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「個人情報保護法」が企業及び第三者調査

にもたらす影響の分析（下） 
2022 年 1 月 

概要 

「個人情報保護法」は 2021 年 11 月 1 日から正式に施行されました。本シリーズの上編では、あるフォレンジック調査のシミュ

レーションケースに基づき、第三者に調査への参画を委託する際に特に留意すべき事項、そして調査過程で注意を払うべき

従業員のプライバシー及び個人情報の定義、並びに調査時に留意すべき証拠保全手段及び措置について検討しました。本

稿（下編）では、調査の進展に伴い出てきたいくつかの個人情報処理の状況及び注意事項について引き続き整理していきま

す。 

1.調査発見事項 
初期段階の調査及びデータ処理を経て、第三者レビューチームは下記の事項を発見しました。 
 
（1）自動車部品工場の法人代表及び大株主が、劉某の妻・楊某と同名であり、かつネット検索の結果、閲覧できた“楊某”の

携帯電話番号と、会社の人事ファイル上に登録された楊某の携帯電話番号とが一致することが判明した。契約書上の連絡先

電話番号と、劉某の携帯電話に登録された妻の弟の楊某乙の電話番号とが一致した。メーカーの法人代表と会社の主要な

管理職について、劉某の妻・楊某と同名である状況は発見されず、2 社の登記住所は劉某の住所とは異なる。 
（2）自動車部品工場とメーカー採用に係る内部承認プロセスでは総経理の承認が欠如していながらも、なおサプライヤーの

登録が完了しており、会社規定を逸脱している。 
（3）自動車部品工場の材料見積価格は、その他のサプライヤーの同類製品の見積価格より 3%高い。 
（4）メーカーに対する購買発注書をサンプリングしたが、いずれも品質が合格と判断され、現物が入庫されており、異常は発

見されていない。 
これ以外に、第三者レビューチームは、調査の過程において、A 社が匿名の通報を受け、この中で A 社の営業チームが現地

政府職員に賄賂を渡し、資格の許認可取得等の見返りを得ているとの緊急の通知を受けました。さらに、匿名通報者の声明

によれば、当該事項について A 社の国外上場監督官庁への通報の可能性も排除しないとしています。 

2.従業員へのインタビュー 
調査の結果から明らかになった上記のような懸念事項に鑑み、A 社の法律コンプライアンス部及び第三者レビューチームは、
従業員である劉某に対し単独でのインタビューを実施しました。 

劉某は、自動車部品工場の所有者が自身の妻であることを認め、自動車部品工場とメーカーの採用プロセスが A 社の規定
に違反していることも認めましたが、メーカーからキックバック若しくはその他の形式での利益供与があったことは否定し、個
人の銀行口座の明細書の提供も拒否し、当該情報は個人情報に当たるため、会社業務とは無関係であると主張しました。こ
のほか、劉某によると、業務用のノートパソコンにも個人情報（例えば、携帯電話からインポートした写真、インスタントメッセー
ジツールのチャット履歴等）が存在するため、A 社が当該ノートパソコンを押収し、第三者を招いてデータ保存及び分析の手続
を行うことは個人プライバシーの侵害であるとの考えを示しました。さらに劉某は、業務用携帯電話自体は会社財産である
が、その中の保存データ、特に通信履歴、通話記録、インスタントメッセージツールのチャット履歴等は、いずれも個人プライ
バシーの範疇内であるため、会社としてこれを入手・閲読する権利は無いとの主張を展開しました。 

A 社はインタビューの全過程を録音し、その場でインタビュー記録を議事録に起こしました。インタビュー後、劉某はインタ
ビュー記録への確認のための署名を拒みました。 

調査及びインタビュー実施後、第三者レビューチームは、調査から得られた事実情報とインタビュー情報をもとに、初期段階
の調査報告書を発行し、入手した資料の原本を全て A 社の各部署に返還しました。その後、紙版のコピーをシュレッダーにか
けて処分し、レビュープラットフォームのレビューアカウントをクローズし、関連データのバックアップをとり、A 社にこれを提出
し、レビュープラットフォーム上の残存データを消去しました。 
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3.コンプライアンス評価 

