは開示から保護するために個人情報の内容に適した合理的なセキュリティ手続お

よび実務を実施することを義務付けることが考えられる。 

(4) Grants the business the right—with respect to the personal information that the business makes 

available to the third party—to take reasonable and appropriate steps to ensure that the third party 

uses it in a manner consistent with the business’s obligations under the CCPA and these 

regulations.  

事業者に対し、事業者がサードパーティに利用可能とする個人情報に関し、当該サードパーティが、

当該個人情報をCCPAおよび本規則上の事業者の義務に適合する方法で利用するよう、合理的か

つ適切な措置を講じる権利を与えること。 

For example, the business may require the third party to attest that it treats the personal 

information the business made available to it in the same manner that the business is obligated to 

treat it under the CCPA and these regulations. 

例えば、事業者が、サードパーティに対し、当該サードパーティに利用可能とする個人情報を、事業

者が当該個人情報をCCPAおよび本規則に基づき取り扱う方法と同じ方法で取り扱うべきことを誓約

(attest)させることが考えられる。 

(5) Grants the business the right, upon notice, to take reasonable and appropriate steps to stop and 

remediate unauthorized use of personal information made available to the third party.  

事業者に対し、通知した上、サードパーティに利用可能とした個人情報の不正利用を停止および是

正するための合理的かつ適切な措置を講じる権利を与えること。 

For example, the business may require the third party to provide documentation that verifies that it 

no longer retains or uses the personal information of consumers who have had their requests to 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
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opt-out of sale/sharing forwarded to it by the first party business. 

例えば、事業者は、サードパーティに対し、ファーストパーティである事業者から販売/共有オプトア

ウト請求が転送された消費者の個人情報をもはや保持または利用していないことを証明する文書の

提出を要求できるものとすることが考えられる。 

(6) Requires the third party to notify the business after it makes a determination that it can no longer 

meet its obligations under the CCPA and these regulations. 

サードパーティが、CCPAおよび本規則上の義務をもはや遵守できないと判断した場合、事業者にそ

の旨通知することを義務付けること。 

(b) Whether a business conducts due diligence of the third party factors into whether the business has 

reason to believe that the third party is using personal information in violation of the CCPA and these 

regulations.  

事業者がサードパーティに対しデューディリジェンス[調査・監査・評価]を行うか否かは、事業者がサード

パーティによるCCPA・本規則違反の個人情報利用を認識するに足る理由があるか否かの判断上考慮さ

れる。 

For example, depending on the circumstances, a business that never enforces the terms of the contract 

might not be able to rely on the defense that it did not have reason to believe that the third party 

intends to use the personal information in violation of the CCPA and these regulations at the time of 

the business disclosed the personal information to the third party. 

例えば、事情によるが、事業者は、[サードパーティとの契約の]契約条件を強制したことがない場合、サ

ードパーティへの個人情報開示時点で事業者がサードパーティによるCCPA・本規則違反の個人情報利

用の意図を認識するに足る理由はなかったと主張できない可能性がある。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135, 1798.140 and 
1798.185, Civil Code. 

 

ARTICLE 5. VERIFICATION OF REQUESTS 

ARTICLE 5. 消費者の本人確認 

 

§ 7060. General Rules Regarding Verification. 

§ 7060. 本人確認(Verification)の一般原則. 

 

(a) A business shall establish, document, and comply with a reasonable method for verifying that the person 

making a request to delete, request to correct, or request to know is the consumer about whom the 

business has collected information. 

事業者は、削除請求、訂正請求または開示請求を行う者が、事業者がその情報を収集した消費者本人

であることを確認・検証する(verify)ための合理的な方法を確立し、文書化しおよびこれを遵守しなければ

ならない。 

(b) A business shall not require a consumer to verify their identity to make a request to opt-out of 

sale/sharing or to make a request to limit.  

事業者は、販売/共有オプトアウト請求または制限請求を行うために消費者が本人証明することを要求し

てはならない。：： 

A business may ask the consumer for information necessary to complete the request; however, it shall 

not be burdensome on the consumer.  

事業者は、これら請求を完了するために必要な情報を消費者に求めることができるが、それは消費者に

負担をかけるものであってはならない。 

For example, a business may ask the consumer for their name, but it shall not require the consumer to 

take a picture of themselves with their driver’s license. 
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例えば、事業者は、消費者に氏名を尋ねることはできるが、消費者に運転免許証と自分の写真の撮影を

要求してはならない。 

(c) In determining the method by which the business will verify the consumer’s identity, the business shall: 

事業者は、消費者の本人確認を行う方法を決定するに当たり、以下のことをしなければならない。 

(1) Whenever feasible, match the identifying information provided by the consumer to the personal 

information of the consumer already maintained by the business, or use a third-party identity 

verification service that complies with this section. 

それが実行可能な場合は常に、消費者から提供された識別情報を、事業者が既に保持している消

費者の個人情報と照合するか、または本条に適合するサードパーティの本人確認サービスを利用す

ること。 

(2) Avoid collecting the types of personal information identified in Civil Code section 1798.81.5, 

subdivision(d), unless necessary for the purpose of verifying the consumer. 

消費者の本人確認のために必要な場合を除き、カリフォルニア州顧客情報記録法(California 

Customer Records Act)1798.81.5(d)に定めるタイプの個人情報41の取得を避けること。 

(3) Consider the following factors: 

以下の事項を考慮すること。 

(A) The type, sensitivity, and value of the personal information collected and maintained about the 

consumer.  

当該消費者について取得および保持される個人情報のタイプ、機微度および価値。 

Sensitive personal information shall warrant a more stringent verification process.  

機微個人情報については、より厳格な本人確認をしなければならない。 

(B) The risk of harm to the consumer posed by any unauthorized deletion, correction, or access.  

不正な削除、訂正またはアクセスにより消費者が損害を蒙るリスク。 

A greater risk of harm to the consumer by unauthorized deletion, correction, or access shall 

warrant a more stringent verification process.; 

不正な削除、訂正またはアクセスにより消費者が損害を蒙るリスクが高い場合にはより厳格な

本人確認をしなければならない。 

(C) The likelihood that fraudulent or malicious actors would seek the personal information.  

詐欺的なまたは悪意ある行為者が当該個人情報を得ようとする可能性。 

The higher the likelihood, the more stringent the verification process shall be.; 

この可能性が高ければ高い程、本人確認はより厳格にしなければならない。 

(D) Whether the personal information to be provided by the consumer to verify their identity is 

sufficiently robust to protect against fraudulent requests or being spoofed or fabricated.; 

消費者が本人証明をするために提供する個人情報が、不正請求、なりすましまたは捏造に対し

十分強固な(信頼できる)ものであるか否か。 

(E) The manner in which the business interacts with the consumer. 

事業者が消費者とやりとりする方法。 

(F) Available technology for verification. 

