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エグゼクティブ・サマリー 

1 第二次報告の位置づけ等 

グローバルなデータガバナンスに関する特別委員会（以下「本委員会」といいます。）

は、2021 年 6月 11 日、第一次報告として、それまでの本委員会における検証・議論及び

判明した事実を公表するとともに、それまでには必ずしも明らかとなっておらず、更なる

検証が必要と考えられる事項等を公表しました。本報告書は、第二次報告として、第一次

報告において今後検証すべきとした事項を中心に、2021 年 8 月 3 日時点における検証状

況や評価等を公表するものです。 

主な内容として、(1)LINE 株式会社（以下「LINE 社」といいます。）による中国グルー

プ企業への業務委託に関する検証（技術検証部会による Shanghai LINE Digital 

Technology Limited.（以下「LINE China 社」といいます。）における LMP（LINE Monitoring 

Platform）1に対するアクセス等の再検証や、LINE 社における中国の国家情報法を中心と

したガバメントアクセスのリスクへの対応等）、(2)韓国サーバーで保存されている日本

ユーザー2のデータの移転に関する適切性及び進捗の検証、(3)政策渉外活動における対外

説明の実態と背景の深掘りや、公共政策・政策渉外部門（現在の LINE 社の公共戦略室・

グループ渉外室を合わせた部門のことをいいます。以下同じ。）の体制・手続に対するガ

バナンスの有効性の検証、(4)LINE 社の関連会社のうち、特に重要性の高い個人情報を扱

う LINE Pay 株式会社（以下「LINE Pay 社」といいます。）3及び LINE ヘルスケア株式会

社4（以下「LHC 社」といいます。）の 2 社について、本件と類似の問題が生じていないか

を確認するため、外国からのユーザー情報へのアクセス等の状況とそれに関する対外説

明の正確性・適切性という観点からの検証等の結果や評価等に加え、(5)本件を踏まえ、

Z ホールディングスグループが適切なデータガバナンス体制を構築するために実施・検討

している取組みの状況を本報告の対象としています。 

 

 
1 LMP とは LINE グループが提供する様々なサービスに関して、利用者からの「通報」に対応するツールで

ある。ここでの「通報」とは、例えば「LINEアプリ」の場合、メッセージの受信者が端末でメッセージ（画

像等を含む。以下同じ。）を受信した後に、フィッシングの疑いがあるなど、何らかの理由で当該メッセー

ジが不適切であると判断した場合に、当該通報対象となるメッセージの内容を LINE社に対して送信する機

能である。LINE 社は、通報されたメッセージの内容を確認し、「LINE 利用規約」に基づき必要に応じてメ

ッセージの削除等の送信者のサービス利用の制限、送信者のアカウントの停止又は削除等の措置を講じて

いる。 
2 基本的には登録されている電話番号等によりユーザーの登録国家・地域を判別している。例えば、LINE ア

プリのプロフィールの電話番号変更画面に表示される国名で自身に設定されている国名を確認することが

できる。 
3 主として、キャッシュレス決済サービスである「LINE Pay」と家計簿・資産管理サービス「LINE家計簿」

を運営している会社である。 
4 LINE アプリ上で診療の予約、ビデオ通話での診療、決済を完結することのできるオンライン診療サービ

スである「LINE ドクター」等を運営する会社である。 
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2 これまでの検証により判明した事実等 

(1) 中国グループ企業への業務委託に関する検証 

LINE 社による中国グループ企業への業務委託に関する検証については、技術検証

部会の再検証により、LINE China 社における LMP のアカウントの発行状況及び LMP

に対するアクセスは、開発及び保守プロセスにおける正規の作業であるということ

が確認されました。このことから、このような技術検証部会における調査による限り、

調査対象期間（2020 年 3 月 19 日から 2021 年 3 月 19日まで）5において、LINE China

社から外部の組織に対して、LMP に関する情報が漏えいした事実は認められませんで

した。 

また、LINE 社においては、外国の個人情報保護法制やサイバーセキュリティリス

ク等を踏まえたリスク評価や対策等は行っていたものの、いわゆるガバメントアク

セスのリスクに焦点を当てた業務・開発体制の検討や見直しは十分に行われていま

せんでした。この点、各種調査を踏まえると、これまで中国から日本の利用者の個人

情報にアクセスが可能であった企業は多く存在し、国家情報法をはじめとするガバ

メントアクセスのリスクへの対応は企業により多様な状況にあったといえる一方で、

LINE 社は通信の秘密を含むユーザーの個人情報を扱う以上、本件移管決定を行った

ことを契機として、中国法に関するリサーチの対象やリスク評価の範囲を継続的に

見直すのが望ましい姿であったといえます。したがって、LINE 社において、今後、

国際的な経済安全保障に関するリスク等を適切に管理するためにどのような体制を

整備・運用するか検討を行うべきであると考えています。 

 

(2) 韓国サーバーで保存されている日本ユーザーのデータの移転に関する検証 

韓国からの日本ユーザーに関するデータの移転に関する検証については、LINE 社

が、LINE アプリ6のトーク7において送信された画像、動画及びファイルの保存先を韓

国のデータセンターから日本のデータセンターに変更する機能をリリースした後、

技術検証部会において、日本ユーザーの LINE アプリのトークで送信された日本ユー

ザーの画像、動画及びファイルの保存場所を示す情報が、韓国のデータセンターから

日本のデータセンターに変更されていること等、日本ユーザーの画像、動画及びファ

イルの日本のデータセンターへの移転について、LINE 社が公表するスケジュールに

 
5 調査対象期間は、本検証時において、LMPに対する記録が保管されていた期間に限られる。 
6 LINE社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」を指す（以下同じ）。 
7 本報告書においては、LINEアプリの「アルバム」、「ノート」、「Keep」等のサービスを除いた、テキスト、

画像、動画及びファイルの送受信によるメッセージングサービスのみを指す。また、本報告書においては、

「ファイル」は、Word、Excel、PDF、音声ファイル等のファイルデータを指す。 
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従って適切に実施されたことを確認しました。 

 

(3) 政策渉外活動に関する検証 

政策渉外活動に関する検証については、LINE 社では、自社が保有する日本ユーザ

ーのデータの保管状況について「主要なサーバーは日本国内にある」旨の対外説明を

行ってきました。LINE アプリの利用者情報の多くは日本で保管され、コミュニケー

ションの 8割以上を占めるトークテキストのデータも日本に保管されている一方で、

LINE アプリで送信される画像、動画及びファイルは韓国に保存されており、これら

のデータにはプライバシー性の高いものも含まれ、ユーザーにとって重要であるこ

とを踏まえると、この説明は正確性に欠けていたと言わざるを得ず、少なくともしか

るべきタイミングで「主要な」という表現を用いた上記の対外説明を維持することが

適切であるか否か、客観的な保管状況に照らして見直す必要があったと考えていま

す。また、公共政策・政策渉外部門の少なくとも 2 名の役職員が、LINE アプリの日

本ユーザーに関する全てのデータが日本にあるとの発言又はデータの所在について

十分な確認を経ることなく事実に反する発言を行っていたことが確認されました。

本委員会は、対外説明に関するこれらの実態の背景として、現時点では、(ⅰ)公共政

策・政策渉外部門における発信情報の正確性・適切性を事前及び事後に組織的・手続

的に担保する仕組みが不十分であった上、対外説明を行う同部門の役職員に対し、デ

ータの保管状況に関する情報が正確に共有されていなかったこと、(ⅱ)社内におい

て「トーク」や「LINE アプリ」といった用語の内容や射程が明確にされないまま議

論等がなされていたこと、(ⅲ)公共政策・政策渉外部門において業務がやや属人化し

ており、部門内外のコミュニケーションが活発ではなかったこと、及び(ⅳ)政策渉外

活動に求められる正確なコミュニケーションを行うための慎重な姿勢が必ずしも徹

底されてこなかったこと等のガバナンス上の課題が存在するものと考えています。

これらの点に加えて、LINE 社の経営陣が、日韓関係の変化という経営環境にも目配

せをした上で、日本ユーザーや社会に信用されるインフラとしての LINE 社のあり方

についてどのように捉えたのか、また、LINE 社の経営陣においてどのように判断す

るのが望ましかったのかについて、今後更に検証を進める予定です。 

 

(4) LINE Pay 社及び LHC 社に関する検証 

LINE Pay 社が管理する利用者情報については、日本だけでなく、韓国、タイ及び

台湾に所在する事業者（委託先を含む。）からのアクセスが可能となっているところ、

アクセス権限の付与・管理が不十分である等の数点の問題が確認されたものの、多く

の問題について既に LINE Pay 社として対応策を実施済みであり、残された問題につ
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いても現在対応策を検討している最中との報告を受けています。また、現時点までに、

LINE Pay 社が、LINE Pay の利用について加盟店である中央省庁や地方自治体等に対

して行った説明において、同社が、データの所在について誤解を与えるような説明を

していたことを窺わせる資料等は確認されませんでした。一方、LHC 社では、2020 年

12 月当初、利用者情報を日本で保管する一方、画像データ（健康保険証、各種医療

証等）は韓国で管理・保管していたものの、2021 年 3月、LHC 社から医療機関への支

払いに必要な情報（医療機関名称、所在地、担当者氏名、決済情報等）を除く全ての

データが日本のデータセンターに移管されたことが確認されました。また、現時点ま

でに、LHC 社から中央省庁や地方自治体等に対し、積極的にデータの所在等に関する

対外説明を行った事実は確認されませんでした。 

 

(5) ZHD 社によるグループ会社のデータガバナンスについて 

本委員会は、Z ホールディングス株式会社（以下「ZHD 社」といいます。）から、昨

今特に懸念されている国際的な経済安全保障をめぐる環境変化に適切に対応する観

点から、主に、(ⅰ)研究開発、データ利活用、セキュリティとプライバシー保護の 3

点を適切に組み合わせたグローバルデータガバナンス体制を構築すること、及び（ⅱ）

自らのガバナンス活動について、ユーザー、社会、政府等に対し、透明性高く説明責

任を果たすことにより、信頼を構築し安心を届けることを、データガバナンスにおい

て目指す方向とする旨の報告を受けています。今後、本委員会は、ZHD 社のデータガ

バナンスに関するこのような取組みを踏まえつつ、グローバルなデータガバナンス

体制のあり方について引き続き検討する予定です。 

 

3 委員会における今後の議論・検証 

本委員会においては、第一次報告において今後検討すべきとした事項について、第二次

報告までに ZHD社及び LINE社からその取組みのあり方について報告があった事項も一部

ありますが、今後、ZHD 社及び LINE 社から対応案や改善案等について報告を受け、必要

な検討や助言等を行う予定です。 

また、本委員会での議論を踏まえ、今後、一部報道のあった一般財団法人情報法制研究

所と LINE 社との関係について検証を行い、その検証結果について公表するほか、ZHD 社

と LINE 社の経営統合検討時に行われたリスク等の調査（いわゆる「デュー・ディリジェ

ンス」）の実施状況についても公表する予定です。  
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第1 特別委員会の概要等 

1 特別委員会の設置経緯 

2021 年 3月 17 日、LINE 株式会社（以下「LINE 社」という。）が提供するコミュニケー

ションアプリ「LINE」（以下「LINE アプリ」という。）について、ユーザーのメッセージの

内容に中国の委託先企業からアクセスができる状態であった旨の報道がなされたことか

ら、同日、LINE 社は、プレスリリースにより経緯の説明を行った。 

同年 3 月 19 日、2021年 3月 1 日の経営統合8に伴い LINE 社の完全親会社となった Z ホ

ールディングス株式会社（以下「ZHD 社」という。）は、この事態を受けて、LINE 社にお

けるデータの取扱いについて、セキュリティ及びガバナンスの観点から外部有識者にて

検証・評価するため、グローバルなデータガバナンスに関する特別委員会（以下「本委員

会」という。）を設置し、上記事態に係る事実確認及び検証を開始した（以下、本委員会

による検証を「本検証」という。）。また、本委員会を技術的知見から支援するため、サイ

バーセキュリティ分野における外部の専門家で構成される技術検証部会を併せて設置し

た。 

 

2 本委員会等の目的 

本委員会は、LINE アプリにおいて送受信されるテキスト、画像、動画の一部につき、

委託先中国企業からのアクセスがあり、また、これらのうち画像、動画及びファイル9が

韓国のクラウドサーバーに保存されていたこと等（以下「本事案」という。）について、

その事実関係の検証・評価、経済安全保障にも配慮したプライバシー及びセキュリティの

確保のあり方、これらを実現するためのガバナンスのあり方について、第三者の立場で提

言すること等を目的とする。 

また、技術検証部会は、本委員会からの指示による LINE 社での日本ユーザー10のデー

タ取扱いの実態把握、及びサイバーセキュリティに関する技術的観点からの監査等を実

施することを目的とする。 

 

 
8 2021 年 3 月 1 日付け Z ホールディングス株式会社「Z ホールディングスと LINE の経営統合が完了」

（https://www.z-holdings.co.jp/pr/press-release/2021/0301b/）参照 
9 本報告書においては、「ファイル」は、Word、Excel、PDF、音声ファイル等のファイルデータを指す。 
10 基本的には登録されている電話番号等によりユーザーの登録国家・地域を判別している。例えば、LINE

アプリのプロフィールの電話番号変更画面に表示される国名で自身に設定されている国名を確認すること

ができる。 
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3 本委員会等の構成 

本委員会の構成は、以下のとおりである。※敬称略 

 

座長 宍戸 常寿（東京大学大学院法学政治学研究科 教授） 

委員 大橋 弘（東京大学公共政策大学院 院長） 

委員 河合 優子（西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士） 

委員 川口 洋（株式会社川口設計 代表取締役） 

委員 國分 俊史（多摩大学ルール形成戦略研究所 所長） 

委員 長田 三紀（情報通信消費者ネットワーク） 

委員 森 亮二（英知法律事務所 弁護士） 

 

技術検証部会の構成は、以下のとおりである。※敬称略 

 

座長 川口 洋（株式会社川口設計 代表取締役） 

委員 上野 宣（株式会社トライコーダ 代表取締役） 

委員 北條 孝佳（西村あさひ法律事務所 カウンセル 弁護士） 

 

また、本委員会は、本検証の目的に照らして必要な範囲で LINE 社の協力を得て本検証

を実施しており、本検証の一部については、LINE 社による検証結果の報告を受ける形で

検証を進めているところ、LINE 社はその補助者として、長島・大野・常松法律事務所に

所属する弁護士 7 名を任命し、同弁護士らに本検証の一部について補助を委託した。な

お、担当弁護士はいずれも本件に関して ZHD社及び LINE社との間に利害関係を有しない。 

 

4 本検証の概要 

(1) 本検証の範囲 

本委員会は、本事案の事実関係や原因を明らかにするため、徹底的かつ総合的な検

証を行うとの方針の下、LINE 社のサービスの全体像、開発体制や利用者のデータの

取扱いの全体像等、幅広く検証の対象としており、これらの検証結果を踏まえ、今後、

求められるガバナンス体制のあり方等について提言していく。本検証の全体像は次

のとおりである。 
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(2) 本委員会等の開催状況 

本委員会の開催状況は、以下のとおりである。 

 

本

委

員

会 

回 日付 議題 

第 1回 3月 23日 LINE 社のグローバルデータガバナンスの現状と今後の方針につ

いて 

第 2回 4月 13日 ①技術検証部会についての報告、②中国における委託先に関係す

る LINE社の開発・セキュリティ体制等に関する説明、③Zホール

ディングスグループ（以下「ZHDグループ」という。）のデータガ

バナンス向上に係る取組みについての説明 

第 3回 4月 28日 ①技術検証部会についての報告、②個人情報保護委員会及び総務

省からの行政指導における指摘事項と改善点等についての説明 

第 4回 5月 19日 ①技術検証部会についての報告、②開発体制における中国の委託

先の役割、データアクセスの実態、個人情報・セキュリティ体制

の実態等についての説明、③個人情報保護委員会及び総務省から

の行政指導への対応策の報告、④第一次報告について 

第 5回 6月 9日 ①技術検証部会についての報告、②政策渉外、韓国からのデータ

移管の状況等、中国法人の委託先におけるソフトウエア開発の経

緯についての説明、③経営統合に向けたデュー・ディリジェンス

の内容について、④第一次報告について 

第 6回 7月 19日 ①技術検証部会についての報告、②政策渉外、LPL（LINE Police 

Inquiry）移管・捜査機関対応手続に関する検証結果、企業風土・

心理的安全性に関する検証結果、LINE Pay 株式会社（以下「LINE 

Pay 社」という。）、LINE ヘルスケア株式会社（以下「LHC 社」

という。）に関するデータの取扱い、現在の LINE 社における改善

状況等の説明、③一般財団法人情報法制研究所（以下「JILIS」と
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いう。）へのヒアリングについての説明、④ZHD 社データガバナ