個人情報保護法の施行により、類似の調査案件に対し、さらに高度なコンプライアンス要求と課題が突き付けられる形となり

ました。従業員が個人情報の所有者として、個人情報保護法を理由に、雇用主による調査に対抗し、雇用主による情報取得

及び証拠保全がより困難になることが予想されます。さらに、調査の過程及び終了後において、関連調査結果をどのようにし

て国外の経営幹部と共有するか、そして特別な情報処理が必要か否か、さらには賄賂の通報に対しいかに対応すべきか等、

いずれも A 社が個人情報保護法の観点から検討・対応すべき事項であるといえます。 
 
一、従業員による対抗への対処 
 
インタビューにおいて、従業員・劉某は表面上の基本的な事実のみを認めましたが、核心的な問題に対しては回答を拒否して

おり、かつ業務用ノートパソコン及び携帯電話から個人情報を取得する権利は会社側には無いとの主張を繰り返しました。こ

のような従業員側の対抗は、手続上、A 社にとって課題となり、A 社が情報を取得することの合法性に疑義を唱えるものとなり

ます。 
 
従業員による対抗に対し、A 社は、適用する会社規則・制度及び関連法令を根拠として直ちに対応する必要があります。従業

員へのインタビューは、調査過程において非常に重要な段階であり、雇用主と従業員との間の、直接的かつ狙いがはっきりし

ているコミュニケーション及び対立となります。雇用主としては、事前に従業員が採りうる対抗措置の問題点を精査し、実効性

のある対応策を練り、インタビューをコントロールし、その主導権を握ると同時に重要な問題に関する対応方針等を十分に把

握しておくことで、全ての法令違反・規定違反の事実を網羅する一連の証拠を保全することが肝要です。 
 
二、証拠の適切な保全 
 
従業員インタビューを例にとると、A 社はインタビューの全過程を録音しており、これは望ましい方法であるといえます。実務に

おいて、一部の雇用主は、会議開始前に従業員に対し、会話が録音されることを明確に通告しています。ただし、司法現場に

おける実践・実務の観点から、録音による証拠に関しては、被録音者（録音対象者）の同意を得ることは必ずしも必須とはされ

ていません。録音が正常な状況下で行われており、他者の合法的権益（例えば、プライバシー権等）を侵害していない限りにお

いて、録音による証拠は合法的な証拠として採用されます。 
 
録音による証拠について、技術的な観点から雇用主が留意すべき点は以下のとおりです。 
 
 インタビュー開始時に、必ずインタビューの各当事者の氏名・役職（職位）、インタビュー日時及びインタビュー目的を確認

すること。 
 適切な録音ツール、例えばレコーダーを使用すること。携帯電話に内蔵された録音機器を使う場合、会話中に着電が

あった際には、録音が中断する又はその内容・記録が喪失する可能性に留意すること。 
 録音はインタビューの状況を完全かつ全面的に反映するものとし、意図的に編集・抜粋された録音としないこと。 
 録音済みの内容は原始媒体に保存し、その移動、編集、修正又は削除はしないこと。 
 
三、国外経営幹部との調査情報、証拠及び結果の共有 
 
「個人情報出境安全評価弁法（意見募集稿）」によると、個人情報が海外に送信される全ての状況下において、必ず安全評価

を実施しなければならないとしています。ただし個人情報保護法と比較して異なる点として、個人情報保護法では、個人情報

処理者は、個人情報の海外への送信に関する各種の異なる状況に基づき、異なる要求を設けることを規定しており、実務に

おける各種の異なる個人情報の海外送信のニーズを考慮しています。個人情報保護法では、個人情報を海外に送信する前

提として、個人情報処理者が業務等の必要性から、個人情報保護法で規定する若干の条件のうちいずれか一つを充足する

場合において、国外に個人情報を提供することができると規定しています。 
 
個人情報処理者が重要情報インフラ運営者である、若しくは個人情報の処理が国家網信部門の規定する数値・性質に該当す

る場合、まず国家網信部門が組織する安全評価を受けなければなりません。個人情報処理者が重要情報インフラ運営者では

なく、かつ処理する個人情報の数値・性質が国家網信部門の規定する数値・性質に該当しない場合は、網信部門の規定する

専門機構を通じて個人情報保護の認証を受ける、又は網信部門の策定する標準契約書に準拠して国外受領者と契約を締結

する方式で双方の権利と義務を約定することで個人情報の海外送信の要求に対応しなければなりません。後者は、EU の「標

準契約条項」に類似し、テンプレート化した契約条項を通じて双方の権利・義務を約定し、国外受領者に必要な個人情報保護

を義務付けることをその本旨としています。 
一般的に、国内企業が国外親会社に提供する、個人情報を含む調査内容及び報告書は、個人情報のクロスボーダーの転送

に該当します。個人情報保護法では、国外への個人情報の提供に係る告知要求と同意要求を明確にしています。告知の内容
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については、個人情報保護法では「列挙+開示」の方式を採用し、少なくとも「国外受領者の名称又は氏名、連絡方式、処理目