本人確認のために利用可能な技術。  

 
41【カリフォルニア州顧客情報記録法(California Customer Records Act)1798.81.5 (d)に定めるタイプの個人情報】 個人のファーストネーム（また

はそのイニシャル）およびラストネームと以下のデータいずれか一以上との組み合わせ（但し名前または以下のデータのいずれかが暗号化ま

たは加工(redacted)されていない場合に限る）。：(A)個人のファーストネーム（またはそのイニシャル）およびラストネームと以下のデータいずれ

か一以上との組み合わせ（但し名前または以下のデータのいずれかが暗号化または加工(redacted)されていない場合に限る）。(i)社会保障番

号。(ii)運転免許証番号／カリフォルニア州IDカード番号／納税者番号／パスポート番号／軍識別番号その他特定の個人の身元を確認する

ために一般利用される政発行文書上の一意の（固有の）(unique)識別番号。(iii)個人の口座番号またはクレジットカードもしくはデビットカード番

号と、その個人の金融口座へのアクセスに必要なセキュリティコード、アクセスコードまたはパスワードとの組み合わせ。(iv)医療情報。(v)健康

保険情報。(vi)特定の個人を認証するために利用される、指紋／網膜／虹彩画像等、身体の特徴の計測または技術的分析から生成された一

意の生体認証データ。一意の生体認証データには、顔認証目的で利用または保存されない限り物理的な写真またはデジタル写真は含まれな

い。(B)ユーザ名または電子メールアドレスと、オンラインアカウントへのアクセスに必要なパスワードまたはセキュリティーのための質問・回答

との組み合わせ。 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?division=3.&part=4.&lawCode=CIV&title=1.81
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(d) A business shall generally avoid requesting additional information from the consumer for purposes of 

verification.  

事業者は、原則として、本人確認のために消費者に追加情報を請求しないようにしなければならない。 

If, however, the business cannot verify the identity of the consumer from the information already 

maintained by the business, the business may request additional information from the consumer, which 

shall only be used for the purposes of verifying the identity of the consumer seeking to exercise their 

rights under the CCPA, security, or fraud-prevention.  

但し、事業者は、事業者が既に保持している情報から消費者の本人確認をすることができない場合には

消費者に追加の情報を請求することができる。この情報は、CCPA上の権利行使をしようとする消費者の

本人確認、セキュリティまたは詐欺防止を目的とする場合にのみ利用されなければならない。 

The business shall delete any new personal information collected for the purposes of verification as 

soon as practical after processing the consumer’s request, except as required to comply with section 

7101. 

事業者は、本人確認の目的で取得した新たな個人情報を、本規則7101[記録保持]遵守のために必要な

場合を除き、消費者の請求対応後、現実的に可能な限り速やかに削除しなければならない。 

(e) A business shall not require the consumer or the consumer’s authorized agent to pay a fee for the 

verification of their request to delete, request to correct, or request to know.  

事業者は、削除請求、訂正請求または開示請求に対する本人確認のために、消費者または消費者の委

任代理人に手数料の支払いを要求してはならない。 

For example, a business may not require a consumer to provide a notarized affidavit to verify their 

identity unless the business compensates the consumer for the cost of notarization. 

例えば、事業者は、公証費用を消費者に補償しない限り、消費者が本人証明するために、公証付き宣誓

供述書を提出するよう要求してはならない。 

(f) A business shall implement reasonable security measures to detect fraudulent identity-verification 

activity and prevent the unauthorized deletion, correction, or access of a consumer’s personal 

information. 

事業者は、詐欺的な身元証明行為を検出しかつ消費者の個人情報の不正な削除、訂正またはアクセス

を防止するために、合理的なセキュリティ措置を講じなければならない。 

(g) If a business maintains consumer information that is deidentified, a business is not obligated to provide 

or delete this information in response to a consumer request or to re-identify individual data to verify a 

consumer request. 

事業者は、消費者の非識別化された(deidentified)42情報を保持している場合、消費者の請求に応じ、当

該情報を提供または削除し、または本人確認のためにデータを再識別する義務を負わない。 

(h) For requests to correct, the business shall make an effort to verify the consumer based on personal 

information that is not the subject of the request to correct.  

事業者は、訂正請求については、訂正請求の対象ではない個人情報に基づいて消費者の本人確認を行

うよう努めなければならない。 

For example, if the consumer is contending that the business has the wrong address for the consumer, 

the business shall not use address as a means of verifying the consumer’s identity. 

例えば、事業者は、消費者の住所を間違えていると消費者が主張している場合、その[間違えている]住

所を消費者の本人確認の手段として利用してはならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135, 1798.140 and 

1798.185, Civil Code. 

 
42 【「非識別化(された)」(“deidentified”)の定義】CPRA 140(m)によれば、「非識別化(された)」(“Deidentified”)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であって一定の条件を満たすものを意味

する。 
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§ 7061. Verification for Password-Protected Accounts. 

§ 7061. パスワード保護されたアカウントに関する本人確認 

 

(a) If a business maintains a password-protected account with the consumer, the business may verify the 

consumer’s identity through the business’s existing authentication practices for the consumer’s 

account, provided that the business follows the requirements in section 7060.  

事業者は、事業者に消費者のパスワード保護されたアカウントがある場合、本規則7060[本人確認の一

般原則]に従うことを条件として、事業者における消費者のアカウントの既存認証手続により消費者の本

人確認をすることができる。 

The business shall also require a consumer to re-authenticate themselves before deleting, correcting, or 

disclosing the consumer’s data. 

また、事業者は、消費者のデータを削除、訂正または開示する前に、消費者に対し、再認証を求めなけ

ればならない。 

(b) If a business suspects fraudulent or malicious activity on or from the password-protected account, the 

business shall not comply with a consumer’s request to delete, request to correct, or request to know 

until further verification procedures determine that the consumer request is authentic and the 

consumer making the request is the person about whom the business has collected information.  

事業者は、パスワード保護されたアカウント上でまたは当該アカウントから、詐欺的または悪意のある行

為がなされた疑いがある場合、消費者の請求が真正なものでありかつ請求した消費者が事業者がその

情報を取得した者であることを追加の本人確認手続により確認するまで、消費者の削除請求、訂正請求

または開示請求に応じてはならない。 

The business may use the procedures set forth in section 7062 to further verify the identity of the 

consumer. 

事業者は、本規則7062[アカウントがない消費者の本人確認]に定める手順を利用し消費者の追加本人

確認をすることができる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.130 and 1798.185, Civil Code. 

   

§ 7062. Verification for Non-Accountholders. 

§ 7062. アカウントがない消費者の本人確認. 

 

(a) If a consumer does not have or cannot access a password-protected account with a business, the 

business shall comply with this section, in addition to section 7060. 

消費者が事業者にパスワード保護されたアカウントがない場合または当該アカウントにアクセスできない

場合、事業者は本規則7060[本人確認の一般原則]に加え、この本規則7062[アカウントがない消費者の

本人確認]にも従わなければならない。 

(b) A business’s compliance with a request to know categories of personal information requires that the 

business verify the identity of the consumer making the request to a reasonable degree of certainty.  

事業者は、個人情報のカテゴリーの開示請求に応じる場合、当該請求をした消費者の本人確認を合理的

な確実さの程度まで行わなければならない。 

A reasonable degree of certainty may include matching at least two data points provided by the 

consumer with data points maintained by the business that it has determined to be reliable for the 

purpose of verifying the consumer. 

合理的な確実さの程度には、消費者から提供された少なくとも2つのデータ(data points)と、事業者が消

費者の本人確認上信頼できると判断した事業者保有のデータとの照合[による確認]が含まれ得る。 

(c) A business’s compliance with a request to know specific pieces of personal information requires that 



 83 / 97 

 

 

the business verify the identity of the consumer making the request to a reasonably high degree of 

certainty.  