ンス分科会についての説明、⑤中国での個人情報以外の業務の見

直しについての説明、⑥第二次報告について 

 

技術検証部会の開催状況は、以下のとおりである。 

 

技

術

検

証

部

会 

回 日付 概要 

第 1回 4月 5日 LINE アプリに関するサーバー、インフラ基盤、開発・運用、デー

タ保護、プライバシーポリシーの改定について 

第 2回 4月 7日 LINEアプリに関する E2EE の暗号方式、暗号アルゴリズム、E2EE の

鍵生成及び鍵交換等に関する仕様について 

第 3回 4月 14日 LINE アプリに関するモニタリング業務、開発・運用、データ暗号

化について 

第 4回 4月 23日 LINEアプリの LMP（LINE Monitoring Platform）及び LPL、開発・

運用、3rd パーティーモジュール、物理セキュリティ、データ暗号

化 に関する安全管理措置について 

第 5回 4月 28日 Shanghai LINE Digital Technology Limited.（以下「LINE China

社」という。）に関する詳細（業務内容、業務フロー、アクセス権

限の管理等）の説明、個人情報へのアクセスに関する調査範囲及び

調査内容に関する説明 

第 6回 5月 12日 データ移転計画の全体像の確認、移転対象及び移転方法等に関す

る説明、LINE 社及びグループ会社のセキュリティ管理体制の説明 

第 7回 5月 17日 データ移転計画について、移転対象やスケジュールに関する議論、

データ移転完了に関する技術的な確認方法に関する議論 

第 8回 5月 28日 日本国内へのデータ移転計画に関する詳細の説明及び議論、ベン

ダーによる技術検証のための証跡準備等に関する議論 

第 9回 6月 4日 日本国内へのデータ移転計画について、データ移転前後の技術的

な検証方法に関する具体的な説明及び議論、技術検証部会の委員

からの依頼事項に対する実施状況の報告及び相談並びに追加質問

に対する回答 

第 10回 6月 16日 LINE 社及びグループ会社で提供するサービス、取り扱うデータ、

及びデータの保管場所等を整理した資料に関する説明及び議論、

ベンダーによる技術検証の証跡準備等に関する報告 

第 11回 6月 30日 LINE アプリにおけるトーク11のデータ移転が完了したことを踏ま

 
11 本報告書においては、LINE アプリの「アルバム」や「ノート」、「Keep」等のサービスを除いた、テキス

ト、画像、動画及びファイルの送受信によるメッセージングサービスのみを指す。 
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え、移転状況の説明及び検証に関する議論等 

第 12回 7月 14日 技術検証部会委員による追加質問への回答、パソコンの Security 

Updateの対応結果に関する説明、ZHD 社内の分科会に関する説明、

本委員会に向けた報告内容に関する説明 

 

(3) 本事案に関する ZHD 社及び LINE 社の対応の主な経緯 

本事案に関する ZHD 社及び LINE 社の対応について、現時点までの主な経緯は、以

下のとおりである。 

 

日付 対応会社 対応内容 

3月 17日 LINE社 日本ユーザーの個人情報に関する一部報道について、プレスリ

リースにおいて経緯を説明 

3月 19日 ZHD社 本委員会を設置し、本事案に係る事実確認と検証を開始 

3月 23日 LINE社 個人情報保護委員会へ報告書を提出 

今後の対応方針を発表 

中国での日本ユーザーの個人情報へのアクセスを遮断 

中国での LINE アプリのコミュニケーションに関連する機能・

サービスに係る機能開発・保守業務や運用業務を終了 

3月 29日 LINE社 金融庁へ報告書を提出 

3月 31日 LINE社 日本ユーザーを対象としたプライバシーポリシーを改定 

外国からのアクセスや保管に係るデータ移転について、国名や

関連業務等を明示 

4月 19日 LINE社 総務省へ報告書を提出 

4月 23日 LINE社 個人情報保護委員会より、個人情報の保護に関する法律第 41 条

の規定に基づく指導を受け、改善策を発表 

4月 26日 LINE社 総務省より、社内システムに関する安全管理措置等に関する事

項及び利用者への適切な説明に関する事項について指導を受

け、改善策を発表 

4月 27日 LINE社 LINE アプリの通報機能における説明文言の誤表示に関するお

詫び及び該当の説明文言を修正 

4月 28日 LINE社 LINE Pay 社等における情報の安全対策の取組みを発表 

4月 30日 LINE社 LINE Pay 社等の金融サービスのプライバシーポリシーを改定 

5月 21日 LINE社 個人情報保護委員会に指導事項に係る改善報告書を提出 

5月 31日 LINE社 総務省に指導事項に係る改善報告書を提出 

金融庁への報告書を再提出 
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日付 対応会社 対応内容 

6月 2日 LINE社 LINE アプリのアルバムや Keep 等のデータの日本国内移転スケ

ジュールについて発表 

6月 11日 ZHD社 本委員会の第一次報告を発表 

LINE社 LINE 社におけるデータガバナンスに係る改善策と取組みの進

捗状況について公表（日本ユーザーのデータの日本国内移転ス

ケジュールを含む。） 

6月 22日 LINE社 上記スケジュールのうち、トークのデータ移転が完了したこと

を公表 

6月 23日 LINE社 個人情報保護委員会に指導事項に係る改善報告書を提出 

7月 8日 LINE社 LHC社のプライバシーポリシーの改定 

7月 21日 LINE社 個人情報保護委員会に指導事項に係る改善報告書を提出 

 

(4) 本報告書の対象範囲 

上記(3)のとおり、本委員会は、2021 年 6 月 11 日、第一次報告として、同日時点

までの本委員会における検証・議論及び判明した事実を公表するとともに、同時点ま

でに明らかとなっておらず、更なる検証が必要と考えられる事項等を公表した。そし

て、本報告書は、第二次報告として、第一次報告において更なる検証が必要とされた

事項を中心に、同年 8月 3日時点における検証状況や評価等を公表するものである。 

 

5 本検証の性格と制約 

本検証は、LINE 社を始めとする関係者の協力を前提とするものであり、第二次報告ま

での限られた時間及び条件の下、本委員会が 2021年 8 月 3 日までに入手した情報に基づ

いて、同日時点における検証状況や評価等を記載したものである。 

本報告書の報告内容は、上記の制約の下で実施した検証の範囲内で判明したものに限

定されており、本検証の範囲外の事項について報告を行い、又は意見を表明するものでは

ない12。本検証の過程で開示若しくはアクセスのなかった資料又は事実が存在する場合に

は、修正・追加して記載すべき事項が存在する可能性がある13。さらに、本報告書には現

在検証中の事項も含まれるため、今後の検証の結果、事実関係やその評価等が変更される

可能性がある点に留意されたい。  

 
12 また、本検証は、LINE社及びその役職員を含む関係者の法的な責任を評価・追及することを目的とする

ものではないことに留意されたい。 
13 この点、本検証の目的、性質及び時間的制約等を考慮し、本検証においては、必要な範囲で電子メール

やチャットの検証を行っているものの、網羅的なデータ・フォレンジック調査は実施していないことに留

意されたい。 
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第2 これまでの検証により判明した事実等 

1 データガバナンス関連 

(1) LINE 社による中国企業への業務委託 

ア 検証事項 

第一次報告までの議論を踏まえ、本委員会は、LINE アプリの日本ユーザーの個人情

報（通報されたメッセージの内容を含む。）が、LINE 社の中国子会社であり業務再委託

先でもある LINE China 社からアクセス可能であったことに関して、以下の点について

検証を行った。 

 

①技術検証部会において、LINE 社における日本ユーザーに対する中国に設置された

開発拠点からの LMP（LINE Monitoring Platform）14に関するデータ取り扱いの実

態等 

②2016 年 10 月の LINE China 社への LPL（LINE Police Inquiry）15開発・保守業務

の移管決定（以下「本件移管決定」という。）当時及びその後において、主に中国

におけるガバメントアクセスの観点から、日本ユーザーの個人情報が LINE China

社からアクセスが可能であったことについてどのようなリスクが存在し、それに対

して LINE 社がどのような検討や見直しを行っていたのか 

 

イ LMPに関するデータ取扱いの実態等の検証 

技術検証部会においては、(ア)LMP に関する調査として a LMP アカウントの発行状

況の分析、b LMP に対する開発・保守の履歴の分析、c LMP へのアクセスログの分析

を、(イ)LINE 社の中国の開発拠点の調査として a LMP に関する開発の依頼内容の整

理、b LMP の開発保守対象となった具体的な個人情報データベースへのアクセス業務

内容の整理を実施した。これらの調査は外部のセキュリティベンダー16に委託して実施

 
14 LMP とは LINE グループの様々なサービスを対象とする利用者からの「通報」に対応するツールである。

「通報」とは、LINEアプリの場合、メッセージの受信者が端末でメッセージ（画像等を含む。以下同じ。）

を受信した後に、何らかの理由で当該メッセージが不適切であると判断した場合に、当該通報対象となる

メッセージの内容を LINE 社に対して送信する機能である。LINE 社は、通報されたメッセージの内容を確

認し、「LINE利用規約」に基づき必要に応じてメッセージの削除等の送信者のサービス利用の制限、送信者

のアカウントの停止又は削除等の措置を講じている。 
15 LPL とは捜査機関対応従事者が捜査機関からの要請に基づいて情報提供する際に、LINE ユーザーのトー

ク内容やトーク履歴、ユーザー登録情報等のデータを抽出するために利用するツールである。 
16 調査を委託した外部のセキュリティベンダーはグローバルセキュリティエキスパート株式会社である。 
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した。 

これらの調査の結果、LINE China 社における LMP のアカウントの発行状況及び LMP

に対するアクセスは、開発及び保守プロセスにおける正規の作業であるということが

確認された。このことから、技術検証部会におけるこれらの調査による限り、調査対象

期間（2020 年 3月 19 日から 2021年 3月 19 日）17において、LINE China 社から外部の

組織に対して、LMP に関する情報の漏えいは認められなかった。 

しかし、調査の過程においてアクセス件数の集計漏れが発生していたことが判明し、

LINE 社から関係者に随時報告を行っている。また開発プロセスの承認や管理の記録方

法やログ保存方法については改善の余地があり、技術検証部会から LINE 社に改善要望

を行った。 

 

(ア) LMPに関する調査 

a LMP アカウント発行状況及びアクセス権限の承認管理システムのログ分析 

(a) 分析方法 

アクセス権限の承認管理システムから抽出したLMPアカウント発行履歴（2021

年3月28日時点）及びLMPアカウント台帳（2021年3月17日時点）とLMPへのアクセ

スログ（2020年3月19日から2021年3月18日）を突合し、許可されていないアカウ

ントからのLMPへのアクセスが存在しないか調査を実施した。 

 

(b) 分析結果 

LMPアクセスログに記録されているアカウントを確認した結果、全て承認済み

アカウントであることが確認された。 

しかし、LMPへのアクセスログのうち、LMPに対する作業のログ出力の方法につ

いては改善余地があり、技術検証部会からLINE社に改善要望を行った。 

 

b LMP に対する開発・保守の履歴の分析 

(a) 分析方法 

LMPに対する開発・保守に係る運用記録（2020年3月19日から2021年3月19日）、

アクセス権限の承認管理システムから抽出したLMPアカウント発行履歴（2021年3

月28日時点）及びLINE社から提供を受けた保守担当者一覧（2020年3月19日から

2021年3月19日）から、LMP上で開発・保守作業を行った者を特定し、その者が行

ったLMPの開発・保守業務の調査を実施した。 

 

 
17 調査対象期間は、本検証時において、LMP に対する記録が保管されていた期間に限られる。 
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(b) 分析結果 

LMPに対する開発・保守の履歴の調査を実施した結果、全て社内の開発プロセス

に則り、申請及び承認された作業であることが確認された。 

 

c LMP へのアクセスログの分析 

(a) 分析方法 

ログ解析ツールを利用し、LMPへのアクセスログ（2020年3月19日から2021年3月

19日）と個人情報データベースへのアクセスログ（2021年2月1日から2021年3月19

日）を分析してアクセス元のIPアドレスを調査、中国の開発拠点又は従業員の自

宅から行ったアクセスを特定し、LMPへのアクセスログに記録されているアクセ

スしたURLとアクセスパスを突合、LINE社から提供を受けた当該URLのページで表

示される内容の一覧からLINE China社からアクセスした可能性のある情報の調査

を実施した。 

 

(b) 分析結果 

接続元IPアドレスの調査によって中国の開発拠点又は従業員の自宅から行っ

たアクセスを特定した上で、当該アクセスにより参照されたURLを特定し調査し

たところ、LINEアプリのトークに関して通報されたメッセージに係る情報（メッ

セージ内容だけでなく、ユーザープロフィール等の関連情報を含む。）を閲覧し得

る権限（LMPは、対応の対象となるサービス等に応じて権限が細分化されており、

また、特定の権限でLMPにアクセスした場合でも、具体的にアクセスしたURLに応

じて閲覧可能となる情報はそれぞれ異なる。）によるアクセスは、2020年3月19日

から2021年3月19日までの間に139件存在した。これらのうちLINEアプリのトーク

に関して通報されたメッセージの内容を直接閲覧できるURLへのアクセスは35件

であり、LINEアプリのトークに関して通報されたメッセージの内容を閲覧し得る

が、実際に閲覧するためにはサブ画面等を開く必要があるURLへのアクセスが19

件であることが判明した。なお、これら以外の85件についてはLINEアプリのトー

クに関して通報されたメッセージの内容を閲覧できないURLへのアクセスであっ

た。 

この点について、2021年3月23日にLINE社が行った個人情報保護委員会及び総

務省への報告においては、LINEアプリのトークに関して通報されたメッセージに

係る情報を閲覧し得る権限によるアクセスについては132件、そのうちLINEアプ

リのトークに関して通報されたメッセージの内容を直接閲覧できるURLへのアク

セスは32件としていた。しかし、本調査の過程で上記細分化された権限のうち別

の1件について、2021年3月23日の段階ではLINEアプリのトークに関して通報され

たメッセージに係る情報の閲覧に係る権限ではないものとして扱っていたが、実
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際にはLINEアプリのトークに関して通報されたメッセージに係る情報を閲覧で

きる権限であったことが判明した。そのため、改めて当該権限によるアクセスを

精査したところ、LINEアプリのトークに関して通報されたメッセージに係る情報

を閲覧し得る権限によるアクセスについては132件から139件に、LINEアプリのト

ークに関して通報されたメッセージの内容を直接閲覧できるURLへのアクセスに

ついては32件から35件に、それぞれ変更することとなった。なお、上記の追加で

判明した7件についても、いずれも開発及び保守プロセスにおける正規の作業で

あるということが確認されている。以上の事実については、LINE社において個人

情報保護委員会及び総務省に報告を行っている18。 

 

(イ) LINE社の中国の開発拠点の調査 

a LMP に関する開発の依頼内容の整理 

(a) 分析方法 

開発管理システム上の開発一覧（2020年3月19日から2021年3月19日）から、開

発・保守の依頼内容（対象期間、作業内容、アクセス可能な情報）を調査し、ま

た、LINE社から提供を受けた保守担当者一覧（2020年3月19日から2021年3月19日）

から、開発・保守業務に従事する担当者とユーザーIDの調査を実施した。 

 

(b) 分析結果 

LMPに関する開発の依頼内容を開発管理システム及び社内の情報共有ツールか

ら確認した結果、申請された開発作業は確認及び承認されており、開発チーム内

において認知された開発内容であることが確認された。 

しかし、開発内容を申請する際の記載方法や申請フォームについては改善余地

があり、技術検証部会からLINE社に改善要望を行った。 

 

b LMP 個人情報データベースへのアクセス業務内容の整理 

(a) 分析方法 

開発担当者への書面で確認した結果から、開発・保守作業におけるLMP個人情報

データベースへのアクセス方法を確認した。 

 