的、処理方式、個人情報の種類、並びに個人情報保護法で規定する権利を個人が国外受領者に対し行使する方式及び手続」

等の事項を告知することを明確に規定しています。 
 
A 社についていえば、当該事案の対応前又は対応中に告知義務を履行すると同時に、個人から個別の同意を得る必要があり

ます。実務において、直面し得る最大の問題は、個別の同意をいかに取得するかです。本稿で取り上げたセンシティブ個人情

報の利用には個別の同意を得る必要があり、一般的に、「個別ポップアップ」及び/又は「個別協議」の方式で告知することが推

奨され、情報権利者の自主的確認、自主的クリック、署名確認を経て個別の同意を得る方式が比較的安全であるといえます。 
 
国外の司法又は法執行機関に対し個人情報を提供することは、個人情報保護法下では法律上の禁止事項に該当します。換

言すると、中国の主管当局/政府機関の承認を得ていない場合は、個人情報処理者は外国の司法又は法執行機関に対し、中

国国内で保存された個人情報を提供してはならないことが示唆されています。ただし、これは中国が締結する又は参加する国

際条約及び/又は協定、或いは中国が堅持する平等互恵の原則に従い、中国の主管当局/政府機関が、外国からの妥当かつ

合理的な要請に対応する場合においてはこの限りではありません。 
 
さらに、調査情報、証拠及び調査結果に含まれる個人情報は、これを匿名化処理した後、国外に提供する場合、その以降の

期間においても依然として、当該個人情報が個人情報保護法の適用対象となり続けるのか否かは、注目に値する法務実務面

の問題であるといえます。個人情報保護法では、匿名化処理後の情報は個人情報の範疇に該当しないと規定しています。た

だし、実務において何を以って匿名化という行為を定義するか、また個人情報をいかに有効に匿名化処理し個人情報保護法

の関連規定を充足するかについては、さらなる整理及び明確化、ひいては実施細則の公布等が待たれます。 
 
四、商業賄賂の匿名通報に関する対応措置 
 
上場企業にとって、商業賄賂は敏感な話題であり、かつ線引きの難しい問題であり、仮に会社側に違法行為が存在し、それが

一旦発覚すれば会社にとって予測・試算不可能な経済的損失及び企業イメージの毀損といった影響が及ぶことが考えられま

す。匿名通報の内容や証拠の有無等を勘案し、企業としては直ちに積極的行動を採り、全社的な対応方針を確定する必要が

あります。また、国外の監督官庁への関連個人情報の開示がどうしても不可避である場合には、企業として、個人情報保護法

における関連承認規定を遵守することが極めて重要になります。 
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連絡先 
本記事に記載されている事項が貴社のビジネスに与える影響についてより詳細なご相談を希望される場合は、下記までご連

絡ください。 
 
PwC 中国 
高橋 翔太 
日本企業部 パートナー 

shota.s.takahashi@cn.pwc.com 
 
吉野 健太 
日本企業部 シニアアソシエイト 
kenta.k.yoshino@cn.pwc.com 
 
(注)  日本語訳文のご利用にあたって 
日本語訳文は中国語版を基にした翻訳であり、参考資料としてご提供するものです。翻訳には正確を期しておりますが、中国

語版と解釈の相違がある場合は、中国語版に依拠してください。 



 
 
 
 

  