事業者は、個人情報そのものの開示請求に応じる場合、その前に、当該請求をした消費者の本人確認を

合理的に高い確実さで行わなければならない。 

A reasonably high degree of certainty may include matching at least three pieces of personal 

information provided by the consumer with personal information maintained by the business that it has 

determined to be reliable for the purpose of verifying the consumer together with a signed declaration 

under penalty of perjury that the requestor is the consumer whose personal information is the subject 

of the request.  

合理的に高い確実さには、消費者から提供された少なくとも3つの個人情報と、事業者が消費者の本人

確認上信頼できると判断した事業者保有の個人情報との照合、および、請求者が当該請求に係る個人

情報の消費者本人であることについて虚偽ある場合には偽証の罪に服す(under penalty of perjury)旨の

署名入りの書面[による確認]が含まれ得る。 

(d) A business’s compliance with a request to delete or a request to correct may require that the business 

verify the identity of the consumer to a reasonable or reasonably high degree of certainty depending on 

the sensitivity of the personal information and the risk of harm to the consumer posed by unauthorized 

deletion or correction.  

事業者は、個人情報の機微度および不正な削除または訂正により消費者が蒙る損害のリスク[の程度]

に応じ、削除請求または訂正請求に応じる前に、合理的な確実さか、または合理的に高い確実さで消費

者の本人確認を行わなければならない場合がある。 

For example, the deletion of family photographs or the correction of contact information may require a 

reasonably high degree of certainty, while the deletion of browsing history or correction of marital status 

may require only a reasonable degree of certainty.  

例えば、家族写真の削除または連絡先情報の訂正には合理的に高い確実さが要求され、一方、Web閲

覧履歴の削除または婚姻歴の訂正には合理的な確実さしか要求されない可能性がある。 

A business shall act in good faith when determining the appropriate standard to apply when verifying the 

consumer in accordance with these regulations. 

事業者は、本規則に従い消費者の本人確認を行うに当たり、[本人確認の程度について]適用すべき適切

な基準を誠実に判断しなければならない。 

(e) Illustrative examples follow: 

以下に例を示す。 

(1) Example 1: If a business maintains personal information in a manner associated with a named actual 

person, the business may verify the consumer by requiring the consumer to provide evidence that 

matches the personal information maintained by the business.  

例1： 事業者は、個人情報を名前の分かっている実在の個人(a named actual person)と関連付けて

(associated with)保有する場合、消費者に当該個人情報と照合可能な情報の提出を求めこれにより

本人確認を行うことができる。 

For example, if a retailer maintains a record of purchases made by a consumer, the business may 

require the consumer to identify items that they recently purchased from the store or the dollar 

amount of their most recent purchase to verify their identity to a reasonable degree of certainty. 

例えば、小売業者は、消費者の購入記録を保有している場合、消費者に、店舗から最近購入した商

品または直近購入金額を提示させ、これにより合理的な確実性をもって本人確認することができる。 

(2) Example 2: If a business maintains personal information in a manner that is not associated with a 

named actual person, the business may verify the consumer by requiring the consumer to 

demonstrate that they are the sole consumer associated with the personal information.  

例2: 事業者は、個人情報を名前の分かっている実在の個人(a named actual person)と関連付けて

(associated with)は保有していない場合には、本人確認のため、消費者に対し、当該個人情報の唯

一の本人(the sole consumer associated with)であることを証明するよう求めることができる。 
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For example, a business may have a mobile application that collects personal information about the 

consumer but does not require an account.  

例えば、事業者が、アプリを通じ消費者の個人情報を取得するが、消費者にアカウント登録は強制し

ていない場合が考えられる。 

The business may determine whether, based on the facts and considering the factors set forth in 

section 7060, subsection (b)(3), it may reasonably verify a consumer by asking them to provide 

information that only the person who used the mobile application may know or by requiring the 

consumer to respond to a notification sent to their device. 

事業者は、個別事情に応じかつ本規則7060[本人確認の一般原則](b)(3)に定める事項を考慮した上

で、そのモバイルアプリを利用した者のみが知り得る情報の提供を求め、または消費者の端末に送

信される通知への対応43を求めることにより、合理的に消費者の本人確認をできるか否か判断でき

る。 

(f) A business shall deny a request to know specific pieces of personal information if it cannot verify the 

identity of the requestor pursuant to these regulations. 

事業者は、本規則に従い請求者の本人確認ができない場合、個人情報そのものの開示請求を拒否しな

ければならない。 

(g) If there is no reasonable method by which a business can verify the identity of the consumer to the 

degree of certainty required by this section, the business shall state so in response to any request and 

explain why it has no reasonable method by which it can verify the identity of the requestor.  

事業者は、請求者の本人確認を本条で要求される確実さで行う合理的な手段がない場合、請求者にそ

の旨を伝えかつその理由を説明しなければならない。 

If the business has no reasonable method by which it can verify any consumer, the business shall 

explain why it has no reasonable verification method in its privacy policy.  

事業者は、消費者を本人確認できる合理的な方法がない場合、プライバシーポリシーでその理由を説明

しなければならない。 

The business shall evaluate and document whether a reasonable method can be established at least 

once every 12 months, in connection with the requirement to update the privacy policy set forth in Civil 

Code section 1798.130, subdivision(a)(5). 

事業者は、CPRA 1798.130[通知・開示・訂正および削除の義務](a)(5)に定めるプライバシーポリシーを更

新する義務に関連し、最低限12カ月に1回、上記の合理的な方法を確立できないか否かを毎年評価しそ

の結果を文書化しなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.130 and 1798.185, Civil Code. 

 

§ 7063. Authorized Agents. 

§ 7063. 委任代理人. 

 

(a) When a consumer uses an authorized agent to submit a request to delete, request to correct, or a 

request to know, a business may require the authorized agent to provide proof that the consumer gave 

the agent signed permission to submit the request.  

事業者は、消費者が削除請求、訂正請求または開示請求に委任代理人を利用する場合、当該委任代理

人に対し、当該消費者が当該委任代理人に当該請求を署名付きの許可書を与えた証拠を提出するよう

要求できる。 

The business may also require the consumer to do either of the following: 

 
43 【消費者の端末に送信される通知への対応】 SMS 認証（携帯電話宛てに 4 桁や 6 桁のショートコード（ワンタイムパスワード）が送信され、そ

のコードを入力してアプリやシステムにログインする仕組み）等と思われる。 (参考) 株式会社ネクスウェイ／SMS 推進室「SMS 認証とは？本

人確認の重要性やメリット・デメリット、活用例について」2022-07-20 

https://smslink.nexway.co.jp/column/02#62d66f1be2d3eb02d7e8893c-1613619769401
https://smslink.nexway.co.jp/column/02#62d66f1be2d3eb02d7e8893c-1613619769401
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また、事業者は、消費者に対し、以下のいずれかを要求することができる。 

(1) Verify their own identity directly with the business. 

消費者自身の本人確認を直接事業者との間で行うこと。 

(2) Directly confirm with the business that they provided the authorized agent permission to submit 

the request. 

委任代理人に対し当該請求を行うことの許可を与えたことの確認を直接事業者との間で行うこと。 

(b) Subsection (a)does not apply when a consumer has provided the authorized agent with power of 

attorney pursuant to Probate Code sections 4121 to 4130.  

上記(a)の規定は、消費者が委任代理人にカリフォルニア州遺言状検認法(Probate Code)4121～4130の

規定に従った委任状を提供した場合には適用されない。 

A business shall not require power of attorney in order for a consumer to use an authorized agent to 

act on their behalf. 