(b) 分析結果 

開発・保守作業におけるLMP個人情報データベースへのアクセス方法として、ア

クセス経路、認証方式及びアクセス制御を確認した結果、採用されている認証方

式やアクセス制御方法に課題はあるものの、これらが情報漏えいにつながる可能

 
18 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210721_shiryou-1.pdf 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210721_shiryou-1.pdf
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性は低いと判断した。認証方式やアクセス制御方法の改善可能な点は技術検証部

会からLINE社に検討要望を行った。 

 

(ウ) 指摘事項 

上記の検証結果等を踏まえ、開発プロセスの承認や、管理の記録方法、ログ保存方

法等については改善の余地があると考えている。そのため、例えば、以下の点につい

ての見直しを検討することが望ましい19。 

 

①ログ出力及び保存に関する以下の点を見直すこと 

・重要な操作や閲覧を行った場合には、ログに残るように設定を見直すこと 

・ログの保存に関する基準を設定し、各サービスや各システムにおいて順守するこ

と 

・出力されたログに不審なアクセスが含まれていないか監査すること 

・監査機関の監査を担保するためのログ保存期間を設定すること 

②機密情報を扱うエリアで利用する入退室システムは社内規定に準じた設定であ

るか確認し、定期的に監査すること 

③開発において以下の点を見直すこと 

・重要情報にアクセスする開発者のパソコンの操作(挙動)ログに係る取得情報 

・開発プロセスの記録の一元化を実施すること 

④LMP による作業について以下の点を見直すこと 

・モニタリング端末は外部接続に対して制限を設けること 

 

ウ LPL移管決定・見直し体制の適切性 

(ア) 検証方法 

LINE China 社から日本ユーザーの個人情報にアクセス可能であったことに関して、

主に経済安全保障リスクの観点から、以下の点について検証を行った。 

・中国国家情報法20（以下「国家情報法」という。）の成立経緯及び本件移管決定当

時（2016 年 10 月）の国家情報法に関する日本国内の議論の有無、内容等 

 
19 ただし、これらの指摘事項について、下記(4)ウにおいて記載されているとおり、LINE社において既に実

施済み又は実施予定の改善策も含まれている。 
20 2017年 6月 27 日公布、同月 28日施行。同法は、国民の権利義務として、国民と組織は、法に基づいて

国の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない旨規定しており（同第 7条）、中国当

局による情報活動と情報能力を強化するものと考えられている（岡村志嘉子（2017.12）「中国の国家情報

法」、『外国の立法』国立国会図書館調査及び立法考査局出版、64頁～70頁参照）。 
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・本件移管決定後、LINE 社における国家情報法を含む中国のガバメントアクセス

に関するリスク等を踏まえた業務・開発体制の見直しの検討状況等 

 

(イ) 検証結果 

a 本件移管決定当時における検討 

本委員会においては、国家情報法と本件移管決定との関係について議論された

ところ、国家情報法との関係に限定すれば、その施行後である 2017 年 6 月 28 日

以降においては、日本国内で同法に関する議論が見られたものの21、2016 年 12 月

19 日付け「中華人民共和国国家情報法（草案）的説明」22が国家情報法の草案の詳

細を示す最も早い資料であり、本件移管決定当時、日本国内で国家情報法が活発に

議論されていた形跡は確認できなかった23。 

したがって、LINE 社において、本件移管決定当時、国家情報法に関するガバメ

ントアクセスのリスクが認識・検討された事実は確認されなかったものの、同社に

おいて、本件移管決定に際して国家情報法リスクを考慮しなかったことが不合理

であると評価される状況ではなかったとはいえる。 

しかしながら、本件移管決定前後において、少なくとも中国のサイバーセキュリ

ティ法24のリスクが日本国内で議論されていたこと25等を踏まえると、LINE 社にお

いては、通信の秘密を含むユーザーの個人情報を扱う以上、そのようなデータに対

する中国のガバメントアクセスのリスクを慎重に検討するのが望ましい姿であっ

たといえる。 

 

b 本件移管決定後の見直し等 

LINE 社の情報セキュリティ部門においては、外部の法律事務所を起用する等し

て外国の個人情報保護法制についてのリサーチを行い、リスク評価を行っていた26。

もっとも、2015 年頃に中国における LINE アプリのサービスを中止していたことも

あり、国家情報法のように、個人情報保護法制そのものではないものの、情報管理

に影響を与え得る外国法制について網羅的にはリサーチ対象に含めておらず、本

 
21 日本経済新聞 2017年 6月 28 日付け「中国、国家情報法を施行 国内外の組織・個人対象」等 
22 国家情報機構の人員が企業に情報確認をすることができ、また、データや資料を閲覧可能、立入制限の

場所に入れるといったような内容が記載されている。 
23 日経テレコンの全媒体（2021 年 6 月 21 日現在で主要新聞社を含む 563 紙）で「国家情報法」のキーワ

ードで検索したところ、2016 年において国家情報法の内容やリスクに言及した記事は 0件であった。 
24 2016年 11月 7日公布、2017 年 6月 1日施行 
25 東京読売新聞 2016 年 6 月 9 日付け「中国の IT 企業規制に懸念 経産省報告書 外国製品 締め出され

る恐れ」や、日本経済新聞 2016 年 11月 29日付け「中国、サイバー新法を制定 情報管理を国内保管」等 
26 セキュリティ部門担当者によれば、中国に関するサイバーセキュリティリスクとして、例えば、Huawei

に代表される中国企業の製品利用に関わるリスクや、中国のハッカー集団による攻撃リスク等、中国企業

や政府に絡んだサイバー攻撃のリスクは認識し、分析・対応していたとのことである。 
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件移管決定後、国家情報法のリスクを踏まえて業務・開発体制の見直しを検討した

形跡は認められなかった。 

一方で、本事案が問題となるまでの間に、総務省、経済産業省や国家安全保障局

から国家情報法のリスクに関する具体的な情報発信は見当たらず、「個人情報の保

護に関する事業者の取組実態調査（平成 29 年度）報告書」によれば、調査対象と

なった 198 社のうち、67.7%が「中国」に個人情報を移転していると回答していた

こと27、「個人情報の適正な取扱いに関する実態調査（令和元年度）報告書」によれ

ば、407 社のうち 18%が「中国」に個人データを提供しており28、第 175 回個人情報

保護委員会資料 2「事業活動における個人データの越境移転の実態に関する調査に

ついて（概要）」によれば、一部の金融機関を含む 55事業者が個人データを中国に

移転していると回答していたこと29等に鑑みると、これまで中国から日本の利用者

の個人情報にアクセスが可能であった企業は多く存在し、国家情報法をはじめと

するガバメントアクセスのリスクへの対応は企業により多様な状況にあったとい

える。もっとも、2017年 6月 28 日の国家情報法施行以降あるいはそれ以前であっ

ても、中国拠点における情報の取扱いについて慎重な対応をとる企業が一部に存

在するところ、上記 a のとおり、LINE 社は通信の秘密を含むユーザーの個人情報

を扱う以上、本件移管決定を行ったことを契機として、中国法に関するリサーチの

対象やリスク評価の範囲を継続的に見直すのが望ましい姿であったといえる。 

この点は、2021 年 6 月に改訂された「投資家と企業の対話ガイドライン」30にお

いて、「国際的な経済安全保障を巡る環境変化への対応の必要性等の事業を取り巻

く環境の変化が、経営戦略・経営計画等において適切に反映されているか」と指摘

されていることにも鑑み、ガバメントアクセスのリスク管理が十分でなかった原

因を踏まえて、今後、当該リスクを適切に管理するためにどのような体制を整備・

運用するかについて、LINE 社において検討すべきである。 

 

 
27 上記報告書によれば、株式会社野村総合研究所が、全上場企業やその他民間企業や学校法人、社会福祉

法人、NPO法人、その他公益法人等を無作為に抽出して、合計 1万の事業者に対してアンケート調査を実施

し、2018年 3月 2日までの回収数は 1,620サンプルであったとのことである。 
28 上記報告書によれば、株式会社フューチャー・コミュニケーションズが、個人情報保護法の対象事業者

として特定の事業分野（業種、業態）や事業規模に偏りがないように配慮して無作為に抽出した 2 万社に

対してアンケート調査を実施し、2020年 3月 12日までに 3,880 社から回答を得たとのことである。 
29 上記資料によれば、2021 年 3 月 23 日から日本の主要企業 1,936 事業者に対して外国での個人情報取扱

い状況等についてアンケートを実施し、情報通信業 21 社、金融・保険業 20 社を含む 150 事業者から回答

を得たとのことである。 
30 金融庁が 2018 年 6月 1日に策定し、2021 年 6月 11日に改訂された。上記ガイドラインは、コーポレー

トガバナンス・コード及びスチュワードシップ・コードの附属文書として位置づけられるものであり、「企

業がコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施する場合（各原則が求める開示を行う場合を含む）

や、実施しない理由の説明を行う場合には、本ガイドラインの趣旨を踏まえることが期待される」とされ

ている。 
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(ウ) LINE社における対応等 

LINE 社は、2021年 3 月時点において、中国からの日本ユーザーの個人情報へのア

クセスを排除しており、日本ユーザーの個人情報を取り扱う業務及び LINE アプリに

関連する機能・サービスに係る業務については、2021 年 3 月下旬までに、中国での

業務を終了している。加えて、2021 年 3 月時点において、LINE アプリのプライバシ

ーポリシーを改定し、個人情報の外国への移転に関して、その国名やケースについて

より明確に記載する改定を実施しており、個人情報の移転先国家名に中国は含まれ

ていない。 

なお、LINE 社は、中国で実施する業務について、実施可否の基準や開発環境のセ

キュリティ対策等に関して、本委員会及び技術検証部会による検証を受け、中国から

撤退する業務及び中国で必要に応じて実施する業務についての方針を策定した。 

 

(2) 韓国サーバーでのデータ保存 

ア 検証事項 

LINE 社においては、LINE アプリのトークで送信された画像、動画及びファイルが韓

国に所在するデータセンターで保管されているところ、2021 年 3月 23 日に日本に所在

するデータセンターへの移転計画を公表した。当該計画によれば、LINE アプリのトー

クで送信された日本ユーザーの画像、動画及びファイルについては、2021 年 6 月中に

日本に所在するデータセンターへの移転を完了するとされているところ、この移転が

適切に行われ完了しているか検証した。 

 

イ 韓国に所在するデータセンターで保管されているデータとその日本のデータセン

ターへの移転のスケジュールについて 

韓国に所在するデータセンターで保管されているデータとその日本のデータセンタ

ーへの移転のスケジュールは以下の表のとおりである31。 

 

 
31 LINE 社の「LINE のグローバルデータガバナンスの現状と今後の方針」（2021 年 3 月 23 日）におけるデ

ータ移転の説明に関し、技術検証部会によるデータ移転計画の調査において、LINE社が、Keepサービスに

ついては 2022 年上半期、アルバムサービスについては、2024 年上半期にデータ移転を計画していること

が判明したことは、本委員会の第一次報告において指摘したところである（ https://www.z-

holdings.co.jp/wp-content/uploads/2021/06/080303b76c48f21c3294371041b62b43.pdf）。 
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※1 ファイルデータ：Word、Excel、PDF、音声ファイルなどのファイルデータ 

※2 トーク、タイムラインを始めとする各種サービスでユーザーから通報を受けたコンテンツ 

※「データの国内移転スケジュール（2021 年 8月 3日時点）」

https://linecorp.com/ja/data_transfer/ 

 

https://linecorp.com/ja/data_transfer/
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ウ LINEアプリのトークで送信された日本ユーザーの画像、動画及びファイルの日本へ

のデータの移転の確認 

(ア) 移管スケジュールの詳細 

LINE 社は、2021 年 5 月 12 日に開催された第 6 回技術検証部会において、以下の

表に示すスケジュールで LINE アプリのトークで送信された日本ユーザーの画像、動

画及びファイルの日本のデータセンターへの移転を行う旨説明した。 

 

タスク スケジュール 

移転のための機能開発 2021 年 5月 12 日までに実施 

QA（移転のための機能のテスト） 2021 年 5月 13 日から 2021年 5月 22 日 

移転のための機能のリリース 2021 年 5月 24 日 

一部の日本ユーザーに対する先行適用 2021 年 5月 25 日から 2021年 6月 11 日 

全ての日本ユーザー対象で移転の開始 2021 年 6月 13 日 

全ての日本ユーザーのデータ移転完了 2021 年 6月 30 日 

 

(イ) 移転の方法 

LINE アプリのトークで送信された画像、動画及びファイルについては一定の保存

期間が設定されており、当該期間が徒過した場合、当該画像、動画及びファイルは保

存されているデータセンターのサーバーから自動的に削除される。 

このため、LINE アプリのトークで送信された日本ユーザーの画像、動画及びファ

イルの保存先を韓国のデータセンターから日本のデータセンターに変更する機能改

修を行い、当該改修された機能をリリースすることで、以降の日本ユーザーの画像、

動画及びファイルが日本のデータセンターに保存されるようにした。当該機能のリ

リースから上記の保存期間が徒過した時点において、LINE アプリのトークで送信さ

れた日本ユーザーの画像、動画及びファイルの全てが日本のデータセンターに保管

され、韓国のデータセンターから削除されたこととなる。 

 

(ウ) 移転の検証 

LINE アプリのトークで送信された画像、動画及びファイルの保存先を韓国のデー
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タセンターから日本のデータセンターに変更する機能をリリース後、LINE アプリの

トークで送信された日本ユーザーの画像、動画及びファイルの保存場所を示す情報

が、韓国のデータセンターから日本のデータセンターに変更されていることを確認

した。 

また、LINE アプリのトークで送信された日本ユーザーの画像、動画及びファイル

の保存先を韓国のデータセンターから日本のデータセンターに変更する機能のリリ

ース後、日本のデータセンターのストレージ使用量が増加し、それに呼応する形で、

従来その保存に使用していた韓国のデータセンターのストレージ使用量が減少した

ことを確認した。さらに、上記機能リリース後、日本のデータセンターのトラフィッ

クが増大し、それに呼応する形で韓国のデータセンターへのトラフィックが減少し

ていることを確認した。 

以上から、日本ユーザーの画像、動画及びファイルの日本のデータセンターへの移

転について、適切に実施されたものと判断した。また、その他のデータ移転計画につ

いては ZHD 社と連携し、確認及び公表すべきであると提言した。 

なお、LINE アプリのトークで送信された日本ユーザーの画像、動画及びファイル

の保存先を韓国のデータセンターから日本のデータセンターに変更する作業は、当

初の計画より早まり、実際には以下のスケジュールで実施されたことを確認した。 

 

タスク スケジュール 

移転のための機能開発 2021 年 5月 12 日までに実施 

QA（移転のための機能のテスト） 2021 年 5月 13 日から 2021年 5月 22 日 

移転のための機能のリリース 2021 年 5月 24 日 

一部の日本ユーザーに対する先行適用 2021 年 5月 25 日から 2021年 6月 2 日 

全ての日本ユーザー対象で移転の開始 2021 年 6月 3 日 

全ての日本ユーザーのデータ移転完了 2021 年 6月 21 日 

 

(3) 捜査機関対応 

ア 検証事項 

上記(1)アのとおり、LINE China 社の従業員が LPL ツールの保守業務において日本ユ
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ーザーの個人情報にアクセス可能な状況であったことや、一部報道において、特定の担

当者が権限を逸脱してユーザーの個人情報にアクセスしていたのではないかとの疑い

が指摘されていること等を踏まえ、LINE 社の捜査機関対応手続が適切に行われている

かという観点から、捜査機関対応手続におけるルール・手続の整備状況を確認するとと

もに、運用の適切性等についても検証を行った32。 

 

イ 捜査機関対応の概要 

LINE 社では、捜査機関から情報開示の要請を受領した場合等、関係法令に基づいて

開示することが適切と判断される状況と範囲に限り、捜査に必要な情報を提供するこ

とがある。具体的には、①捜索差押令状がある場合、②（日本における捜査関係事項照

会等の）法的根拠に基づく捜査協力の要請があった場合、③緊急避難が成立すると判断

した場合に限り、適切と判断される範囲で、犯罪が発生したときの事件解決や人命・身

体・財産保護のため、被疑者・被害者等関係者のサービスの登録情報や利用情報33を、

警察等の捜査機関に対して提出している。 

また、捜査機関対応手続の内容は、LINE 社のホームページ34において公表されている

ほか、捜査機関に対しても、捜査機関対応手続に関する資料の配付や、捜査機関からの

個別の問い合わせへの担当部署による回答等を通じて説明している。 

 