新知—中国专业服务 

解析《个人信息保护法》对企业和第三方

调查的影响（下篇） 
2021 年 11 月 

简介 

《个人信息保护法》（“个保法”）已于 2021 年 11 月 1 日起正式施行。上篇文章基于一个法务会计调查模拟案例，

探讨了委托第三方参与调查时需要特别关注的事项、在调查过程中应当关注员工个人隐私和个人信息的边界，以及调查

时应当关注的证据保存手段和措施。本文将继续梳理随着相关调查的推进，若干个人信息处理的情景及注意事项。 

1. 调查发现 

经过初步调查以及数据处理，第三方审阅团队有如下发现： 
 
（1）汽配厂的法人代表和大股东，与刘某的妻子杨某同名，且网络查询获取的“杨某”手机号与公司人力资源档案里

登记的刘某妻子手机号一致。合同里联络人电话号码与刘某手机里标注为妻弟的杨某乙一致。制造商的法人代表和公司

主要管理人员与刘某妻子杨某不存在同名情况，两家公司的注册地址与刘某住址不同。 
 
（2）引入汽配厂和制造商的内部审批流程缺乏总经理审批，却完成了供应商入库，不符合公司规定。 
 
（3）汽配厂的材料报价高于其他供应商同类产品报价 3%。 
 
（4）制造商的抽样采购订单均有质量合格的实物入库，未发现异常。 
 
除此以外，第三方审阅团队在调查过程中还被紧急告知，A 公司收到匿名举报，声称 A 公司的销售团队存在贿赂当地政

府官员，以完成或加快相关资质审批工作的情况。匿名举报人还声称，不排除将相关事项举报至 A 公司的境外上市监管

机构。 

2.员工访谈 

在已有调查和发现的基础上，A 公司法律合规部和第三方审阅团队对员工刘某进行了单独访谈。 
 
刘某承认汽配厂的所有人为其妻子，汽配厂和制造商的引入流程不符合 A 公司审批要求，但拒绝承认从制造商处收取返

点或其他形式的好处，也拒绝提供个人银行流水，表示这是个人信息，与公司无关。此外，刘某认为工作用的笔记本电

脑中也存有个人信息（如手机导入的照片、即时通讯工具聊天记录等），A 公司收取其电脑，并请第三方做数据保存和

分析的程序侵犯了个人隐私。刘某还主张，公务手机本身属于公司财产，但是其中载有的数据，尤其是通讯录、通话记

录、即时通讯工具聊天记录等，均属于个人隐私，公司无权读取。 
 
A 公司对访谈进行了全程录音和即时访谈记录。访谈后，刘某拒绝在访谈记录上签字。 
 
完成调查和访谈后，第三方审阅团队基于调查获取的事实信息和访谈中获得的信息，出具初步调查报告，并将调取的资

料原件悉数归还给 A 公司各部门。随后，使用碎纸机销毁了纸质版复印件，关闭了审阅平台的审阅账号，备份相关数据

交还 A 公司，并清除了审阅平台留存数据。 
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普華永道 

3.合规评论 

个保法的实施，对类似调查案件提出了更高的合规要求和挑战。员工作为个人信息的所有者，很可能以个保法为由对抗

用人单位的调查，增加用人单位获取信息和留存证据的难度。另外，在调查过程中及结束后，相关调查结果如何与境外

管理层共享，是否需要做特别的信息处理，针对贿赂的举报应当如何应对等，均需要 A 公司从个保法角度考虑应对方案。 
 
一、应对员工挑战 
 
在访谈中，员工刘某仅承认了表面的基本事实，对于核心问题拒绝回答，并且认为公司无权从工作电脑和工作手机中获

取其个人信息。员工采取的策略是从程序上挑战 A 公司，削弱 A 公司所获信息的合法性。 
 
针对员工的挑战，A 公司应当根据适用的规章制度和相关法律法规给予即时回应。员工访谈是整个调查过程中非常关键

的一个环节，是用人单位和员工之间直接的、有针对性的沟通和对抗。用人单位需要提前预判员工可挑战的问题点、准

备夯实有力的应对方案，以确保公司可以充分掌握访谈的节奏和关键问题的应答策略等，有利于建立整个违纪事实的证

据链。 
 
二、妥善保存证据 
 
以员工访谈为例，A 公司对访谈进行了全程录音，是可取的做法。实践中，部分用人单位在会议开始前就明确告诉员工，

相关谈话会被录音。从司法实践角度，录音证据并不一定要求获得被录音者的同意。只要录音是正常情况下发生，不存

在侵害他人合法权益（例如隐私权等）的情形，录音证据即可作为合法证据。 
 
就录音证据，从技术角度建议用人单位关注以下几点： 
 
 谈话开始时，务必清晰确认谈话各方的身份、谈话时间和谈话目的； 
 使用合适的录音工具，例如录音笔。如果使用自有手机录音，期间有来电的话，应注意录音中断或者缺失的可能性； 
 录音需要完整、全面反映谈话情况，不得选择性录音； 
 完成的录音需要在原始载体中保存，不得移动、编写、修改或者删除。。 
 