この場合、事業者は、消費者が自己の代理として委任代理人を利用するための委任状を要求してはなら

ない。 

(c) An authorized agent shall implement and maintain reasonable security procedures and practices to 

protect the consumer’s information. 

委任代理人は、消費者の個人情報を保護するため合理的なセキュリティ措置を講じなければならない。 

(d) An authorized agent shall not use a consumer’s personal information, or any information collected from 

or about the consumer, for any purposes other than to fulfill the consumer’s requests, verification, or 

fraud prevention. 

委任代理人は、消費者の個人情報および消費者からまたは消費者について取得した情報を、消費者の

当該請求、本人確認または詐欺防止以外の如何なる目的にも利用してはならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.130 and 1798.185, Civil Code. 

 

ARTICLE 6. SPECIAL RULES REGARDING CONSUMERS UNDER 16 YEARS OF AGE 

ARTICLE 6. 16歳未満の消費者に関する特則 

   

§ 7070. Consumers Less Than 13 Years of Age. 

§ 7070. 13歳未満の消費者. 

 

(a) Process for Opting-In to Sale or Sharing of Personal Information 

個人情報の販売または共有にオプトイン(同意)するための手続 

(1) A business that has actual knowledge that it sells or shares the personal information of a consumer 

less than the age of 13 shall establish, document, and comply with a reasonable method for 

determining that the person consenting to the sale or sharing of the personal information about the 

child is the parent or guardian of that child.  

事業者は、13歳未満の消費者の個人情報を販売または共有することを現に認識している場合、当

該児童の個人情報の販売または共有に同意する者が当該児童の親または保護者であることを確認

するための合理的な方法を確立し、文書化しおよびこれを遵守しなければならない。 

This consent to the sale or sharing of personal information is in addition to any verifiable parental 

consent required under COPPA. 

個人情報の販売または共有に対するこの同意は、COPPA(連邦児童オンライン・プライバシー保護

法)に基づき要求される[子供の個人情報の取得、利用および開示の前の]親の同意に加えて要求さ

れる。 

(2) Methods that are reasonably calculated to ensure that the person providing consent is the child’s 

parent or guardian include, but are not limited to: 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?tocCode=PROB&division=4.5.
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以下に、親・保護者であることの合理的な確認方法の例を示す。44 

(A) Providing a consent form to be signed by the parent or guardian under penalty of perjury and 

returned to the business by postal mail, facsimile, or electronic scan; 

親・保護者[承認しようとする者。以下同じ]に対し虚偽ある場合には偽証の罪に服す(under 

penalty of perjury)旨の記述付き同意書のフォームを提供し、これに署名させ、郵便、ファクシ

ミリまたは電子スキャンしたfileで事業者に返送させること。 

(B) Requiring a parent or guardian, in connection with a monetary transaction, to use a credit card, 

debit card, or other online payment system that provides notification of each discrete 

transaction to the primary account holder; 

事業者と子供との有償取引(monetary transaction)に関しては、その取引[の支払いに]に使わ

れている親・保護者のクレジットカード、デビットカードその他オンライン決済手段であって個々

の取引ごとにその決済口座保有者(primary account holder)に通知がなされるものを、親・保

護者に使用するよう求めること。 

(C) Having a parent or guardian call a toll-free telephone number staffed by trained personnel; 

親・保護者に訓練された担当者にフリーダイヤルで電話させること。 

(D) Having a parent or guardian connect to trained personnel via video-conference; 

親・保護者に訓練された担当者とビデオ会議させること。 

(E) Having a parent or guardian communicate in person with trained personnel; and 

親・保護者に訓練された担当者と対面・物理的に(in person)コミュニケートさせること。 

(F) Verifying a parent or guardian’s identity by checking a form of government-issued 

identification against databases of such information, as long as the parent or guardian’s 

identification is deleted by the business from its records promptly after such verification is 

complete. 

親・保護者の身元確認を、その者の[提示する]政府発行IDをその種IDのデータベースと突き合

わること。但し、この場合、事業者は、当該IDを、本人確認完了後直ちに事業者の記録から削

除しなければならない。 

(b) When a business receives consent to the sale or sharing of personal information pursuant to subsection 

(a), the business shall inform the parent or guardian of the right to opt-out of sale/sharing and of the 

process for doing so on behalf of their child pursuant to section 7026, subsections (a)-(f). 

事業者は、上記(a)に従い同意を得る場合、親・保護者に対し、本規則7026(a)-(f)に従い子供に代わり販

売/共有オプトアウト請求できる旨およびその手続を通知しなければならない。 

(c) A business shall establish, document, and comply with a reasonable method, in accordance with the 

methods set forth in subsection (a)(2), for determining that a person submitting a request to delete, 

request to correct, or request to know the personal information of a child under the age of 13 is the 

parent or guardian of that child. 

事業者は、上記(a)(2)に定める方法に従い、13歳未満の子供の個人情報の削除請求、訂正請求または

開示請求を行う者が、その子供の親または保護者であることを確認するため、合理的な方法を定め、こ

れを文書化し遵守しなければならない。 

  

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135 and 1798.185, 
Civil Code. 

 

§ 7071. Consumers at Least 13 Years of Age and Less Than 16 Years of Age. 

§ 7071. 13歳以上および16歳未満の消費者. 

 

 
44 【親・保護者であることの合理的な確認方法の例】 これらは、COPPAに関しFTCが推奨している方法と同様である。（参照）Complying with 

COPPA: Frequently Asked Questions - A GUIDE FOR BUSINESS AND PARENTS AND SMALL ENTITY COMPLIANCE GUIDE(March 20, 

2015), - H.VERIFIABLE PARENTAL CONSENT,- 4.How do I get parental consent? 

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions
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(a) A business that has actual knowledge that it sells or shares the personal information of consumers at 

least 13 years of age and less than 16 years of age shall establish, document, and comply with a 

reasonable process for allowing such consumers to opt-in to the sale or sharing of their personal 

information, pursuant to section 7028. 

事業者は、その販売または共有する個人情報が13 歳以上16歳未満の消費者の個人情報であることを

現に認識している場合、当該消費者が本規則7028[二段階のオプトイン手続]に従いオプトインを行うため

に必要な合理的な手続を確立し、文書化しこれを遵守しなければならない。 

(b) When a business receives a request to opt-in to the sale or sharing of personal information from a 

consumer at least 13 years of age and less than 16 years of age, the business shall inform the 

consumer of their ongoing right to opt-out of sale/sharing at any point in the future and of the process 

for doing so pursuant to section 7026. 

事業者は、13 歳以上16歳未満の消費者から個人情報の販売または共有のオプトイン請求を受ける場合、

当該消費者に対し、本規則7026に従い後日いつでも販売/共有オプトアウト請求できる旨およびその手続

を通知しなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135 and 1798.185, 
Civil Code. 

 

§ 7072. Notices to Consumers Less Than 16 Years of Age. 

§ 7072. 16歳未満の消費者に対する通知. 

 

(a) A business subject to sections 7070 and/or 7071 shall include a description of the processes set forth 

in those sections in its privacy policy. 

事業者は、本規則7070[16歳未満の消費者]および/または本規則7071[13歳以上および16歳未満の消費

者]の適用を受ける場合、そのプライバシーポリシーに各規定に定める[オプトイン]手続の説明を含めな

ければならない。 

(b) A business that exclusively targets offers of goods or services directly to consumers under 16 years of 

age and does not sell or share the personal information without the consent of consumers at least 13 

years of age and less than 16 years of age, or the consent of their parent or guardian for consumers 

under 13 years of age, is not required to provide the Notice of Right to Opt-out of Sale/Sharing. 