ウ 捜査機関対応手続の適切性 

(ア) 検証方法 

関連手続において、適法性、適切性等の判断が行われているかを確認するため、捜

査機関への情報提供案件のうち、捜査関係事項照会及び緊急避難に基づく情報提供

を行った案件35について、WF システムという決裁システムを利用した関係部門の決裁

者による承認（以下「WF 承認」という。）の有無を検証した（以下「本件突合せ確認」

 
32 本件では、原則として、開示されている透明性レポートの期間に相当する 2016年 7月から 2020年 12 月

までを調査対象期間とした。 
33 LINEアプリにおいては、基本的な提供情報として、アカウントの登録情報（プロフィール画像、表示名、

電子メールアドレス、電話番号、LINE ID、登録日時等）や、特定のユーザーの通信履歴（送信日時、送信

元 IP アドレス）、特定のユーザーのテキストチャット（エンドツーエンド暗号化が適用されていない場合

に限られる。なお、2016年 7月 1日よりデフォルトでエンドツーエンド暗号化が有効化されている。）が挙

げられる。このうち、特定ユーザーの通信履歴及び特定ユーザーのテキストチャットは、捜索差押令状が

ある場合及び緊急避難が成立すると判断した場合に限り、捜査機関等に対して提供している。 
34 「捜査機関への対応」：https://linecorp.com/ja/security/article/28 
35 令状に基づく差押え（強制処分）のケースは、原則として令状の記載内容に従った対応を行うことが求

められ、LINE社側における捜査機関対応手続が問題になる可能性が類型的に低いため、検証対象には含め

ていない。 

https://linecorp.com/ja/security/article/28
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という。）。具体的な検証方法は次のとおりである。 

 

①LINE 社の捜査機関対応を記録するデータベース（以下「本件データベース」と

いう。）に登録されている捜査関係事項照会及び緊急避難に基づく情報提供案件

について、それぞれ WF 承認が存在するかを確認する。 

②確認作業は担当部署36の 2 名によるダブルチェックを行う。なお、確認作業の客

観性を確保するため、確認対象の各案件について自ら社内決裁申請を実施して

いない者を確認者に選出した。 

③確認対象期間は、2016 年 7 月から 2020年 12 月までとした37。 

 

また、本件データベースに記録されていない捜査機関等からの要請や緊急避難に

基づく情報提供が存在しないか、その他社内ルールに違反する手続が行われていな

いかなどを検証するため、2016 年 8 月38から 2020年 12月までの捜査機関対応手続に

関するコミュニケーションチャネル履歴39を精査し（以下「本件履歴確認」という。）、

業務時間外や休日において捜査機関対応の窓口となっていた当時の公共政策担当執

行役員に関しては、LPL ツールを使用してユーザーの個人情報にアクセスしていたか

40を確認するため、2013 年以降の LPL ツールの操作ログについて、同執行役員に付与

されたアクセス権（アカウント）による検索の有無を検証した（以下「本件ログ確認」

という。）。 

その他捜査機関対応手続の適切性を疑わせる事実がないかなどを確認するため、

関係者へのヒアリングを実施した。 

 

(イ) 検証結果 

本件突合せ確認の結果、本件データベースに登録されている緊急避難に基づく情

報提供案件について全て WF 承認が存在することが確認された。一方、捜査関係事項

照会に基づく情報提供案件について WF承認が存在しなかったものが 2件確認された

 
36 WF 承認の内容は関係者のみ閲覧が可能であること、捜査機関対応のデータベース及び WF システムの詳

細を把握していること等の理由から、担当部署の従業員に確認作業を依頼した。 
37 開示されている透明性レポートの期間に相当。 
38 捜査機関対応手続に関するコミュニケーションチャネルの履歴は復元が困難であったため、担当部署の

担当者が 2021年 7月 13日現在で保有する同履歴を精査の対象とした。 
39 LINE社においては、緊急案件や休日・業務時間外の照会等に迅速に対応するため、捜査機関対応手続の

関係者が参加するコミュニケーションチャネルが設置されており、当該グループ内において、捜査機関対

応の相談が行われている。 
40 LPLツールへのアクセス権限管理の記録上、元公共政策担当執行役員は、2017年 1月から 5月まで、2018

年 3 月から 5 月まで及び 2019 年 4 月から 10 月まで LPL ツールへのアクセス権を有していた。もっとも、

2021 年 3月頃までは、社内ルール上、休日・業務時間外の場合には元公共政策担当執行役員が LPLツール

を利用して情報を抽出することもできるとされており、同執行役員による LPL ツールへのアクセス自体は

社内ルールに違反するものではない。 
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が、いずれも法務部門や情報セキュリティ部門等による適法性や適切性の判断は行

われており、当該部門等による承認も得られていたことが確認された。 

また、本件履歴確認及び本件ログ確認の結果、本件データベースに記録されていな

い捜査機関等からの要請や緊急避難に基づく情報提供を疑わせる事実や、その他捜

査機関対応手続違反を疑わせる事実は確認されなかった。 

なお、本件突合せ確認の過程において、透明性レポート上の要請件数や対応件数の

集計に一部誤りがあったことが確認された。集計に誤りがあった件数やその要因等

については、現時点で LINE 社において調査中である41。 

 

エ LINE社における対応等 

上記ウ(イ)のとおり、本検証において、LPL ツールへの不適切なアクセスは確認され

なかったものの、2021 年 5 月まで LPL ツールへの不適切なアクセスの有無を確認する

ためのモニタリングは実施されていなかったことを踏まえ、捜査機関対応手続の適切

性を担保する観点から、2021 年 6 月以降、LPL ツールへのアクセス権限を持たない担

当者が毎週 1 回 LPL ツールへのアクセス状況の確認を実施している。 

また、休日・時間外対応や緊急性が高い事案について、特定の担当者が 2013 年以降

1 名で捜査機関からの照会窓口を担当しており、捜査機関とのやり取りについて第三者

のチェックが入りづらい状況であったことを踏まえ、捜査機関対応手続の透明性を更

に向上させる観点から、以下の施策を実施している。 

 

・2021 年 6 月以降、休日・時間外対応の窓口を 3 名体制に変更 

・2021 年 6 月以降、担当部署が当番制で休日・時間外の捜査機関対応を担当 

・2021 年 3 月以降、捜査機関対応に関する LPL ツールへのアクセス権は担当部署の

従業員に限定して付与42 

・2021 年 5 月以降、担当部署の従業員のみが LPL ツール上で個人情報を閲覧できる

ように IP 制限を実施 

 
41 LINE社では、2016年 7月以降の捜査機関等から受領した情報開示請求の件数や、実際に捜査機関等へ開

示を行った件数等について、透明性レポート（LINE Transparency Report）の形で公表している。現時点

で、本件データベースに登録されている「サービス」欄の選択不備による開示対象サービス（LINEタイム

ライン）の未計上や、「案件種別」欄（問い合わせ、差押え、照会等、捜査機関等からの要請フェーズを選

択する項目）や「キャンセル」欄（開示要請が中止された場合に選択する項目）の選択不備や変更漏れ等が

あったことにより、透明性レポート上の「要請件数」（捜査機関等からの情報開示請求の件数）、「対応件数」

（捜査機関等へ実際に情報開示を行った件数）、「対象回線数」（捜査機関等が指定した犯罪等への関与の疑

われる回線数（電話番号、LINE ID 等））について、2017年 7月から 2020年 12月までの間のそれぞれの合

計件数が、「要請件数」1万 1,922 件、「対応件数」9,028件、「対象回線数」1万 1,559件と公表されている

ところ、正しくは、「要請件数」1万 1,886件、「対応件数」9,037 件、「対象回線数」1万 1,570件であった

ことが確認されている。なお、2017年 6月以前の当該件数等の確認を含め、現在調査中である。 
42 ただし、LPLツールの開発・保守作業等のために、一時的に開発等の担当部署の従業員にアクセス権を付

与する運用は継続して行っている。 
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(4) 個人情報保護委員会・総務省報告（概要） 

ア 報告の経緯 

LINE 社は、個人情報保護委員会及び総務省から、主に業務再委託先である LINE China

社の管理及び「通報」機能の表示の誤りについて、指導を受けた。 

個人情報保護委員会については、3 月 19 日に LINE 社に対して発出された報告徴求命

令に対し、LINE 社は、2021 年 3 月 23 日に報告書を提出するとともに対応方針を発表

し43、同年 4 月 23 日に同委員会より受けた個人情報保護法 41 条に基づく指導44に関す

る改善策を公表した45後、同年 5 月 21 日、6月 23 日及び 7 月 21 日に指導事項に係る改

善報告書を個人情報保護委員会に提出した。 

総務省についても、3 月 19 日に LINE 社に対して発出された報告徴求命令に対し、

LINE 社は、同年 4月 19 日に報告書を提出し、同月 26日には同省より受けた指導46に関

する改善策を公表した後47、同年 5 月 31 日に指導事項に係る改善報告書を総務省に提

出した。 

 

イ 個人情報保護委員会・総務省からの指導内容 

(ア) 個人情報保護委員会 

個人情報保護委員会からは、まず、委託先に対する安全管理措置に関し、個人デー

タの取扱いを委託する場合には、個人情報保護法 22条に基づき委託先に対する必要

かつ適切な監督を行う義務があるところ、同法 20 条に基づき自らが講ずべき安全管

理措置と同等の措置を講じるために必要かつ適切な監督を行うよう指導がなされた。

具体的には、アクセス権限付与に係る組織的な検討と必要な技術的安全管理措置の

構築、不正閲覧等の防止のためのログの保存・分析等の組織的安全管理措置の構築、

委託先の見直し監査等の委託状況の適切な評価についての指導がなされた。 

次に、トーク履歴等の通報機能使用に際して、利用者に示される文言が想定してい

たものと異なっていたケースがあった48ことを踏まえ、個人情報取得時の通知内容の

 
43 https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3682 
44 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210423_houdou.pdf 
45 https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3718 
46 https://www.soumu.go.jp/main_content/000747273.pdf 
47 https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3722 
48 本来、「通報すると、対象となるユーザーの情報に加えて、受信した直近 10件までのトークメッセージ、

通報するタイムライン投稿、または通報するトークメッセージとその前後に受信した 9 件までのトークメ

ッセージのいずれかを送信します。」と表示されるはずであったが、「通報すると、当該ユーザーおよびグ

https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3682
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210423_houdou.pdf
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3718
https://www.soumu.go.jp/main_content/000747273.pdf
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2021/3722
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適切性という観点から、LINE サービスの提供に関してメッセージ等の個人情報を取

得する場合には、取得する個人情報の範囲を分かりやすく通知するとともに、通知内

容が適切に表示されているか確認する体制を整備するよう指導がなされた。 

 

(イ) 総務省 

総務省からは、まず、社内システムに関する安全管理措置に関し、社内システムへ

のアクセス管理の徹底、開発プロセス及び開発組織のガバナンスの強化、社内システ

ムに関するリスク評価等を通じた透明性・アカウンタビリティの向上についての指

導がなされた。 

次に、上記(ア)と同様の通報時の表示文言の問題について、通信の秘密に関する情

報の適切な取扱いを確保する観点から、トーク履歴の通報を行った際に LINE 社に提

供される情報の範囲、提供された情報の利用目的について利用者が分かりやすく理

解できるようにするための措置、LINE 社に提供された情報が当該利用目的の範囲内

で適切に取り扱われることを確保するための措置を講じるよう指導がなされた。 

 

ウ 指導等に対する具体的な改善策 

LINE 社では、上記指導等を踏まえ、以下のような具体的な改善策を検討・実施して

いるところである49。 

 

項目 改善策の概要 実施時期等 

技術的安全管理措置 

標準プロ

セスの策

定及び各

システム

への適用 

アクセス権限管理の強化を目的とし

た、アクセス権限付与に係る標準プロ

セスである「アクセス権限管理ガイド

ライン」の策定 

実施済（2021 年 6 月 18 日に策定） 

LMP への適用 2021 年 7 月 23 日までに、ガイド

ラインに従った運用を開始済 

その他個人データを取り扱っているシ

ステムへの適用 

個人データの機微性を考慮するな

どして優先順位をつけ、各システ

ムに標準プロセスに従ったアクセ

ス権限付与の運用を順次適用（現

在適用対象となるシステムを選定

 
ループの情報を送信します。」と誤表示されていた。 
49 改善策の実施時期は 2021年 8月 3日を基準としている。 
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項目 改善策の概要 実施時期等 

中） 

認証の仕

組みの強

化 

効果的・効率的に運用できる認証の仕

組みの導入 

2021年中にグループの社内共通認

証基盤への導入を完了予定 

プロセス

運用監督 

定期的なアクセス権限棚卸しの実施を

各サービスプロダクトのアクセス権限

管理者に依頼するとともに、チェック

シート等を用いて標準プロセスに従っ

た権限付与運用がされているかを点

検・監督やそれに基づく指導 

2022 年 3 月末までに完了予定（チ

ェックシート等は、7 月 23 日まで

に作成完了） 

組織的安全管理措置 

・ログの

保存方針

及びログ

のモニタ

リング方

針の策定 

・各シス

テムへの

適用 

事後監査やモニタリングを強化するた

めのより詳細なログ保管及び保管期間

の見直しを内容とする、「ログ管理・保

管ガイドライン」の策定 

 

実施済（2021 年 4 月 27 日に策定

し、同年 5 月 25 日に一部改訂） 

社内システムへのアクセスに係るログ

モニタリングについて定める「ログモ

ニタリングのガイドライン」の策定 

実施済（2021 年 5 月 13 日に策定） 

LMP への適用 2021 年 7 月 23 日までに、ガイド

ラインに従った運用を開始済 

その他個人データを取り扱っているシ

ステムへの適用 

個人データを取り扱っているシス

テムを対象とし、個人データの機

微性を考慮するなどして優先順位

をつけ、各システムに順次適用 

委託先における個人データの取扱い状況の把握（定期的な監査） 

定期的な

監査 

グループ会社である委託先に対して、

委託開始時及び委託開始後は年 1 回の

頻度で、委託先チェックシートを用い

て委託先から個人データの取扱い状況

の報告を求める 

2021年 2月から 3月にかけて LINE

グループ外国法人 14 社に対して

実施済 
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項目 改善策の概要 実施時期等 

上記報告における発見事項を踏まえた

監査計画の策定 

2021年 7月 23日までに 2021年度

監査計画を策定済 

上記監査計画に従った監査の実施 2022年 3月末までに各グループ会

社のセキュリティ監査を実施予定 

開発プロセス及び開発組織のガバナンスの強化 

セキュリ

ティチェ

ック及び

相互コー

ドレビュ

ー未実施

状況への

対応 

セキュリティレビューが未実施である

ものを対象に、セキュリティレビュー

の実施 

2021 年 6 月中に着手済 

相互コードレビューが実施されずに最

終コード反映が行われたことを検知す

る仕組みを導入し、検知された場合に

即座に是正できる体制を構築 

2021 年 6 月に実装に着手し、同年

8 月から順次運用を開始 

自動的にソースコードセキュリティ診

断を行う仕組みの導入 

2021 年末までに開発完了・導入を

予定 

開発プロ

セ ス 運

用・監督

の強化 

開発プロセスの社内標準の策定 2021 年 5月 27 日策定済 

策定済みの社内標準プロセスを速やか

に周知のうえ、適宜運用を開始 

今般各省庁から指摘された事項を

優先的に周知して運用を開始 

社内システムに関するリスク評価等を通じた透明性・アカウンタビリティの向上 

外国の法

的環境に

よる影響

への留意 

ZHD社と連携した、外国法制による影響

等への把握強化と適切なポリシー反映 

連携開始済 

データの

日本国内

移転につ

いて 

韓国のデータセンターに保管される日

本ユーザーの個人データの日本国内移

転 

順次移転中 

米 国

「 NIST」

が定めた

サイバー

セキュリ

ティ基準

への準拠

リスク評価を行い、成熟度の見える化、

セキュリティ改善計画とあわせて、リ

スク評価手法自体の改善にフィードバ

ックし、継続的な改善を推進 

2021 年 7 月末までに、リスク評価

を完了 

2021年末までにリスク評価の範囲

を、一定の子会社へと展開 

その他のグループ会社に対して

も、2022 年以降順次対象を拡大 
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の推進 

個人情報の適正取得 

開発プロ

セスの整

備 

通報文言の設計用ドキュメントの見直

し 

実施済 

単体テストケースの充実 2021 年 7月 23 日までに実装済 

リグレッションテスト実施範囲の見直

し 

実施済 

定期的な

点検体制

の整備 

通報機能企画担当者の設置 2021 年 5月 13 日に設置済 

通報文言確認の定期実施 2021 年 4 月 27 日の通報文言の見

直しの際に実施。今後、半期ごと

に実施予定（次回は 2021 年 10 月

初旬を予定） 

通報文言

以外にお

ける表示 

通報文言以外の LINE において表示さ

れる個人情報の取得に関する通知のリ

スト化 

実施済 

通報文言以外の LINE において表示さ

れる個人情報の取得に関する通知が、

意図したとおりに適切に表示されてい

るかについての点検 

一回目の点検を 2021 年 4 月末に

実施し、今後も定期的に実施予定 

 