三、与境外管理层分享调查信息、证据和结果 
 
《个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）》要求在所有个人信息出境的情形下，均应报请安全评估。不同的是，个

保法对个人信息处理者根据不同的出境情形，设置了不同的出境要求，兼顾了实践中不同个人信息出境的需求。个保法

规定，个人信息出境的前提是个人信息处理者因业务等需要，在满足个保法规定的若干条件之一的情况下，可以向境外

提供个人信息。 
 
当个人信息处理者为关键基础信息设施运营者，或处理个人信息达到国家网信部门规定的数量时，应当首先通过国家网

信部门组织的安全评估。当个人信息处理者并非关键信息基础设施运营者，且处理的个人信息数量未达到国家网信部门

规定的数量时，则可以通过网信部门规定的专业机构进行个人信息保护认证，或按照网信部门制定的标准合同以与境外

接收方订立合同的方式约定双方权利和义务，来实现个人信息出境的需求。后者同欧盟的“标准合同条款”相似，旨在

通过模板化合同条款确立双方权利义务，并要求境外接收方提供必要的个人信息保护。 
 
通常认为，境内公司向境外母公司提供包含个人信息的调查发现和报告，属于个人信息跨境传输的情景之一。个保法明

确了向境外提供个人信息的告知要求和同意要求。就告知的内容而言，个保法采取了“列举+兜底”的方式，明确规定

至少应当告知“境外接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式、个人信息的种类以及个人向境外接收方

行使个保法规定权利的方式和程序”等事项。 
对于 A 公司而言，在事先或者事中完成告知义务的同时，还需要取得个人的单独同意。在实践中，可能面临的最大问题

就是单独同意如何实现。同上篇提到的敏感个人信息需要获得单独同意的要求类似，一般建议以“单独弹窗”和/或“单

独协议”的方式进行告知，并通过信息权利人主动勾选、主动点击、签字确认获得单独同意的方式较为稳妥。 
 
向境外司法或者执法机构提供个人信息，在个保法下属于法律上的禁止性规定。也就是说，非经我国主管机关批准，个

人信息处理者不得向外国司法或者执法机构提供存储与我国境内的个人信息，除非是根据我国缔结或者参加的国际条约、

协定或者按照平等互惠原则，由我国主管机关处理的相关请求。 
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另外，对调查信息、证据和结果中的个人信息做匿名化处理之后，再向境外提供，是否可以不再受个保法的管辖，也是

值得关注的一个实践操作问题。个保法规定，匿名化处理后的信息，不属于个人信息的范畴。实践中如何界定匿名化、

如何有效匿名化处理个人信息以符合个保法的相关要求，有待于进一步厘清。 
 
四、针对匿名举报商业贿赂的应对措施 
 
对于上市公司而言，商业贿赂是敏感红线，一旦触碰可能会对公司造成不可估量的经济损失和商誉影响。取决于匿名举

报的事项、是否有初步证据等，公司应当第一时间采取积极行动，确定行动方案。如果确实涉及向境外监管部门披露相

关个人信息，则需要遵守个保法中的相关批准要求。 
 
联系信息 
如欲更深层次探讨本文事项可能对贵公司业务的影响，请联系： 
 
普华永道中国 
 
王铮铮 
法务会计服务合伙人 
电话：+86 (10) 6533 7997 
邮箱：jessie.z.wang@cn.pwc.com 
 
宋文俊 
普华永道中国法务会计服务合伙人 
电话：+86 (21) 2323 2125 
邮箱：jack.soong@cn.pwc.com 
 
杨德汉 
普华永道中国法务会计服务高级经理 
电话：+86 (10) 8553 1199 
邮箱：doug.han.yang@cn.pwc.com 
 
吴越人 
法务会计服务经理 
电话：+86 (10) 6533 7961 
邮箱：agnes.y.wu@cn.pwc.com 

 