事業者は、商品・サービスを16歳未満の消費者のみを対象ユーザとして提供し、かつ、13 歳以上16 歳未

満の消費者については本人の同意を、13歳未満の消費者についてはその親・保護者の同意を、それぞ

れ得ない限り、その個人情報を販売または共有しない場合[すなわち、(i)そもそも販売・共有しないときま

たは(ii)販売・共有する場合は必要な同意を得る場合]は、販売/共有オプトアウト権について通知すること

を要しない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.120, 1798.135 and 1798.185, 
Civil Code. 
 

ARTICLE 7. NON-DISCRIMINATION 

ARTICLE 7. 差別の禁止 

 

§ 7080. Discriminatory Practices. 

§ 7080. 差別行為. 

 

(a) A price or service difference is discriminatory, and therefore prohibited by Civil Code section 1798.125, 

if the business treats a consumer differently because the consumer exercised a right conferred by the 

CCPA or these regulations. 
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価格またはサービスの差は、消費者がCCPAまたは本規則上の権利を行使したことを理由に事業者が消

費者を差別的に扱うものである場合には、差別的であり、従って、CPRA 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]により禁止される。 

(b) A business may offer a price or service difference that is non-discriminatory.  

事業者は、差別的でない価格またはサービスの差を設けることができる。 

A price or service difference is non-discriminatory if it is reasonably related to the value of the 

consumer’s data. 

価格またはサービスの差は、それが当該消費者のデータの価値に合理的に関連している場合には差別

的ではない。 

If a business is unable to calculate a good-faith estimate of the value of the consumer’s data or cannot 

show that the price or service difference is reasonably related to the value of the consumer’s data, 

that business shall not offer the price or service difference. 

事業者は、消費者のデータの価値について誠実な見積もり(a good-faith estimate)をすることができない

場合、または、価格またはサービスの差が消費者のデータの価値に合理的に関連していることを示すこ

とができない場合、価格またはサービスの差を設けてはならない。 

(c) A business’s denial of a consumer’s request to delete, request to correct, request to know, or request 

to opt-out of sale/sharing for reasons permitted by the CCPA or these regulations shall not be 

considered discriminatory. 

事業者が、消費者の削除請求、訂正請求、開示請求または販売/共有オプトアウト請求を、CCPAまたは

本規則により認められている理由で拒否することは、差別的とはみなされない。 

(d) Illustrative examples follow: 

以下に例を示す。 

(1) Example 1: A music streaming business offers a free service as well as a premium service that 

costs $5 per month.  

例1：ある音楽ストリーミング事業者が、無料サービスおよび月額5ドルのプレミアムサービスを提供し

ている。 

If only the consumers who pay for the music streaming service are allowed to opt-out of the sale 

or sharing of their personal information, then the practice is discriminatory, unless the $5-per-

month payment is reasonably related to the value of the consumer’s data to the business. 

音楽ストリーミングサービスの料金を支払う消費者のみが、個人情報の販売または共有をオプトア

ウトできる場合、月額5ドルの支払いが事業者にとっての消費者のデータの価値と合理的に関連して

いない限り、この実務慣行は差別的である。 

(2) Example 2: A clothing business offers a loyalty program whereby customers receive a $5-off 

coupon by email after spending $100 with the business.  

例2：衣料品販売業者が、商品購入額が100ドル以上となった顧客に電子メールで5ドルのクーポンを

提供するロイヤルティープログラムを実施する。 

A consumer submits a request to delete all personal information the business has collected about 

them but also informs the business that they want to continue to participate in the loyalty program. 

消費者は、事業者が取得した全ての個人情報の削除を請求したが、同時に、ロイヤリティプログラム

への参加を継続したい旨を事業者に通知した。 

The business may deny their request to delete with regard to their email address and the amount 

the consumer has spent with the business because that information is necessary for the business 

to provide the loyalty program requested by the consumer and is reasonably anticipated within the 

context of the business’s ongoing relationship with them pursuant to Civil Code section 1798.105, 

subdivision(d)(1). 

この場合、事業者は、CPRA 1798.105(d)(1)[削除請求に応じることを要しない場合]に従い、電子メー

ルアドレスおよび消費者が事業者に支払った[購入]金額[のデータ]については、それらがロイヤルテ

ィープログラム提供のため必要であり、事業者と当該消費者との間の現在の[取引]関係から合理的
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に[その必要性が]予想できることを理由として、削除を拒否することができる。 

(3) Example 3: A grocery store offers a loyalty program whereby consumers receive coupons and 

special discounts when they provide their phone numbers.  

例3： 食料品店が、電話番号情報を提供した顧客に対し、クーポンおよび特別割引のロイヤルティ

ープログラムを提供する。 

A consumer submits a request to opt-out of the sale/sharing of their personal information.  

消費者がその個人情報の共有/販売についてオプトアウトを請求した。 

The retailer complies with their request but no longer allows the consumer to participate in the 

loyalty program.  

食料品店は、当該請求には応じたが、ロイヤルティープログラムへの参加継続は拒否した。 

This practice is discriminatory unless the grocery store can demonstrate that the value of the 

coupons and special discounts are reasonably related to the value of the consumer’s data to the 

business. 

食料品店が、クーポンまたは特別割引の価値が、消費者のデータの価値に合理的に関連しているこ

とを証明できない限り、[電話番号はクーポン提供には不要なので]この行為は差別的である。 

(4) Example 4: An online bookseller collects information about consumers, including their email 

addresses.  

例4：オンライン書店が、電子メールアドレスを含む消費者の個人情報を取得する。 

It offers coupons to consumers through browser pop-up windows while the consumer uses the 

bookseller’s website.  

同書店が、消費者による書店Webサイト利用中、ブラウザのポップアップウィンドウにより消費者にク

ーポンを提供した。 

A consumer submits a request to delete all personal information that the bookseller has collected 

about them, including their email address and their browsing and purchasing history.  

消費者が、書店が取得した個人情報(電子メールアドレス、Web閲覧履歴、購入履歴等)の全部の削

除を請求した。 

The bookseller complies with the request but stops providing the periodic coupons to the consumer. 

書店は削除請求に応じたが、定期的クーポンを当該消費者に提供することは停止した。 

The bookseller’s failure to provide coupons is discriminatory unless the value of the coupons is 

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

書店によるクーポン提供停止は、クーポンの価値が消費者のデータの価値と合理的な関連性がな

い限り、差別的である。 

The bookseller may not deny the consumer’s request to delete with regard to the email address 

because the email address is not necessary to provide the coupons or reasonably aligned with the 

expectations of the consumer based on the consumer’s relationship with the business. 

電子メールアドレス[の利用]はクーポン提供のために必要ではなく、また、消費者の事業者との関係

に基づく合理的予想の範囲内でもないから、書店は、電子メールアドレスの削除請求は拒否しては

ならない。 

(e) A business shall notify consumers of any financial incentive or price or service difference subject to 

Civil Code section 1798.125 that it offers in accordance with section 7016. 

事業者は、CPRA 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]の対象となる経済的インセンティブまたは価格またはサービスの差を設ける場合、本規則7016[経

済的インセンティブの通知]に従い、これを消費者に事前に通知しなければならない。 

(f) A business’s charging of a reasonable fee pursuant to Civil Code section 1798.145, subdivision(h)(3), 

shall not be considered a financial incentive subject to these regulations. 