2 政策渉外関連 

(1) 検証事項及び検証方法 

ア 検証事項 

第一次報告までの議論を踏まえ、本委員会は、LINE 社における政策渉外に関する問

題点について、その実態と背景を分析し、正確な情報を発信し、受け手と適切なコミュ

ニケーションを行うために必要な具体的な改善策及び今後同様の事態を生じさせない

ための具体的な体制・手続等について検討する必要があると考え、主として以下の点に

ついて検証を実施した。 

 

①政策渉外活動における対外説明の実態と背景の深掘り 

②公共政策・政策渉外部門（現在の LINE 社の公共戦略室・グループ渉外室を合わせ

た部門のことをいう。以下同じ。）の体制・手続に対するガバナンスの有効性 
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イ 検証方法 

(ア) 説明セッション/ヒアリング 

LINE 社における政策渉外関連業務の概要を把握するため、担当者による業務概要

についての説明セッションを設けるとともに、2021 年 7 月 29 日までに、「セキュリ

ティ・リスク管理センター」、「情報セキュリティ室」、「公共戦略室」、「LINE 財団企

画室」及び「LINE グループ渉外室」に現在所属する従業員、並びに LINE 社において

政策渉外業務に携わった経験のある退職者に対してヒアリングを実施した50。 

また、政策渉外関連業務に対する LINE 社経営幹部の関わり、考え方等を調査する

ため、取締役・執行役員 4 名（出澤代表取締役社長 CEO、舛田取締役 CSMO、稲垣上級

執行役員及び江口執行役員）に対してヒアリングを実施した。 

 

(イ) アンケート/資料精査 

公共戦略室、LINE 財団企画室及び LINE グループ渉外室に所属する 24 名の従業員

を対象に、LINE 社のこれまでの渉外活動における事実関係等を確認し、必要な改善

策を検討する目的でアンケート調査を実施し、対象者全員から回答を得た。 

また、検証に必要であると考えた範囲で関連規程、組織図、業務分掌表、会議議事録

等の精査を行った。 

 

(2) 公共政策・政策渉外部門の体制と活動 

ア 公共政策・政策渉外部門の業務概要 

LINE 社はこれまで、公共政策・政策渉外部門の業務として、主として(ⅰ)中央省庁、

自治体、国会議員等の公的セクターを対象に、LINE 社のサービスを用いた課題ソリュ

ーションの提案及び提供を行うとともに、(ⅱ)LINE 社のサービスに関連する政策提言

等を行ってきた。 

 
50 そのほか、フォローアップのため、個別に電話や電子メールによって担当者に事実関係を確認する等の

検証も行っている。 
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公共政策・政策渉外部門の業務は、2013 年 12 月の「政策企画室」の新設以降、2018

年頃から拡大傾向にあり、例えば、2016 年以降に協定を締結した地方公共団体の数は、

2017 年末から 2018 年末にかけて約 3 倍に増加している（下記左図参照）。また、下記

右図のとおり、2018 年以降、公共政策・政策渉外部門の従業員の数も増加傾向にある。 

 

イ 公共政策・政策渉外部門の組織体制・関連手続 

公共政策・政策渉外部門の体制の変遷は概ね下表のとおりである。 

 

 

公共政策・政策渉外部門は、上記の 2013年 12 月の「政策企画室」の新設以降、特に

2018 年以降は頻繁に組織再編を繰り返してきたものの、2021 年 6 月より前の組織再編

はいずれも所属従業員の入退社等に伴う組織再編の意味合いが強く、必ずしもガバナ

ンスの強化を目的とするものではなかった。 

他方で、2021 年 6 月の組織再編により、公共戦略室は元公共政策担当執行役員の管

2013 年 12月 政策企画室（現公共戦略室）を設置 

2018 年 4月 公共政策・CSR 担当執行役員を設置 

2019 年 2月 グループ渉外室（現 LINEグループ渉外室）が設置され、国会議員や中

央省庁等への対応を担当 

2019 年 12月 公共政策広報チームが設置され、同チームが PR室から公共政策・CSR

領域のマスコミ対応、資料の外部公開確認の権限委譲を受ける 

2021 年 1月 政策渉外チームが設置され、同チームが国会議員や中央省庁等への対

応をメインに担当 

2021 年 6月 公共戦略室担当役員とグループ渉外室の担当役員を分離 
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轄とされた一方、グループ渉外室は代表取締役社長 CEO の管轄とされた。この組織再編

は、本事案の発生を受けて、公共戦略室とグループ渉外室との間に牽制関係を生じさせ

ることを意図して行われたものである（下記図参照）51。 

 

 

 

また、公共政策・政策渉外部門における対外説明プロセスの特徴として、Slack 等の

ツールを通じて、関係者が比較的柔軟にコミュニケーションを行っているという強み

がある一方で、業務フローや関連手続の根拠となるような、対外説明プロセスに関する

社内規程やマニュアルが存在せず、客観性や独立性を確保して発信内容の正確性・適切

性についてレビューを行うプロセスが十分に整備されていないという課題が認められ

る。 

 

(3) 政策渉外活動における対外説明等 

ア 日本ユーザーのデータの保管場所に関する対外的な説明の概要 

時期 概況 説明内容・詳細等 

2011 年 6 月 LINE サービス開始 当初は LINE アプリのトーク上のテキストデータ、

 
51 具体的には、公共戦略室は公共サービスへのソリューション提案及び提供等の業務を担い、LINEグルー

プ渉外室は LINE 社のサービスに関する法令や規則に関して中央省庁からの質問対応を行うなどの渉外業

務を担う。 

CEO、CWO

執行役員

公共戦略室

社会連携チーム

行政DXチーム

公共戦略広報チーム

LINE財団企画室

財団運営チーム

財団企画チーム

LINEグループ渉外室
渉外チーム

政策企画チーム

2021 年 6 月以降の公共政策・政策渉外部門の体制図 
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時期 概況 説明内容・詳細等 

画像データは、ともに日本国内のデータセンターで

保管されていた（当時、動画の送受信機能はなかっ

た。）。 

2012 年 2 月 会員数と送受信さ

れるデータ量の急

増 

国内外で会員数や送受信されるデータ量が増加し、

日本国内のクラウドサービスでは LINE 社が要求す

る水準を満たさなかったため、日本国内で保管して

いた LINE アプリのトーク上の画像、動画及びファ

イルのみを当時親会社であった NAVER Cloud 

Corporation（以下「NCC 社」という。）のデータセ

ンター上のクラウドストレージに移設した（なお、

当時、 LINE 社と NCC 社は、いずれも NAVER 

Corporation（以下「NAVER 社」という。）の完全子

会社であった。）。 

2013 年 取材・問い合わせ

急増により報道

FAQ 策定 

会員数増加等に伴う取材・問い合わせの増加を受

け、報道用 FAQ やそのドラフト段階の表現として、

「LINE のサーバーは日本にあるため、日本の法令

を遵守した上で運営されている」、「LINE を構成す

る主要なサーバーはすべて日本国内にあります。」

といった回答が策定された。 

このような回答内容とした理由として、①トークテ

キスト・LINE ID・電話番号・電子メールアドレス・

友だち関係・友だちリスト・位置情報・アドレス帳・

音声通話履歴（通話内容は保存されない。）等の多

くの個人情報は日本に保管していたこと、②画像、

動画及びファイルは韓国のクラウドストレージに

保管されているものの個人に紐づかない保管構造

になっていることなどが挙げられる。 

2015 年 8 月 セキュリティ＆プ

ライバシーサイト

公開 

セキュリティ＆プライバシーサイトにおいて、サー

バー所在が初めて明文化され、以後社内外の基準と

なった。 

2013 年に策定した FAQ を踏襲し、以下のように表

記された。 

・「LINE のデータセンターは世界複数箇所にあり

ますが、主要なサーバーは日本のデータセンタ

ーに集約されており、個人情報は日本の法令に
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時期 概況 説明内容・詳細等 

従い管理されます。」 

・「LINE を構成する主要なサーバーは日本国内に

あり、LINE は日本法に準拠して運用されていま

す。」 

2018 年 12 月 「安心安全への取

組み」完成 

セキュリティに関する説明用の冊子である「安心安

全への取組み」において、「LINE の個人情報を取り

扱う主要なサーバーは、日本のデータセンターで管

理しています。」と表記された。 

その後、政治家、自治体、中央省庁等向けの資料に

おいて、同様の内容の資料が配付された。 

 

イ 「主要なサーバーは日本国内にある」旨の対外説明 

(ア) 問題の所在 

第一次報告においても記載されているとおり、LINE 社は、自社が保有する日本ユ

ーザーのデータの保管状況について「LINE を構成する主要なサーバーはすべて日本

国内にあります。」、「LINE の個人情報を取り扱う主要なサーバーは、日本のデータセ

ンターで管理しています。」といった対外説明をしてきたところである。 

この点、データ量という観点では、韓国に保存されていた画像、動画及びファイル

は、日本に保存されていたテキストに比べてデータ量が相対的に大きいため、韓国に

保存されていたデータが多くなるものの（8 割強）、送信数を基準にするとコミュニ

ケーション全体の 8割以上を占めるトークテキストは日本に保存されている。また、

LINE ID・電子メールアドレス等の LINE アプリの利用者情報の多くは日本で保管さ

れていることに加え、関連するサーバーの数という観点では、その 8 割以上が日本に

存在することが確認されている。 

しかし、LINE アプリで送信する画像、動画及びファイルには利用者にとってプラ

イバシー性の高いものも含まれ、当該データがユーザーにとって重要であることは

言うまでもない。 

また、一般的なユーザーの視点からは、LINE アプリの「トーク」にはユーザー間

でやり取りされる画像、動画及びファイルが含まれると考えるのが自然であること

を踏まえると、上記の対外説明は、正確性に欠けていたと言わざるを得ない。少なく

ともしかるべきタイミングで「主要な」という表現を用いた上記の対外説明を維持す

ることが適切であるか否か、客観的な保管状況に照らして見直す必要があったと考

えられる。 
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(イ) 客観的なデータの保管状況 

2012 年 2 月以降、LINE アプリのトークにおいて送受信される画像、動画及びファ

イルは、NCC 社が提供する OwFS と呼ばれるクラウドストレージにより韓国で保管さ

れていた52。また、LINE 社内では、画像、動画及びファイルを保管するストレージ全

般を「OBS」と呼ぶこともあり53、以下では、当該用法に従い、「OBS」と記載する54。 

 

(ウ) データの保管状況についての関係者の認識 

a セキュリティ部門等の役職員の認識 

セキュリティ部門に所属していた者や LINEアプリの開発や企画に携わっていた

者の多くは、業務の過程でデータの保管場所を把握する必要が生じることから、上

記(ア)のデータ量・送信数・サーバー数に応じたデータ保管状況も含め、上記(イ)

のように、LINE アプリのトークにおいて送受信される画像、動画及びファイルが

韓国で保管されていたことを認識していた。 

 

b 公共政策・政策渉外部門の役職員の認識 

他方で、LINE アプリのトークにおいて送受信される画像、動画及びファイルが

韓国に保管されていたことが公共政策・政策渉外部門の従業員に対して明確に伝

えられていたことを示す客観的な資料は認められず、公共政策・政策渉外部門の役

職員のほとんどは、これらのデータが韓国で保管されていたことを具体的に認識

していなかったと考えられる。 

本検証において実施したアンケートにおいて、LINE アプリのトークにおいて送

受信される画像、動画及びファイルが韓国に保管されていることを知っていた旨

回答した（設問に「Yes」と回答した）従業員においても、具体的にどのようなデ

ータが韓国に保管されているとの認識まではなく、LINE アプリに関する何らかの

データが韓国のデータセンターでも取り扱われている可能性があることを 2016年

頃から認識していた者や、2020 年にセキュリティ部門の従業員が会議の際に「画

 
52 OwFS は LINE アプリのトークにおいて送受信される画像、動画及びファイルをユーザー情報と紐づかな

い形で保管しており、各画像、動画及びファイルに割り振られた識別子である object ID（OwFSストレー

ジにおける画像、動画及びファイルの格納場所を示すもの）を管理する認証サーバーを通してユーザー情

報と紐づけることが可能となる。 
53 LINE ユーザーと OwFS との間のデータのアップロード及びダウンロードとそれに伴う認証サーバーとの

連携は、Contents Delivery Gateway がその役割を担っている。OwFSと Contents Delivery Gateway をあ

わせて、LINE 社内では総称として「OBS」と呼んでいる。もっとも、場合によっては、OwFS と特に区別す

ることなく、画像、動画及びファイルを保管するストレージ全体を「OBS」と呼ぶこともある。 
54「OBS」の語は（とりわけセキュリティ部門や LINE アプリについての開発・企画部門で用いられている）

いわゆる社内用語であり、必ずしも LINE社外への説明で一般的に使われているものではない。 
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像は韓国にある」と言っていたのを聞いて認識した者、具体的なデータ区分等は説

明されなかったものの、個人に紐づいていない画像、動画及びファイルが韓国のサ

ーバーにおいて保管されていると 2020 年に説明された者が存在するに留まり、

LINE アプリのトークにおいて送受信される画像、動画及びファイルが韓国に保存

されていることに対する認識は曖昧なものであった。 

 

c 元公共政策担当執行役員の認識 

元公共政策担当執行役員に関しては、同人が出席していた 2016 年の社内会議に

関して、OBS の情報が韓国のデータセンターで保管されている旨が説明された議事

録が確認された。この議論等を通じて同執行役員が LINE アプリにて送受信される

画像、動画及びファイルが韓国に保管されていたことを認識した可能性は否定す

ることができないものの、「OBS」の詳細は社内関係者の間においても理解のレベル

が異なり得るものであり、主にセキュリティ部門や LINE アプリについての開発・

企画部門で用いられている用語であって、政策渉外活動とは必ずしも関連性が強

くないものであったことが認められる。 

この点に関し、元公共政策担当執行役員は、LINE アプリの日本ユーザーのデー

タが画像、動画やファイルを含めて日本にあるという認識であった旨ヒアリング

に回答している。 

 

d 他の役員等の認識 

一部の役員については、LINE アプリにおいて送受信される画像、動画及びファ

イルが韓国に存在すること自体は認識していた。しかし、上記(ア)のとおり、LINE

アプリにおけるコミュニケーションの大部分はテキストメッセージであり、その

データは日本国内に存在することや、韓国に保管されている画像、動画及びファイ

ルは特定のユーザーと紐づかない形で保管されていたこと等を理由として、「主要

なサーバーは日本国内にある」旨の説明を行うことについて、それが問題であると

いう認識は有していなかった。 

 

(エ) 見直しの必要性が認識されなかったこと 

上記のとおり、2013 年頃に「主要な個人情報は日本のデータセンターに保管」と

いう対外説明が策定されて以降、この説明は、2015 年及び 2018 年に若干の修正を加

えられながら利用され続け、2021 年 3 月に本事案が発生するまで、LINE 社において

当該説明内容が見直されることはなかった。 

この点について、当初回答方針を決定した LINE 社の経営陣においては、見直しを

すべきという問題意識そのものを持っておらず、見直しの指示もしていなかった。ま
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た、実際にデータの保管状況を認識していたセキュリティ部門も、対外説明の内容が

正確性に欠けるものとは認識していなかったことから、2021 年 3 月まで、特に当該

対外説明の内容の見直しの必要性を認識していなかった。 

また、実際に対外説明を行う公共政策・政策渉外部門の従業員の多くは、この点に

関する対外説明の内容が固まった後に入社しており、データの保管状況に関する対

外説明について個別にレクチャーを受けることもなかった。また、データセキュリテ

ィに関連する質問は受けることがあるものの、データの保管状況に関する具体的な

質問等を受けることがほとんどなかったために、「主要なサーバー」という表現の適

切性について特段の疑いを持たず、単に対外説明用資料に則って同様の説明を行っ

ていたと考えられる。 

 

ウ 「日本に閉じている」という趣旨の対外説明 

本委員会による検証の結果、LINE 社の少なくとも 2 名の役職員が、地方公共団体、

中央省庁、政党等の公的機関に対し、LINE アプリの日本ユーザーに関する全てのデー

タが日本にあるとの発言又はデータの所在について十分な確認を経ることなく事実に

反する発言を行っていたと認められる55。 

すなわち、公共政策・政策渉外部門のある従業員は、2020 年 10 月頃以降、複数（10

名未満）の国会議員との個別の口頭コミュニケーションの場において、LINE アプリの

日本ユーザーに関する全てのデータが「日本に閉じている」旨の説明をしたことがある

と述べ56、また、その他のある従業員も、上記従業員がそのような説明を行っていたこ

とを聞いたことがある旨の説明をしている。 

さらに、元公共政策担当執行役員は、LINE アプリの日本ユーザーのデータが画像、

動画やファイルを含めて日本にあるという認識の下、中央省庁等に対する LINE アプリ

の説明の場において LINEアプリの日本ユーザーに関する全てのデータが日本にあると

いう趣旨の説明をしていたことがあったと述べている。 

この点については引き続き本委員会で検証を続ける予定であるが、少なくとも、政策

渉外活動において求められるコミュニケーションの正確性に照らしてみれば、十分な

確認を経ることなく事実に反する発言をしていたことは、その職責等に鑑みて適切で

あったのか疑問であると言わざるを得ない。 

 

 
55 本文で述べている役職員以外にも、ある従業員は、LINE社のサービスを用いた課題ソリューションの提

案・提供の文脈で、中央省庁や地方公共団体に対して、書面による説明については「主要なサーバー」とい

う表現を用いていたものの、具体的なデータ保管状況を把握していないまま、口頭でのコミュニケーショ

ンにおいて自らが全てのデータが日本に存在すると相手に捉えられる表現をした可能性があると説明して

いる。 
56 この従業員は、この説明を行った理由について、2015 年頃及び 2018 年頃に元公共政策担当執行役員が

対外的にこのような発言をしたことを聞いたことがあり、その説明内容に倣ったものであると述べている。 
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(4) 政策渉外活動に関するガバナンス上の課題と改善の方向性 

ア ガバナンス上の課題 

上記のとおり、LINE 社において、「LINE を構成する主要なサーバーはすべて日本国内

にある」という表現が長期間見直されることなく使用され続けたことや、一部の役職員

により「日本に閉じている」という趣旨の発言がなされた背景には、次のような組織的

な問題点があると考えられる。 

 

①公共政策・政策渉外部門における対外的な情報発信に際して、公表資料の社内確

認自体は行っていたものの、具体的な説明内容まで踏み込んだ正確性・適切性を

事前及び事後に組織的・手続的に担保する仕組みが LINE 社として十分に整備さ

れておらず、また、対外説明を行う公共政策・政策渉外部門の役職員に対し、「主

要なサーバーは日本国内にある」という説明の基礎となる、データの保管状況に

関する情報が正確に共有されていなかった。 

②上記①に関連する点として、LINE 社が多様なサービスを提供していたことから、

部門間で「トーク」や「LINE アプリ」といった用語の内容や射程が明確にされ

ないまま議論等がなされていたことが窺われる。公共政策・政策渉外部門が「ト

ーク」のデータの保管状況について他部署に確認をしたとしても、そもそも「ト

ーク」という用語の意味するところが部署間ないし関係者間で異なっていたこ

とが、公共政策・政策渉外部門が意図する「トーク」のデータの保管場所につい

て、正確な情報が共有されなかった要因の一つになっていると推測される。 

③ヒアリングの結果、公共政策・政策渉外部門においては、業務がやや属人化して

おり、部門内外のコミュニケーションが活発ではなかったことが窺われる57。す

なわち、公共政策・政策渉外部門では、業務の性質上、各従業員が個々人の公的

セクターとのコネクションを活用して渉外業務を行うケースが多く、部門内で

の横のつながりが必ずしも活発ではなく、上司に対してであっても全てを報告

するわけではないという状況が存在したと考えられる。 

④対外的な情報発信の正確性・適切性を事前及び事後に組織的・手続的に担保する

仕組みが十分に整備されていない中で政策渉外活動に求められる正確なコミュ

ニケーションを行うためには、役員等の経営幹部が関連するリスクに配慮し、慎

 
57 関係者のヒアリングの結果、公共政策・政策渉外部門においては、業務が属人化しており部署内のコミ

ュニケーションが活発ではなかった旨を説明する者が複数名存在した。この点が本事案に直接関係するこ

とまでは確認できなかったものの、コミュニケーションを活発に行うことができる環境を整えることによ

り、公共政策・政策渉外部門内における用語の定義についての正確な知識の共有を通じて、データの保管

状況に関する正確な知識に基づかない対外的説明をより早期の段階で是正できた可能性もあると考える。

この点は、公共政策・政策渉外部門の業務の性質等も考慮しながら、今後も検証する必要があると考えら

れる。 
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重な姿勢で臨むことが求められるものの、そのような姿勢が必ずしも徹底され

てこなかったと考えられる。 

 

本委員会としては、これらの組織的な問題点を含むその他のガバナンス上の課題に

ついて58,59、LINE 社の経営陣が、日韓関係の変化という経営環境にも目配せをした上で、

日本ユーザーや社会に信用されるインフラとしての LINE社のあり方についてどのよう

に捉えたのか、また、LINE 社の経営陣においてどのように判断するのが望ましかった

のかについて、今後さらに検証を進める予定である。 

 

イ 改善の方向性 

(ア) ガバナンス上の課題に対する改善策 

上記アの課題に関しては、LINE アプリの利用状況等に照らして、幅広いユーザー

に対し適切にアカウンタビリティを果たしていくという観点からは、政策渉外を含

む対外説明について、その発信前にユーザー目線で内容をチェックしたり、定期的に

あるいは必要に応じて見直しの機会を設ける体制・手続を整備したりすることによ

り、その内容の正確性・適切性を組織的に担保する仕組みを整備することが必要であ

ると考えられる。 

この点について、上記(2)イのとおり、LINE 社においては、公共政策・政策渉外部

門において、2021 年 6 月に公共戦略室とグループ渉外室との間に牽制関係を生じさ

せることを意図した組織再編を行っており、現在、グループ渉外室による公共戦略室

のコミュニケーションの正確性・適切性の確保に向け、具体的なルールを検討中であ

り、その実効性を図る仕組みにすることが重要であると考える。 

 

 
58 この点、本委員会における議論においては、課題①～④以外にもより重要な課題として、正しい事実の

把握に必要な調査をすることなく情報発信する役員ないし企業の体質の問題があるのではないかとの委員

の指摘があった。 
59 一部の報道により、韓国当局に通話内容が傍受されているといった情報がメディアやネット上で拡散し

ていたこと等（当時、韓国当局に LINEアプリの日本ユーザーの通話内容が傍受されているという記事を受

け、LINE社は、そもそも情報経路が暗号化されていることに加え、傍受・外部送信等の不正アクセスがあ

ったという形跡がないことを根拠に、当該記事に記載された事実は存在しないと判断した。）により、LINE

アプリに関するデータの一部が韓国に保管されていることをそのまま説明することがかえって風評リスク

を拡大させ得る状況と考えていたことも、詰めた検討が行われてこなかった理由の一つになっているので

はないかとの指摘もあった。例えば、社内ヒアリングにおいて、LINE 社がグローバル企業である一方で、

韓国に言及すること自体がネガティブに捉えられるリスクを考慮せざるを得ず、明示的に意識してきたわ

けではないものの、できるだけ韓国に言及しない説明を試みてきた側面があったことは否定できない旨を

述べる者もいた。 
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(イ) その他の改善策 

また、このほかに LINE 社において検討中の改善策は、以下のとおりである。 

 

抽出された課題 改善の方向性 

・ユーザーへのアカウンタビリティに対

する認識が甘かった。 

・会社目線でのミスリーディングな回答

方針の決定がなされていた。 

・ユーザー目線を意識したアカウンタビリティ

の強化 

→透明性・正確性を持った開示の徹底 

→外部目線を入れたアドバイザリーボードの設

置 

→アカウンタビリティの視点を入れた従業員

CSR意識調査の強化 

・発信内容の正確性・適切性を確保する手

続が十分に整備されていなかった。 

・発信内容やその趣旨・背景について正確

な理解を共有する機会が設けられていな

かった。 

・対外コミュニケーションに関するルール等の

明確化（関連規程・マニュアル等の整備・見直し、

関係部署の責任権限の明確化） 

・上記ルール等の定着（周知、社内教育の実施等） 

・重要ポリシーの趣旨・背景に関する正確な理解

を共有するマテリアル（逐条解説等）の策定 

・対外コミュニケーションの事後検証の

仕組みが十分に整備されていなかった。 

・重要な対外コミュニケーションの事後検証の

仕組みの整備・充実（口頭を含む発信内容の記録

化、経営層への報告、管理部門・内部監査部門に

よるモニタリング等） 

 

これらの点についてはいずれもガバナンス上の課題として抽出された点に関連し

て重要なものであるところ、本委員会としては、当該改善策の具体的な内容について

引き続き検討を進める予定である。 

 

3 企業風土・心理的安全性 

(1) 検証事項 

第一次報告までの議論を踏まえ、本委員会は、LINE China 社における日本ユーザ

ーのトーク情報へのアクセスや、本件移管決定（その後の見直しを含む。）、政策渉外

活動における対外説明等の課題について、個々の従業員が問題意識を持ち、率直に問

題提起を行うことができる環境があったかという観点から、LINE 社における企業風
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土・心理的安全性60について問題や課題がないかを検証する必要があると考えた。そ

こで、本委員会は、LINE 社における従業員に対する意識調査や研修・教育、経営陣

と従業員のコミュニケーションの状況等を踏まえ、従業員が率直に意見を述べたり

問題提起をしたりできる環境であったのかを検証した。 

なお、LINE 社における企業風土・心理的安全性に関しては、現在、技術検証部会

においてアンケート調査を実施中であり、今後、当該アンケートの結果等を踏まえた

検証を進めていく予定である。 

 

(2) LINE 社における取組みの概要 

以下では、本検証の対象とした、LINE 社における従業員が率直に意見を述べたり

問題提起をしたりできる企業風土の形成や心理的安全性の確保に関連する各種の取

組みについて、その概要を説明する。 

 

ア 意識調査 

LINE 社では、グループ役職員への LINE グループ行動規範の浸透度を評価し、浸透促

進のための施策を検討・立案することを目的として、2016 年度以降、コンプライアン

ス担当部署が、年 1 回、LINE グループの全役職員を対象としたアンケート調査（以下

「LINE 意識調査」という。）を実施しており61、LINE 意識調査の結果・課題等について

は、年 1 回、取締役会及び経営会議に報告されている。 

 

イ 研修・教育 

LINE 社では、LINE 社やその子会社の役員を対象としたコンプライアンス関連研修等

の全社的なプログラムに加えて、外部アドバイザーによるエグゼクティブ・コーチング

62等の各役員が活用できる個別のプログラムが整備されている。 

また、LINE 社のマネージャー以上の役職者を対象とした、リーダーシップ、チーム

ビルディング、モチベーション、ハラスメント、ダイバーシティ＆インクルージョン等

 
60 “psychological safety - a shared belief held by members of a team that the team is safe for 

interpersonal risk taking”Edmondson, Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams 

(1999).すなわち、チームにおいて、そのメンバーが対人関係のリスクを恐れることなく安心して率直な意

見を述べることができる状態をいう。 
61 なお、2017年度以降は、外部コンサルタントと連携して実施しており、一部の項目については、連携し

た外部コンサルタントが保有するデータをベースとした他社平均やベンチマークとの比較検討が行われて

いる。 
62 リーダーシップ・事業戦略・組織マネジメント等のテーマについて、外部アドバイザーとの対話を通じ

て得られた思考プロセス・ノウハウ等を事業運営に活かしている。 
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の企業風土・心理的安全性の向上に関連する様々なテーマを取り扱う研修プログラム

が整備されている。 

 

ウ 経営陣と従業員のコミュニケーション 

LINE 社では、2 か月に 1 回を目途に、全役職員に対して事業の最新状況や成果・今後

の戦略・人事制度情報の共有等を行う全社集会や、年 1 回程度、コンプライアンスをテ

ーマとした取締役や監査役とコンプライアンス担当部門やリスク管理担当部門との対

談・ヒアリング内容を共有する社内配信等のほか、年 1 回程度、各プロジェクトでのエ

ピソード等を共有する WOW AWARD 等の経営陣と従業員のコミュニケーションに関する

取組みが行われている。 

また、全役員が一同に介して役員相互理解・全社横連携・全社テーマの設定等の組織

課題について議論するワークショップ等の役員間のコミュニケーションに関する取組

みも行われている。 

 

エ 内部通報制度 

LINE グループでは、役職員による法令違反、社内規程違反等を早期に発見し、不祥

事を未然に防ぐとともに必要な改善を図り、企業の健全性を高めるため、職場内の不正

等を発見したときに、その内容を報告できる窓口を社内外に設置している（以下、当該

窓口への報告を「内部通報」という。）。LINE 社においては、内部通報の件数・内容・対

応等について、年 2 回（半期ごと）、取締役会及び経営会議に対して、それぞれ報告さ

れ、社外取締役や監査役等の役員から意見等がなされるほか、監査役とコンプライアン

ス部門の月次の会議において、通報状況や周知徹底等の課題について共有・検討が行わ

れている63。 

 

オ 組織サーベイ 

LINE 社においては、チーム単位のエンゲージメント64を測定する組織サーベイ（wevox）

が導入されており、2019 年 1 月以降、月 1 回、LINE社の正社員及び契約社員を対象と

して実施されている65。当該サーベイの集計結果は、マネージャーが毎月確認し、チー

 
63 なお、少なくとも 2017年頃以降、これまで本件に関連した個人情報の取扱いやデータガバナンスに係る

報告や問題提起が通報窓口に寄せられたことはなかった。 
64 主体的・自発的に、仕事に取り組む意欲や組織に貢献する意欲を指す。 
65 wevoxの導入に際し、LINE社代表取締役社長 CEOから従業員に対して、「なぜ、wevoxを導入しているか

というと、日々事業も組織も変化する LINEにおいて、組織の課題や変化をできる限り早くキャッチし、改

善に繋げ、みなさんが思い切り挑戦できる環境を作っていきたいと考えているからです。これまでの LSO

同様、wevoxでの回答やコメントは、経営の私たちの元にも届いていますし、とても注目をしています。組
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ムのマネジメントに活用しているほか、人事労務部門においても人事労務関係の問題

や課題等の検討・改善に利用している。 

2019 年度末及び 2020 年度末時点における総合スコア及び各項目66のスコアは、ベン

チマーク67と同等の水準となっている。 

 

カ 人事評価制度 

LINE 社においては、上司に加えて、同僚や部下も評価者となる人事評価制度（C-

Review）が導入されており、役職者については、部下が評価者となり「チームビルディ

ング」、「フィードバック」等について評価される「リーダーシップレビュー」が行われ

ている。 

 

(3) 現時点の検証結果 

LINE 意識調査の結果における企業風土・心理的安全性の関連項目については、概

ね良好な数値であり、ベンチマークとの比較でも良好な数値であることが確認され

た。また、指摘された課題等に対して、改善対策の取組みが行われていることや改善

傾向にあることも確認された。ただし、メンタルヘルス問題やハラスメント等の労働

環境については、相対的にネガティブな回答が目立つ状況であり、この点は、いわゆ

るコロナ禍に伴うリモートワーク環境が影響しているとも考えられるものの、労働

環境の悪化やコミュニケーション上の支障等は、従業員が率直に意見を述べたり・問

題提起をしたりできる環境や企業風土・心理的安全性に悪影響を与え得るため、留意

する必要があると考えられる。 

また、公共政策・政策渉外部門においては、業務がやや属人化しており、部署内の

コミュニケーションが活発ではなかった旨の声も確認されている(上記「2 政策渉外

関連」参照)。 

したがって、LINE グループ全体では特筆すべき問題点や課題は確認されていない

ものの、特定の部門やチーム単位において心理的安全性が十分に確保されていない

状況が存在しないかといった点等について、技術検証部会におけるアンケート調査

の結果も踏まえて検証・分析する予定である。 

 