CPRA 1798.145(h)(3)に従った[根拠のないまたは繰り返し等の請求に対する]合理的手数料の請求合理

的手数料の請求は、本規則の規制対象となる経済的インセンティブとみなしてはならない。 

(g) A price or service difference that is the direct result of compliance with a state or federal law shall not 
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be considered discriminatory. 

各州または連邦の法を遵守した直接的な結果としての価格またはサービスの差は、差別的とみなしては

ならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.125, 1798.130 and 1798.185, 
Civil Code. 

 

§ 7081. Calculating the Value of Consumer Data 

§ 7081. 消費者のデータの価値の算定 

 

(a) A business offering a price or service difference subject to Civil Code section 1798.125 shall use and 

document a reasonable and good faith method for calculating the value of the consumer’s data. 

事業者は、CPRA 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]の対象となる価格またはサービスの差を設ける場合、消費者のデータの価値を算定するための合

理的かつ誠実な方法を用いかつこれを文書化しなければならない。 

The business shall consider one or more of the following: 

事業者は、以下の1または複数の事項を考慮しなければならない。 

(1) The marginal value to the business of the sale, collection, or deletion of a consumer’s data. 

消費者のデータを販売、取得または削除することの事業者にとっての限界価値(marginal value)。 

(2) The average value to the business of the sale, collection, or deletion of a consumer’s data. 

消費者のデータを販売、取得または削除することの事業者にとっての平均的価値。 

(3) The aggregate value to the business of the sale, collection, or deletion of consumers’ data divided 

by the total number of consumers. 

消費者のデータを販売、取得または削除することの事業者にとっての総価値(aggregate value)を消

費者の総数で除した値。 

(4) Revenue generated by the business from sale, collection, or retention of consumers’ personal 

information. 

消費者のデータを販売、取得または削除することにより事業者が得る収益(revenue)。 

(5) Expenses related to the sale, collection, or retention of consumers’ personal information. 

消費者の個人情報の販売、取得または保持に要する費用。 

(6) Expenses related to the offer, provision, or imposition of any financial incentive or price or service 

difference. 

経済的インセンティブまたは価格・サービスの差の提示・提供・適用に要する費用。 

(7) Profit generated by the business from sale, collection, or retention of consumers’ personal 

information. 

消費者の個人情報の販売、取得または保有により事業者が得る利益(profit)。 

(8) Any other practical and reasonably reliable method of calculation used in good faith. 

誠意を持って利用される、実用的かつ合理的に信頼できるその他の算定方法。 

(b) For the purpose of calculating the value of consumer data, a business may consider the value to the 

business of the data of all natural persons in the United States and not just consumers. 

事業者は、消費者のデータの価値を算定するに当たり、消費者[カリフォルニア州居住者]だけでなく全米

の全ての個人のデータの事業者にとっての価値を考慮することができる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.125, 1798.130 and 1798.185, 
Civil Code. 

 

ARTICLE 8. TRAINING AND RECORD-KEEPING 

ARTICLE 8. 研修および記録 
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§ 7100. Training. 

§ 7100. 研修. 

 

(a) All individuals responsible for handling consumer inquiries about the business’s Information Practices or 

the business’s compliance with the CCPA shall be informed of all of the requirements in the CCPA and 

these regulations and how to direct consumers to exercise their rights under the CCPA and these 

regulations. 

事業者の個人情報取扱実務または事業者のCCPA遵守に関する消費者からの問合せに対応する責任を

負う全ての個人は、CCPAおよび本規則の全ての義務並びにCCPAおよび本規則に基づく消費者の権利

行使の案内方法を[事業者から]知らされていなければならない。 

(b) A business that knows or reasonably should know that it, alone or in combination, buys, receives for the 

business’s commercial purposes, sells, or shares for commercial purposes the personal information of 

10,000,000 or more consumers in a calendar year shall establish, document, and comply with a training 

policy to ensure that all individuals responsible for handling consumer requests made under the CCPA 

or the business’s compliance with the CCPA are informed of all the requirements in these regulations 

and the CCPA. 

事業者は、1暦年に、単独または合計で１千万人以上の消費者の個人情報を購入し、商業目的で受領し、

販売しまたは商業目的で共有することを認識しまたは認識し得べき場合、CCPA上または事業者のCCPA

遵守上消費者の請求を担当する全ての個人に、本規則およびCCPA上の全ての義務を認識させるため、

研修方針を確立し、文書化しこれを遵守しなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.100, 1798.105, 1798.106, 
1798.110, 1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.125, 1798.130, 1798.135 and 

1798.185, Civil Code. 

 

§ 7101. Record-Keeping. 

§ 7101. 記録保持. 

 

(a) A business shall maintain records of consumer requests made pursuant to the CCPA and how it 

responded to the requests for at least 24 months.  

事業者は、CCPAに従ってなされた消費者の請求および当該請求にどのように対応したかの記録を少な

くとも24ヶ月維持しなければならない。 

The business shall implement and maintain reasonable security procedures and practices in maintaining 

these records. 

事業者は、当該記録の保持に関し合理的なセキュリティ手続・実務を実施しこれを維持しなければならな

い。 

(b) The records may be maintained in a ticket or log format provided that the ticket or log includes the date 

of request, nature of request, manner in which the request was made, the date of the business’s 

response, the nature of the response, and the basis for the denial of the request if the request is denied 

in whole or in part. 

記録は、チケットまたはログ45の形式で保持することができるが、かかるチケットまたはログには、請求日、

請求の内容、請求方法、事業者による対応日、対応内容および請求の全部または一部を拒否した場合

における拒否の根拠を記録しなければならない。 

(c) A business’s maintenance of the information required by this section, where that information is not 

 
45 【チケットまたはログ】 ログとは何？ Weblio辞書 「ログとは、主にコンピュータの稼働状況や、サーバーのアクセス状況などに関して、履歴を

記録することである。または、そのようにして記録されたファイルのことである。」 チケットも同様のIT上のデータ記録・管理システムまたはツー

ルと思われる。 

https://www.weblio.jp/content/%E3%83%AD%E3%82%B0?edc=BINIT
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used for any other purpose, does not taken alone violate the CCPA or these regulations. 

事業者が、本規則7101[記録保持]上要求される情報を保持することは、当該情報が他の目的に利用され

ない限り、それだけではCCPAまたは本規則の違反とはならない。 

(d) Information maintained for record-keeping purposes shall not be used for any other purpose except as 

reasonably necessary for the business to review and modify its processes for compliance with the 

CCPA and these regulations.  

記録保持目的で保持される情報は、事業者がCCPAおよび本規則の遵守手続・体制を見直しこれを是正

するために合理的に必要な場合を除き、他の如何なる目的にも利用してはならない。 

Information maintained for record-keeping purposes shall not be shared with any third party except as 

necessary to comply with a legal obligation. 

記録保持目的で保持される情報は、法的義務遵守に必要な場合を除き、如何なるサードパーティとも共

有してはならない。 

(e) Other than as required by subsection (b), a business is not required to retain personal information solely 

for the purpose of fulfilling a consumer request made under the CCPA. 

上記(b)により要求される場合を除き、事業者は、CCPAに基づく消費者の請求に応じるためにのみ個人

情報を保持することを要しない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.105, 1798.106, 1798.110, 
1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135 and 1798.185, Civil Code. 

  

§ 7102. Requirements for Businesses Collecting Large Amounts of Personal Information. 