 
織の状況を正しく理解するには、みなさんが率直に、ありのままを回答してくれることが大切です。みな

さん自身が声に出し、行動することで、プライドをもって働ける LINE であり続けましょう。」とのメッセ

ージが電子メールで配信されている。 
66 企業風土・心理的安全性に関連する項目としては、仕事に対するエンゲージメントを測定する「承認」・

「人間関係」、組織の理念や文化、環境に対して感じるエンゲージメントを測定する「環境」・「理念戦略」・

「組織風土」等の項目がある。 
67 wevoxを導入している企業の平均値を指す。 
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4 LINE Pay社及びLHC社関連 

(1) 検証の経緯 

上記第 1 の 1 のとおり、本委員会は、LINE 社におけるデータの取扱いについて、

セキュリティ及びガバナンスの観点から外部有識者にて検証・評価するために設置

されたものである。LINE 社の関連会社のうち、LINE Pay 社はサービスの利用者に関

する口座残高情報やクレジットカード情報等を取り扱っており、LHC 社は、利用者の

既往歴や保険証の情報等を取り扱っていることから、この両社は特に重要性の高い

個人情報を扱う子会社であるといえる。 

そこで、この 2 社については、本件と類似の問題が生じていないかを確認するた

め、外国からの日本ユーザー情報へのアクセス等の状況とそれに関する対外説明の

正確性・適切性という観点から追加の検証を実施している。 

 

(2) LINE Pay 社 

ア LINE Pay社のサービスの概要 

LINE 社の 100％子会社である LINE Pay 社は、主として、キャッシュレス決済サービ

スである「LINE Pay」と家計簿・資産管理サービス「LINE 家計簿」を運営している。こ

のうち LINE Pay は、LINE アプリのユーザーが LINE Pay に関する規約に同意して LINE 

Pay に登録することで、LINE Pay 加盟店での支払いや LINE Pay に登録した使用者同士

での送金が可能となるサービスであり（下記図参照）68、同サービスが前払式支払手段

及び資金移動業に該当することから、LINE Pay 社は資金決済に関する法律の登録事業

者である。 

 

 
68 LINE Pay 社のサービスの詳細は、LINE Pay 社のホームページ（https://linepaycorp.com/ja/）を参照

されたい。 

https://linepaycorp.com/ja/
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イ （外国からの）日本ユーザー情報へのアクセス状況 

日本国内における LINE Pay 社のサービスの利用者情報69は、サービス開始以来、日

本又は韓国のデータセンターで管理・保管されている。この利用者情報について、①韓

国に所在し、日本国内での LINE Pay サービスの開発、設計、保守及び運営を実施する

3 社、②台湾に所在し、台湾内での LINE Pay サービスを提供する 1 社及び同社から業

務を受託している台湾内における事業者 1 社、並びに③タイに所在し、タイ国内での

LINE Pay サービスを提供する 1 社に対し、アクセス権限が付与されている。このうち、

台湾及びタイに所在する 3 社にアクセス権限を付与していた理由は、LINE Pay の利用

者の「取引履歴」は国・地域ごとに分けて管理されている訳ではなく、国・地域をまた

いで一体的に管理されているところ、台湾及びタイで LINE Pay サービスを提供するに

当たり、当該取引履歴についてアクセスする必要があることや不正検知や顧客対応に

おいて国・地域を横断して対応することが合理的であるためであった70。 

LINE Pay 社では、中国で WeChatPay を運営する財付通支付科技有限公司及び韓国で

Naver Pay を運営する NAVER 社とグローバルアライアンスを締結しており、日本で LINE 

Pay サービスの QR コード決済に対応する加盟店において、中国及び韓国からの訪日客

が利用する WeChatPay サービス、Naver Pay サービスをそのまま利用できるサービスを

展開している。もっとも、このグローバルアライアンスにおいて、日本の LINE Pay サ

ービスの利用者情報が外国のこれらの会社に提供されることはない。 

 

ウ アクセス上の問題点及び対応状況等 

LINE Pay 社においては、利用者情報の管理状況等に関して、主に下表左側欄の各問

題点が把握されており、これらの問題点に対して、2020 年 3 月以降、下表右側欄に記

載した一定の対応を行っているとのことである（一部対応を検討中のものを含む。）。 

 

主な問題点 LINE Pay 社の対応状況 

・重要な委託先における利用者情

報の管理体制の確認が不十分であ

ったこと 

LINE Pay 社は、2020 年 3 月に外部委託先管理チーム

を設置した。同チームは、金融庁が公表している「事

務ガイドライン」等を参考に、外部委託先選定時にお

 
69 ここで利用者情報とは、LINE Pay 社のサービスの利用者の氏名、生年月日、住所、職業等の事実に関す

る情報に加え、前払式支払手段の利用履歴や残高情報、資金移動サービスの取引履歴や口座残高情報、電

子決済等代行業に係るサービスの利用履歴や口座残高情報、クレジットカード情報等も含まれる（以下同

じ。）。 
70 なお、LINE社から中国を拠点とする会社（LINE China社等）に対し行われていた業務委託又は再委託の

範囲の中に LINE Pay 社の業務は含まれていなかった。 
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主な問題点 LINE Pay 社の対応状況 

けるチェックリストの整備等を行うなど、外部委託

先の管理態勢を強化している。なお、既に日本国内の

委託先に向けたチェックリストの整備は完了してお

り、今後は外国の委託先に対するチェックリストの

整備を行っていく予定である。 

・利用者情報に係る統括責任者

が、委託先の要職を兼職していた

こと 

一社を除き、委託先との兼職は解消されている。残る

一社との兼職についても体制変更を検討中である。 

・委託先に対する利用者情報のア

クセス権限の付与・管理が不十分

であったこと 

LINE Pay 社は、2020年 3 月、外部委託先に対するア

クセス権限の状況等を含む情報セキュリティの管理

を所管するチームを新たに設置した。同チームは、

LINE Pay の日本ユーザーのデータにアクセス可能な

外国委託先従業員のアクセス権限の範囲・アクセス

履歴の調査を実施し、サービスの利便性も勘案しつ

つ、アクセス権限の見直しを実施した。今後も、アク

セス権限の見直しのため、2021 年 9 月を目処に詳細

な調査を継続する予定である。また、同チームは、ア

クセス権限が付与された従業員のアクセス状況に対

するモニタリングを年に 2 回の頻度で実施していく

予定である（一回目については 6 月に実施済。）。 

・資金決済に関する法律第 39条第

1項の登録簿の記載内容と LINEグ

ループの外国会社（韓国、台湾及

びタイの会社）からの利用者情報

へのアクセスの実態に違いがあっ

たこと 

LINE Pay 社は、日本の利用者と日本以外の利用者と

のアクセス権限を区分する作業を行うなど、登録簿

と実態の違いを解消する取組みを行っている。さら

に、登録簿の内容が実態を正確に反映した記載にな

るよう、登録申請書記載事項の修正の申出を検討す

る予定である。 

・内部監査チームの監査が不十分

であったこと 

2020 年 5 月、内部監査チームは、人事異動と新規採

用によって、システム監査の専任チームを編成した。

その上で、現在、情報セキュリティやシステムインフ

ラに関連する監査について、委託先も監査対象に含

めた横断的な監査を実施している。 

 

なお、上記のとおり資金決済に関する法律の登録事業者であることから、LINE Pay 社

は、本事案の発生を受け 2021 年 3 月 22 日に監督当局である金融庁から利用者情報等

の管理状況に関して報告徴求命令を受け、同年 3月 29日に報告書を提出した。LINE Pay
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社は、同報告書の提出後も、金融庁と継続的にコミュニケーションを行っている。 

 

エ データの所在地やアクセス状況等に関する対外説明71 

本事案が発生する 2021 年 3 月以前、LINE Pay 社が、加盟店である中央省庁や地方自

治体等に対する LINE Pay の利用についての説明として、データの所在に関して誤解を

与えるような説明をしていたことを窺わせる資料等は確認されていない。 

他方で、本事案の公表後、主として総務省や経済産業省から LINE Pay 社の管理する

データの所在地や外国からのアクセス状況について照会があったとのことであるが、

当該照会に対しては、社内で実態を再確認するとともに、LINE 社の PR 部門にも回答内

容を確認してから回答しているとのことであり、現時点までに、LINE Pay 社が、デー

タの所在について誤解を与えるような説明をしていたことを窺わせる資料等は確認さ

れていない。 

また、LINE Pay 社は、LINE 社と同様、明確化の観点から 2021 年 4 月にプライバシー

ポリシーを改訂しており、改訂後のプライバシーポリシーには「お客様の個人情報を日

本及び韓国に所在するデータセンターに保管しています。」との説明が明記されるとと

もに、「現地（台湾及びタイ）におけるカスタマーサポート業務や不正対策業務を行う

ために、タイ及び台湾に所在する LINE 金融グループ会社やその委託先企業にお客様の

個人情報を移転することがあります。」と明記された72。 

このほか、外国会社からの日本の LINE Pay の利用者情報に対するアクセス状況につ

いて、LINE Pay 社が提出した資金決済に関する法律第 39 条第 1 項に定める登録簿の記

載内容と実態に違いが確認された。この点について、LINE Pay 社においては、同社の

保有する個人情報等にアクセス可能な外国会社とは個別に個人情報保護に関する契約

を締結しており、これらの外国会社が個人情報保護法第 24 条（外国にある第三者への

（個人データの）提供の制限）の例外要件を満たすことを確認していたものの、今後、

登録簿の記載内容が実態を正確に反映した記載になるよう、登録申請書記載事項の修

正の申出を検討する予定であることは、上記ウ表の四つ目の点のとおりである。 

 

 
71 なお、本項でいう「対外説明」とは、監督官庁に対するやり取りではなく、パートナーとしての中央省

庁及び地方公共団体に対するコミュニケーションのことを言う。 
72 改訂前のプライバシーポリシーでは「当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客様から取

得した個人情報の全部又は一部を国内及び海外の業務委託先に預託することがございます。その際、業務

委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を規定し、情報

が適正に管理される体制作りを行います。」と記載され、顧客の個人情報を「共同して利用する者の範囲」

として「LINE 株式会社及び LINE 金融グループ（金融庁が所管する事業又は外国において当該事業に相当

する事業を営む LINE株式会社の子会社または関連会社をいいます。なお、子会社、関連会社の定義は「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い、外国にある子会社、関連会社も含まれます。以

下同様です。）」と記載されていた。一方、個人情報の具体的な保存先（国名）や個人情報にアクセスし得る

具体的な外国委託先の所在国名については言及がなかった。 
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オ 対外説明の評価 

上記のとおり、現時点までの検証において、上記登録簿の件を除いては、①実際は現

在データの移行中であるが、過去、既にデータ移管が完了しているといった実態と異な

る説明をしていた事実、②韓国で管理・保管されている利用者情報が日本で管理・保管

されているという実態と異なる説明を行った事実、及び③LINE Pay の利用者情報に対

するアクセスは日本国内で閉じており、外国会社からのアクセスはないなどという実

態と異なる説明を行った事実は確認されなかった。 

 

(3) LHC 社 

ア LHC社のサービスの概要 

LHC 社は、主として、LINE アプリ上で医師に遠隔健康医療相談ができるサービスであ

る「LINE ヘルスケア」、LINE アプリ上で診療の予約、ビデオ通話での診療、決済を完結

することのできるオンライン診療サービスである「LINE ドクター」及び LINE アプリ上

で特定疾患に関する LINE 公式アカウントを発行・管理する「疾患別公式アカウント」

の 3 つのサービスを提供している73。 

 

イ （外国からの）アクセス状況 

LHC 社が提供する「LINE ドクター」では、サービスを利用する患者に関する情報と医

師に関する情報を取得するところ、サービスをローンチした 2020 年 12 月当初、LINE

グループ全体の方針・規則に沿って、これらの利用者情報を日本で管理・保管する一方、

画像データ（健康保険証、各種医療証等）は韓国で管理・保管していた。もっとも、2021

年 2 月頃、LHC 社では、今後の業務拡大の可能性を見据え、いわゆる 3 省 2 ガイドライ

ン74の要求事項に沿った環境を日本のデータセンターで構築するため、韓国で管理・保

管していた画像データ（健康保険証、各種医療証等）の日本への移管を開始、同年 3 月

末に移管を完了し、それ以降、LINE ドクター上で登録された医療機関情報及び患者関

連情報（健康保険証、各種医療証等の画像データを含む。）は、日本のデータセンター

で保管されている。ただし、現在でも、LINE グループの財務情報システムに保存され

た LHC 社から医療機関への支払いに必要な情報（医療機関名称、所在地、担当者氏名、

 
73 LHC社が提供するサービスの詳細は、同社のホームページ

（https://linehealthcarecorp.com/ja/business/service）を参照されたい。 
74 医療情報安全管理関連ガイドライン検討ロードマップに沿って、電子的に医療情報を扱う際の情報セキ

ュリティ等の観点から策定されるガイドラインであり、厚生労働省並びに経済産業省及び総務省から発出

された 2つのガイドラインの総称のことをいう。 

https://linehealthcarecorp.com/ja/business/service
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決済情報等）は韓国でも保存されており、今後 LINEグループ全体と足並みを揃えてデ

ータ移管等の検討を行う予定とのことである。また、患者が LINE Pay サービスを利用

して決済を行う場合、LHC 社から LINE Pay 社に対して利用者識別のためのユーザー識

別子情報、決済金額その他の決済に必要となる情報等が提供されている。 

また、LHC 社では、外国の会社への委託は LINE 社を介した再委託の形式で行ってい

るが、再委託先に付与したアクセス権限の管理や具体的な委託業務に紐づくセキュリ

ティ対策は LHC 社が実施している。他方、監査等を通じた再委託先における組織的な安

全管理措置についての確認は LHC 社独自では実施していないものの、今後、LINE 社を

通じて行う予定であるとのことである75。なお、再委託先に中国の会社は含まれていな

い。 

さらに、LHC 社では、サービスの開発・保守のために必要な範囲で、再委託先を含む

LHC 社の委託先の従業員が利用者情報等を含むデータをダウンロードすることは禁じ

られていないが、この場合でも、LHC 社のセキュリティ部門から同社の企画部門等に対

し、ローカル環境には営業日を跨いでデータを保存しないようにすべきであること等、

利用者情報へのアクセス・保存が「業務に必要な範囲」に留まるよう都度アドバイスが

行われている。なお、利用者情報に関する機微な情報は暗号化がされている。 

 

ウ アクセス上の問題点等 

上記イのとおり、外国の再委託先に対しても LHC 社から情報セキュリティに対する

対策や助言を行っており、監査等を通じた再委託先における組織的な安全管理措置に

ついての確認についても、今後 LINE社を通じて行う予定であるとのことである。また、

個人データの取扱いの（再）委託が発生する場合には、LHC 社のセキュリティ部門によ

るリスクアセスメントが行われる上、（再）委託先候補が LINE グループ外の場合、「委

託先チェックシート」による管理態勢の評価を行い、「個人情報保護に関する契約」を

締結、受領しており、一定のリスクコントロールが行われていると評価できる。 

 

エ データの所在等に関する対外説明 

本事案発生前後を問わず、LHC 社から省庁や自治体に対し、積極的にデータの所在等

に関する対外説明を行った事実は確認されていない。他方、省庁や自治体等からの問い

合わせに対して一般的な説明をしたことはあるものの、問い合わせに対する定型的な

マニュアルや説明内容の記録等が存在せず、個別の説明内容を認定することは困難で

ある。もっとも、LHC 社では、LINE 社の方針に従って説明する対応がとられていたた

 
75 LINE社として、今後 NAVER社をはじめとした外国グループ会社・関連会社の監査を実施する予定であり、

このような監査の一環として監査が実施される予定である。 
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め、個別の問い合わせに対しては「主要なサーバーは日本にある」との説明をしていた