§ 7102. 大量個人情報収集事業者の義務. 

 

(a) A business that knows or reasonably should know that it, alone or in combination, buys, receives for the 

business’s commercial purposes, sells, shares, or otherwise makes available for commercial purposes 

the personal information of 10,000,000 or more consumers in a calendar year shall: 

事業者は、1暦年に、単独または合計で１千万人以上の消費者の個人情報を購入し、商業目的で受領し、

販売しまたは共有することを認識しまたは合理的に認識すべき場合、以下の事項を行わなければならな

い。 

(1) Compile the following metrics for the previous calendar year: 

前暦年について以下の件数を集計すること。 

(A) The number of requests to delete that the business received, complied with in whole or in part, 

and denied; 

削除請求の受領・全部または一部対応・対応拒否の件数。 

(B) The number of requests to correct that the business received, complied with in whole or in 

part, and denied; 

訂正請求の受領・全部または一部対応・対応拒否の件数。 

(C) The number of requests to know that the business received, complied with in whole or in part, 

and denied; 

開示請求の受領・全部または一部対応・対応拒否の件数。 

(D) The number of requests to opt-out of sale/sharing that the business received, complied with 

in whole or in part, and denied; 

販売/共有オプトアウト請求の受領・全部または一部対応・対応拒否の件数。 

(E) The number of requests to limit that the business received, complied with in whole or in part, 

and denied; and 

制限請求の受領・全部または一部対応・対応拒否の件数。 

(F) The median or mean number of days within which the business substantively responded to 

requests to delete, requests to correct, requests to know, requests to opt-out of sale/sharing, 
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and requests to limit. 

削除、訂正、開示、販売/共有オプトアウト、制限請求に実質的対応に要した日数の中間値また

は平均値(median or mean number) 

(2) Disclose, by July 1 of every calendar year, the information compiled in subsection (a)(1)within their 

privacy policy or posted on their website and accessible from a link included in their privacy policy.  

毎年7月1日までに、[前暦年についての]上記(a)(1)の集計情報を、プライバシーポリシー(または同ポ

リシーからのリンク先)上で開示すること。 

In its disclosure, a business may choose to disclose the number of requests that it denied in whole 

or in part because the request was not verifiable, was not made by a consumer, called for 

information exempt from disclosure, or was denied on other grounds. 

事業者は、上記開示において、当該請求について本人確認ができなかったこと、消費者がしたもの

ではないこと、開示の例外に該当すること、その他の根拠で対応を一部または全部拒否した請求

の件数を開示することができる。 

(b) A business may choose to compile and disclose the information required by subsection (a)(1)for 

requests received from all individuals, rather than requests received from consumers.  

事業者は、上記(a)(1)で要求される情報について、消費者[カリフォルニア州居住者]から受領した請求で

はなく全ての個人[例：全米の消費者]から受領した請求に関する情報を集計し開示してもよい。 

The business shall state whether it has done so in its disclosure and shall, upon request, compile and 

provide to the Attorney General the information required by subsection (a)(1)for requests received from 

consumers. 

事業者は、当該開示でそのようにしたか否かを記載し、州司法長官が要求した場合には上記(a)(1)により

要求される消費者[カリフォルニア州居住者]から受領した請求に関し報告しなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.105, 1798.106, 1798.110, 
1798.115, 1798.120, 1798.121, 1798.130, 1798.135 and 1798.185, Civil 

Code. 

  

ARTICLE 9. INVESTIGATIONS AND ENFORCEMENT 

ARTICLE 9. 調査および執行 

 

§ 7300. Sworn Complaints Filed with the Agency. 

§ 7300. 保護庁への宣誓付き申立 

 

(a) Requirements for filing a sworn complaint.  

宣誓付き苦情申立の条件。 

Sworn complaints may be filed with the Enforcement Division via the electronic complaint system 

available on the Agency’s website at https://cppa.ca.gov/ or submitted in person or by mail to the 

headquarters office of the Agency. 

宣誓付き苦情申立は、保護庁のWebサイト https://cppa.ca.gov/から利用可能な電子苦情システムにより

執行部(Enforcement Division)に提出するかまたは対面・物理的(in person)提出または郵送の方法で保

護庁本部に提出することができる。 

A complaint must: 

苦情申立は以下の全ての要件を満たさなければならない。 

(1) Identify the business, service provider, contractor, or person who allegedly violated the CCPA; 

CCPAに違反したとする事業者、サービス提供者、契約業者または個人を特定すること。 

(2) State the facts that support each alleged violation and include any documents or other evidence 

supporting this conclusion; 

申立に係る違反を裏付ける事実を記載しかつその結論を裏付ける文書その他の証拠を含むこと。 

https://cppa.ca.gov/about_us/
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(3) Authorize the alleged violator and Agency to communicate regarding the complaint, including 

disclosing the complaint and any information relating to the complaint; 

違反の被疑者および保護庁に対し、苦情申立および苦情申立に関連する情報の開示等を含め、苦

情申立に関する連絡を行う権限を付与すること。 

(4) Include the name and current contact information of the complainant; and 

苦情申立人の氏名・名称および現在の連絡先を含むこと。 

(5) Be signed and submitted under penalty of perjury. 

申立内容に虚偽ある場合には偽証の罪に服す(under penalty of perjury)旨の署名入りの書面で提

出すること。 

(b) The Enforcement Division will notify the complainant in writing of the action, if any, the Agency has 

taken or plans to take on the complaint, together with the reasons for that action or nonaction.  

執行部は、保護庁が当該苦情申立に対して行ったまたは行う予定の措置(もしあれば)を、当該措置また

は当該措置を行わないことの理由とともに、書面で通知する。 

Duplicate complaints submitted by the same complainant may be rejected without notice. 

同一苦情申立人により提出された重複申立は、通知することなく却下できる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Section 1798.199.45, Civil Code. 

 

§ 7301. Investigations. 

§ 7301. 調査. 

 

(a) The Agency may initiate investigations from referrals from government agencies or private organizations, 

and sworn, nonsworn, or anonymous complaints, or on the Agency’s own initiative. 

保護庁は、政府機関または民間組織からの照会、および、宣誓付きの、宣誓なしのまたは匿名の苦情申

立に基づき、または、保護庁の自発的判断で、調査を開始することができる。 

(b) As part of the Agency’s decision to pursue investigations of possible or alleged violations of the CCPA, 

the Agency may consider all facts it determines to be relevant, including the amount of time between 

the effective date of the statutory or regulatory requirement(s) and the possible or alleged violation(s)of 

those requirements, and good faith efforts to comply with those requirements. 

保護庁は、CCPA違反の可能性または疑いに関する調査を行うに当たり、法律または規則上の義務が効

力を生じた日から当該義務違反までの期間、および当該義務遵守のための誠実な努力(good faith 

efforts)等、関連すると判断する全ての事実を考慮することができる。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Section 1798.199.45, Civil Code. 

  

§ 7302. Probable Cause Proceedings. 

§ 7302. 相当の理由(Probable Cause)に基づく手続. 

 

(a) Probable Cause.  

[CPRA違反があると信ずる]相当の理由(Probable Cause)。 

Under Civil Code section 1798.199.50, probable cause exists when the evidence supports a reasonable 

belief that the CCPA has been violated. 

CPRA 1798.199.50[保護庁による審問開始の手続的条件]において、CCPAの違反があったことの合理的

な確信を裏付ける証拠がある場合には、[CPRA違反があると信ずる]相当の理由があるものとする。 

(b) Probable Cause Notice.  

相当の理由の通知。 

The Enforcement Division will provide the alleged violator with notice of the probable cause proceeding 

as required by Civil Code section 1798.199.50. 
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執行部は、違反を申立てられた者に対し、CPRA 1798.199.50[保護庁による審問開始の手続的条件]にお

いて要求される[CPRA違反があると信ずる]相当の理由の通知を行う。 

(c) Probable Cause Proceeding. 

相当の理由の通知手続。 

(1) The proceeding shall be closed to the public unless the alleged violator files, at least 10 business 

days before the proceeding, a written request for a public proceeding.  

この手続は、違反を申立てられた者が、手続の少なくとも10営業日前までに公開手続を求める書面

を提出しない限り、非公開で行わなければならない。 

If the proceeding is not open to the public, then the proceeding may be conducted in whole or in 

part by telephone or videoconference. 

手続が非公開で行われる場合には、手続の全部または一部を電話またはビデオ会議により実施す

ることができる。 

(2) The Agency shall conduct the proceeding informally.  

保護庁は、手続を非公式に(informally)行うものとする。 

Only the alleged violator(s), their legal counsel, and Enforcement Division shall have the right to 

participate at the proceeding.  

違反を申立てられた者、その代理人弁護士および執行部のみが、手続に参加する権利を有する。 

The Agency shall determine whether there is probable cause based on the probable cause notice 

and any information or arguments presented at the probable cause proceeding by the parties. 

保護庁は、相当の理由の通知、および、相当の理由の手続上当事者が提出した情報または主張に

基づき、相当の理由があるか否かを判断しなければならない。 

(3) If the alleged violator(s)fails to participate or appear at the probable cause proceeding, the alleged 

violator(s)waives the right to further probable cause proceedings under Civil Code section 

1798.199.50, and the Agency shall determine whether there is probable cause based on the notice 

and any information or argument provided by the Enforcement Division. 

違反を申立てられた者が相当の理由の手続に参加または出頭しない場合、違反を申立てられた者

は、CPRA 1798.199.50[保護庁による審問開始の手続的条件]に基づく相当の理由の手続を行う権

利を放棄したものとみなされ、保護庁は、相当の理由があるか否かを、相当の理由の通知および執

行部が提供した情報または主張に基づき判断しなければならない。 

(d) Probable Cause Determination.  

相当の理由に関する決定。 

The Agency shall issue a written decision with its probable cause determination and serve it on the 

alleged violator electronically or by mail.  

保護庁は、相当の理由に関する決定書を発行し、これを電子的方法または郵送により、違反を申立てら

れた者に送達しなければならない。 

The Agency’s probable cause determination is final and not subject to appeal. 

相当の理由に関する保護庁の決定は最終的なものとし、上訴できないものとする。 

(e) Notices of probable cause and probable cause determinations shall not be open to the public nor 

admissible in evidence in any action or special proceeding other than one enforcing the CCPA. 

相当の理由の通知および相当の理由に関する決定の通知は、非公開とし、また、CCPA執行のため以外

の如何なる訴訟または特別手続上も証拠として認めらない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Section 1798.199.50, Civil Code. 

 

§ 7303. Stipulated Orders. 

§ 7303. 和解命令(Stipulated Orders). 

 

(a) At any time before or during an administrative hearing and in lieu of such a hearing, the Head of 
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Enforcement and the person who is the subject of the investigation may stipulate to the entry of an 

final order.  

執行部責任者および調査の対象者は、行政審問(administrative hearing46)の開始前または途中いつでも

行政審問手続を行わずに最終命令を和解合意する(stipulate to the entry of an final order)ことができる。 

If a stipulation has been agreed upon and the scheduled date of the hearing is set to occur before the 

next Board meeting, the Enforcement Division will apply for a continuance of the hearing. 

当該和解(a stipulation)が合意されかつ審問の予定期日が次回の[保護庁]理事会より前に設定されてい

る場合、執行部は審問継続を申立てなければならない。 

(b) The final order must be approved by the Board, which may consider the matter in closed session. 

最終命令は、理事会により承認されなければならない。理事会は非公開でこれを検討することができる。 

(c) The stipulated final order shall be public and have the force of an order of the Board. 

和解合意された最終命令は、公開されなければならない。同命令は理事会の命令としての効力を有す。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.199.35 and 1798.199.55, Civil 
Code. 

 

§ 7304. Agency Audits. 

§ 7304. 保護庁による監査. 

 

(a) Scope.  

[監査]範囲。 

The Agency may audit a business, service provider, contractor, or person to ensure compliance with any 

provision of the CCPA. 

保護庁は、事業者、サービス提供者、契約業者その他の者に対し、CCPA遵守確保のための監査を行う

ことができる。 

(b) Criteria for Selection.  

[監査対象の]選定基準。 

The Agency may conduct an audit to investigate possible violations of the CCPA.  

保護庁は、CCPA違反の可能性を調査するために監査を実施することができる。 

Alternatively, the Agency may conduct an audit if the subject’s collection or processing of personal 

information presents significant risk to consumer privacy or security, or if the subject has a history of 

noncompliance with the CCPA or any other privacy protection law. 

保護庁は、また、監査対象者による個人情報の取得または処理が消費者のプライバシーまたはそのセキ

ュリティに重大なリスクを生じさせる場合、または、監査対象者がCCPAまたは他のプライバシー保護法に

違反したことがある場合、監査を実施することができる。 

(c) Audits may be announced or unannounced as determined by the Agency. 

保護庁は、その決定で、監査を公表しまたは公表しないこととすることができる。 

(d) Failure to Cooperate.  

監査への非協力 

A subject’s failure to cooperate during the Agency’s audit may result in the Agency issuing a subpoena, 

seeking a warrant, or otherwise exercising its powers to ensure compliance with the CCPA. 

保護庁は、監査対象者が保護庁の監査に協力しない場合、召喚状(subpoena)を発行し、令状(warrant)を

請求し、その他CCPA遵守確保のための権限を行使することができる。 

(e) Protection of Personal Information. 

個人情報の保護。 

Consumer personal information disclosed to the Agency during an audit shall be maintained in 

 
46 【行政審問(administrative hearing)】 Legal Information Institute(LII), Cornell Law School "administrative hearing" 

https://www.law.cornell.edu/wex/administrative_hearing
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compliance with the Information Practices Act of 1977, Civil Code section 1798, et seq. 

監査中に保護庁に開示された消費者の個人情報は、Information Practices Act of 1977(カリフォルニア

州民事法典1798以下)47を遵守して保持されなければならない。 

 

Note: Authority cited: Section 1798.185, Civil Code. Reference: Sections 1798.185, 1798.199.40 and 
1798.199.65, Civil Code; Section 11180, Government Code. 

 

 

 
47 【Information Practices Act of 1977(カリフォルニア州民事法典1798以下)】 "The California Information Practices Act (IPA)" Sep 7, 2020, 

Golden Data Lawによれば、同法は、カリフォルニア州の公的機関が保存できる個人情報の種類を制限し、当該個人情報を「正確、適切、適時

かつ完全」に保存するよう機関に要求し、個人が機関の保存する個人情報を閲覧し訂正を請求することを認め、州政府機関が個人の個人情

報を開示する権利を一般に制限するプライバシー法である。 

https://medium.com/golden-data/the-california-information-practices-act-846308edd72f
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