可能性がある。 

また、LHC 社の担当者らの説明によれば、患者及び医師に対する説明に関しても、本

事案発生以前において、LHC 社として公式にデータの所在場所についての説明をしたこ

とはなかったとのことである。他方で、医師や患者から利用者情報の管理・保管場所に

関する個別の問い合わせを受けることはあったようであるが、上記同様、それらの説明

内容を認定することは困難である76。 

また、2021 年 3 月 26 日、本事案の発生を受け、LHC社として利用者情報の所在に関

するプレスリリースを発出したが、当該リリースには「会員情報等は、日本国内のデー

タセンターにて管理されておりますが、これらのうち、医師免許証や領収証等の画像デ

ータは、現在日本国内サーバー移管中のため、日本と韓国のデータセンターにて管理さ

れています。※2021 年 3月 31 日に、日本国内の Private Zone サーバーへの全データ

の移管が完了いたしました。」との記載が存在した。 

しかし、医療機関の利用者情報のうち、医療機関名称、所在地、担当者氏名、決済情

報等は LINE グループの財務情報システムにも登録され、現時点でも韓国にも保管され

ていることから、同年 7 月 8 日に当該プレスリリースが一部改正され、①医療機関の

利用者情報のうち、医療機関名称、所在地、担当者氏名、決済情報等は、LHC 社から医

療機関への支払いを実施するための情報として、LINE グループで利用している財務情

報システム（社内システム）にも登録されており、これらの情報が韓国のデータセンタ

ーにて管理されていること、②「LINE ドクター」における患者から医療機関への支払

いに関して LINE Pay サービスを利用している場合には、LINE Pay サービスを利用する

ために必要なユーザー識別子情報が LHC 社から LINE Pay 社に提供されていること等が

追記された77。 

利用者に対するプライバシーポリシーでは、従前から外国にある委託先を含む委託

先に利用者情報の提供を行うことがある旨を明記しており、問題は認められないもの

の78、2021 年 7 月 8 日、外国の委託先の利用状況について、具体的な国名を示すなど、

 
76 2021年 3月 26 日、一部のメディアによって、LHC社の医療機関向けの営業担当者から「データは全て国

内サーバーに置く」との説明を受けた医師がいるとの報道がなされている（https://medit.tech/line-

doctor-security-and-governance-crisis/）。この報道に関し、LHC社は、当該従業員に対するヒアリング

を実施しており、当該従業員が当該医師の質問に対し「主要サーバーは国内である」旨の回答を行い、こ

のような回答が誤解を生んだ可能性があるとの整理を行っている。なお、この報道が出た後、LHC社として

当該医師に対してデータの保管場所に関する詳細な説明を行っており、現在は理解を得られているとのこ

とである。 
77 https://linehealthcarecorp.com/ja/pr/news/2021/6 
78 個人情報保護委員会が 2016 年 11月に公表し、2021年 1 月に一部改正された「個人情報の保護に関する

法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）」2−1では、「法（個人情報の保護に関する法

律）第 24条において求められる本人の同意（外国にある第三者への提供の同意）を取得する場合、本人の

権利利益保護の観点から、外国にある第三者に個人データを提供することを明確にしなければならない。」

と規定している一方、提供先の国名を明記することは記載されていない。また、同委員会が 2017年 2月 16

日に公表し、2021 年 6月 30日に更新された「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及

び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関する Q＆A」Q9−2では、本人の同

https://medit.tech/line-doctor-security-and-governance-crisis/
https://medit.tech/line-doctor-security-and-governance-crisis/
https://linehealthcarecorp.com/ja/pr/news/2021/6
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より丁寧な記載に改訂された。  

 
意を取得する際に常に提供先の国名を明示する必要があるかという質問に対し、「事業の性質及び個人デー

タの取得状況に応じ、当該本人が当該同意に係る判断を行うために必要と考えられる適切かつ合理的な方

法によ」る必要があるとしつつ、「この方法には・・・国名等を特定する代わりに外国にある第三者に提供

する場面を具体的に特定する方法などが含まれ得ます。」と記載されている。 
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第3 ZHD社によるグループ会社のデータガバナンスについて 

本委員会においては、LINE社をはじめとするグループ会社が適切なデータガバナンス体

制を構築するため、以下の取組みを開始している旨、ZHD社から報告を受けている。 

本委員会は、この報告も踏まえ、令和2年個人情報保護法改正における越境移転規制等へ

の対応はもちろんのこと、ZHD社がグループ各社を監督する立場から求められる対応等に

ついて、引き続き検討の上、必要な提言等行っていく予定である。 

 

1 ZHD社におけるデータガバナンスが目指す方向、前提概念について 

ZHD 社においては、グループ一丸となって、人々の日々の生活をより豊かにし、また、

これまで解決できなかった社会課題を解決していくことで、社会の一員として受け入れ

られながらその役割を果たしていきたいと考えている。そのためには、人々のニーズや課

題を的確に捉え、そのニーズを充足させるための情報やサービスの提供、その課題の具体

的解決策の提案をしていかなければならない。ZHD グループにおいては、それぞれが「AI

の会社」として、個人や社会のニーズ、課題をデータから捉え、データを分析することに

よってより良い情報やサービス、課題の解決策を提案していく。この際、昨今特に懸念さ

れている国際的な経済安全保障をめぐる環境変化への対応を適切に行うことが重要であ

り、傘下にグローバル企業を抱える ZHD 社においては、とりわけこの点への適切な対応が

重要である。 

これらを前提として、ZHD グループにおいては、以下の事項をデータガバナンスにおい

て目指す方向とする。 

 

①研究開発、データ利活用、セキュリティとプライバシー保護の 3 点を適切に組み合わ

せたグローバルデータガバナンス体制を構築する。 

②自らのガバナンス活動について、ユーザー、社会、政府等に対し、透明性高く説明責

任を果たすことにより、信頼を構築し安心を届ける。 

 

その上で、提供する具体的なサービスについて、それぞれ以下の全てを満たすことを条

件とすることとし、まずは ZHD社の日本の主要子会社を対象としてその適合性を検証し、

順次外国（外国には国のほか地域を含む。以下同じ。）向けのサービスについても当該外

国の法制度や社会制度に適合したガバナンスモデルが構築できているか検証していく。 

 

①適用される法令を遵守すること 

②サービスを提供される社会が満たすことを期待するプライバシーやセキュリティの

水準を満たし、経済安全保障上も問題ないこと 
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③社会的責任、社会的良識に沿ったものであること 

 

 

※日本において提供するサービスのイメージ。提供するサービスは赤の破線内。 

 

2 ZHD社におけるデータガバナンスの全体構造 

ZHD 社においては、上記の研究開発、データ利活用、セキュリティとプライバシー保護

の 3 点をバランスよく強化するために、データ利活用の責任者である Group Chief Data 

Officer（GCDO）、研究開発の責任者である Group Chief Technology Officer（GCTO）、セ

キュリティとプライバシーの責任者である Group Chief Trust & Safety Officer（GCTSO）

が、三位一体となって、研究開発、データ利活用、セキュリティとプライバシー保護の 3

点を適切に組み合わせたデータガバナンスのあり方を協議することとし、そのための専

門の組織体として、「リスクマネジメント委員会」79の下に「データガバナンス分科会」を

設置した。データガバナンス分科会は、ZHD グループにおけるデータガバナンスに関する

ポリシーや、そのポリシーを具体的に実現するための規範としてのルールを策定し、個々

のグループ各社において当該ルールを遵守できているかについて評価・監査し、必要に応

じて是正勧告等する機能を有する。 

データガバナンス分科会の下には、以下の図に示すとおり、データ利活用に係る「デー

 
79 「リスクマネジメント委員会」は、ZHD社の業務執行に関する最高意思決定機関である「最高経営会議」

の参加メンバーで構成される組織で、ZHD社のリスクマネジメント方針の策定、リスクマネジメント全体の

指揮・統制を行う。 
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タドリブン小分科会」、「サイバーセキュリティ小分科会」、「データプロテクション小分科

会」、「データ研究・開発小分科会」を設置した。それぞれの分野においてガバナンス体制

案の設計、具体的なルールの案等の策定等を実施の上、データガバナンス分科会において

GCDO、GCTO、GCTSO 協議の上これを決定する。 

 

 

※データプロテクション小分科会の趣旨欄記載の「外形標準の適用検討」にいう「外

形標準」とは、データプロテクション・プライバシー保護に関するグループ各社に

おける具体的な取組みが、当該グループ会社の取り扱う個人情報の性質や規模、越

境移転の発生の有無等に応じて適切であることを客観的に担保するための第三者に

よる認証等をいい、NIST（米国国立標準技術研究所）のプライバシーフレームワー

クや APEC の CBPR システムの認証等を想定している。 

 

データガバナンス分科会において定められたルールを遵守して適切に事業を運営する

ために、ZHD グループの各社においてはデータガバナンスのための「3 ライン・モデル」

80（3 つの防衛線）を採用することとする。3 ライン・モデルにおいては、第 1 線はリスク

オーナーとしてリスクを適切に評価した上でコントロールする役割を、第 2 線は第 1 線

の活動が適切であるか監視・評価し、第 1 線の活動に助言をする役割を、第 3 線は第 1 線

及び第 2 線の活動が適切であるか監査し、問題があれば改善に向けた具体的助言を行う

役割を負う。ZHD グループ各社は、「3 ライン・モデル」の考え方を基礎として、各事業会

社の実態に即した形で具体的な 3 線構造のガバナンスシステムを導入する。 

 

3 外国関係において今後策定する具体的なルールの内容 

本事案との関係でとりわけ懸念される、日本向けサービスと外国との関係については

ZHD グループにおけるルールとして、以下を内容とした具体的ルールを策定する。 

 
80 The Institute of Internal Auditors「THE IIA’S THREE LINES MODEL (An update of the Three Lines 

of Defense)」https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated.pdf 
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①日本ユーザーの個人情報を保存する国・地域について 

・日本向けサービス又はグローバルサービスのうち日本ユーザーに関して収集した

個人情報は、プライバシー保護、経済安全保障の観点から、日本国内の物理サーバ

ーに保存することを原則とする。 

・特定の事業者のサービスの利用に伴って不可避的に当該事業者のサーバーに個人

情報が保存される場合であって、当該事業者のサーバーが外国に存在するときな

ど、例外的に日本国外の物理サーバーに個人情報を保存せざるを得ない場合は、デ

ータガバナンス分科会において承認された場合においてのみ、当該外国における

データの保存を許容する。 

 

②日本ユーザーの個人情報へのアクセスを許容する国・地域について 

日本ユーザーの個人情報へのアクセス権限は、当該アクセスをしようとする従業

員、業務委託先（再委託先を含む。）が所属する法人が設立された国（当該法人がい

ずれの国の法律に基づいて設立されたのか）によって、以下のとおりとする（従業員

には出向社員を含み、出向社員の場合は原籍の会社の設立された国によって判断す

ることを基本とし、原籍が日本企業であって外国企業に兼務出向している場合でも、

具体的な指揮命令系統の状況、日本ユーザーの個人情報へのアクセスを伴う業務実

施に関する兼務先外国法人への報告義務の有無、当該従業員の業務の実施に伴って

外国企業の管理するサーバー等に自動的に保存される情報の有無及びその内容等に

より、外国からのアクセスがあるか否かの判断を行う。）。 

・以下の国については許容する 

日本、EU 加盟国及び EEA 加盟国（欧州一般データ保護規則が直接国内法として

効力を有する国）、欧州委員会から十分性の認定を受けている国、APEC の CBPR シ

ステム加盟国 

・以下の国については許容しない 

日本と国家体制が著しく異なる国 

・上記に該当しない場合 

適用される個人情報・プライバシー保護制度（これらを阻害するおそれのある法

制度がある場合は、当該法制度による個人情報・プライバシーをはじめとする個人

の権利利益の侵害の可能性を検討の対象とする。）、日本と当該外国の関係の状況

等を勘案し、データガバナンス分科会において個別に判断する。 

 

③日本ユーザーの個人情報を扱うハードウエア、ソフトウエアの選定について 

機器の開発・製造過程等において、情報の不正な取得や破壊、情報システムの停止

等を目的とした悪意ある機能が組み込まれる懸念が払拭できないハードウエアやソ
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フトウエアを調達しないようにするため、「政府機関等の対策基準策定のためのガイ

ドライン」（内閣サイバーセキュリティセンター）を参考に、ZHD グループの機器選

定の基準の 1 つとして以下を追加する。 

・機器等の開発等のライフサイクルで不正な変更が加えられない管理がなされ、その

管理を ZHD 社又は ZHD グループ会社において確認できること 

 

④業務を停止していた LINE 社の中国における今後の業務方針 

LINE 社の中国における業務に関して、中国から撤退する業務及び中国で必要に応

じて実施する業務についての方針を策定した。なお、中国において業務を実施する場

合は、本番環境から独立した開発環境を利用し日本ユーザーの個人情報へのアクセ

スを行わず、また、中国における業務については適切に委託先の管理監督を行う。 

 

4 外国法令等による影響を適切にコントロールするための体制の構築 

ZHD 社が、ZHD グループの日本向けサービスと外国との関係についてのルールを策定す

ることによって外国による影響を適切にコントロールするためには、その前提として外

国法令や、日本と外国の関係の状況等を適切に把握していることが必要である。ZHD 社に

おいては、これらの調査に係る組織を強化するとともに、とりわけ後者については、近時

において経済安全保障をめぐる環境変化を経営に反映することが求められている81こと

から、これを実現するための体制強化を行っていく。  

 
81 金融庁「投資家と企業の対話ガイドライン（改訂版）」https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-

1/01.pdf  

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1/01.pdf
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第4 委員会における今後の議論・検証 

本委員会は、2021年3月23日の第1回会合以来、本報告書公表までに、本委員会において

は6回、技術検証部会においては13回（9ページと回数をあわせる）の会合を開催し、本事

案に係る事実確認及び検証を実施してきた。 

そして、本委員会第一次報告においては、今後検証すべき事項として以下の3点を、今後

検討すべき事項として以下の7点を挙げた。 

 

（第一次報告において今後検証すべきとした事項） 

・過去における再委託先であるLINE China社の従業員による日本のユーザーのデータへ

のアクセスについての技術検証部会による再検証（上記第2「これまでの検証により判

明した事実等」1「データガバナンス関係」(1)「LINE社による中国企業への業務委託」

関係） 

・メッセージングサービスで送信されたコンテンツのうち、日本ユーザーの画像、動画

及びファイルについて行われる日本国内への移転の適切性（上記第2「これまでの検証

により判明した事実等」1「データガバナンス関係」(2)「韓国サーバーでのデータ保

存関係」関係） 

・政策渉外活動における一部のコミュニケーションと現実の乖離が生じた構造的要因に

ついての検証（上記第2「これまでの検証により判明した事実等」2「政策渉外関連」

関係） 

 

（第一次報告において今後検討すべきとした事項） 

・個人情報保護、プライバシー、セキュリティ、経済安全保障、政策渉外分野に関する、

主要なグループ企業における適切な責任体制 

・個々の従業員が個人情報保護等に関する意識をもち、現場の問題について議論でき

る環境を整えるための体制 

・利用者目線での疑問や意見が社内で闊達に議論され、それが円滑にかつ適切に当該責

任体制にフィードバックされる体制 

・多国籍企業でもあるZHDグループにふさわしい一元的な監督体制 

・グループ内のガバナンス体制の改善の達成の状況をZHD社において適切に管理するた

めの体制 

・正確にかつ一般ユーザーの目線で理解しやすい形で適切に情報発信していくための体

制 

・LINE社の海外子会社に対するガバナンス体制 

 

これらのうち、第一次報告において今後検証すべきとした事項については本報告書にお
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いて報告したとおり検証を行った。第一次報告において今後検討すべきとした事項につい

ては、既にその取組みのあり方について報告があった事項も一部あるが、引き続きZHD社及

びLINE社から対応案又は改善案について報告を受け必要な助言等を行っていく。 

また、本委員会での議論を踏まえ、今後の本委員会では、一部報道のあったJILISとLINE

社との関係について検証するものとし、その結果について公表するものとする。このほか、

次回の報告書においては、本委員会で既に検討を行ったZHD社とLINE社の経営統合検討時

に実施されたリスク等の調査（いわゆる「デュー・ディリジェンス」）の実施状況について

も報告するものとする。 

 

以 上 
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