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多発する個人情報漏えい事件
【最近の主な個人情報漏えい事件】
２００３年以前（裁判事例）
１９９８年 １１月 早稲田大学
１４００人
１９９９年 ５月 京都府宇治市
２１万人
２００２年 ５月 ＴＢＣ
３万人
２００３年

２００４年

２００５年

６月 ローソン
５６万人
８月 アプラス
８万人
１０月 ファミリーマート
１８万人
１月 三洋信販
１１６万人
２月 ソフトバンクＢＢ
４５１万人
シティバンク
１２万人
３月 ジャパネットたかた
３０万人
アッカ・ネットワークス
３０万人
東武鉄道
１３万人
サントリー
７万人
４月 コスモ石油
９２万人
日本信販
１０万人
６月 阪急交通社
６２万人
ＢＳ-ｉ・Ｐ＆Ｇ
１万人
８月 ＤＣカード
４８万人
１０月 積水ハウス
２万人
１１月 シナネン
１万人
１月 札幌市保健所
２万人
１月 ポーラ化粧品
６万件
２月 ＮＴＴドコモ
２万人

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

【個人情報漏えい事件の原因】
【人間系】
「故意による事件（倫理欠如）」
★社員が社内の情報を何らかの形で外部に持ち出し事件を
起こす
★派遣社員が当社内の情報を何らかの形で外部に持ち出し
事件を起こす
★外部委託している企業の社員が当社内の情報を何らかの
形で外部に持ち出し事件を起こす
「過失による事件（管理不備）」
★眠っている間にパソコンやその中のデータ、媒体等を
盗まれる
★パソコンやその中のデータ、媒体等を置き忘れた
★廃棄したパソコンにデータが残っていた
【ＩＴ系】
「ウィルス・ソフトウェアによる事件」
★ウィルス感染によりパソコンの情報が流出
★キーロガー等のスパイウェアによる入力情報の盗難
★ウィニー、アンティニー等のファイル交換ソフト等によるパソ
コンデータの無意識による公開
「不正アクセスによる事件」
★サーバファイアウオール等の不適切な設定による不正
アクセス
3

個人情報保護の背景

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

個人情報漏えいによる社会的不安と経営リスク
【ＩＴ化にともなう個人情報漏えいの増加】

情報の秘匿性

経営における損失・リスク

コンピュータの普及
病歴・犯歴、信用情報や家系など、
通常絶対に他人には言わない情報

インターネットの普及
媒体の変化

クレジット番号など
悪用可能な情報

個人情報価値の変化

企業存続
の危機

★プライバシーの侵害
★社会生活への不安
★現実の被害

社会的信用
の喪失

個人情報の売買
個人的なコンタクトが
できる名簿の情報
個人情報

漏えいによる企業のリスク

経済的被害
の拡大
電話帳、ナビゲー
ション、住宅地図
等の情報

一旦出回った情報は無限
に広がり回収困難
電子媒体は大量の情報を複写・移動
が可能であり、その速度は一瞬
電子媒体はネットワークを利用
し、外からの操作が可能

情報が漏えいして何かの問題が発生したときに「情報
漏えい」を認識（リスクの実現と認識との時間差）

謝罪・
処分
実害が
ない

情報漏えいに対する企業の対応
（リスクの実現後の対応）

架空請求、
不正使用
の被害

脅迫、排除、
ストーカー被害
さらに深刻な
危険の発生
漏えいの社会的影響

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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個人情報保護に関する諸外国の動き
初期の立法化
１９７３年スウェーデン

１９７４年アメリカ（公共部門のみ）

１９７７年カナダ、ドイツ

１９７８年フランス、ノルウェー他

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）勧告
１９８０年 「プライバシーの保護と個人データの国際流通についての理事会勧告」（ＯＥＣＤ勧告）
付属文書 「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」
第２部「国内適用における基本原則」 ①収集制限の原則 ②データ内容の原則 ③利用明確化の原則 ④利用制限の原則
⑤安全確保の原則 ⑥公開の原則 ⑦個人参加の原則 ⑧責任の原則
ＥＵ指令
１９９０年 ＯＥＣＤ８原則を受けた最初の提案
（ＥＵ指令）
１９９５年 「個人データ処理に係る個人情報の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」
※構成国に対して３年以内に個人情報保護に関する法律の制定又は改正を要求
※特に第三国が十分なレベルの保護措置を確保している場合に限って個人データの移転を行うことが
できる旨の制限を各国の国内法で定めるよう要求（第２５条）
【EU諸国】
公的・民間をカバーする包括的法律（オムニバス方式）
【OECD加盟国】
【アメリカ】
すべての加盟国で法律が制定
公的・民間個別の法律（セクトラル方式）
（例示）カナダ １９８２年プライバシー法（行政分野） ２０００年（民間分野）
１９７４年 プライバシー法（行政分野）
オーストラリア １９８８年プライバシー法（行政分野） ２０００年（民間分野）
１９９８年 子供のオンラインプライバ
ニュージーランド １９９３年プライバシー法（行政分野・民間分野）
シー保護法（民間分野）
韓国 １９９４年個人情報保護法（行政分野）
業界による自主的な対応の促進
１９９５年信用情報の利用・保護の法律（民間分野）
（self regulation)
【OECD非加盟国】
多くの国でデータ保護法等が成立
（例示）イスラエル１９８１年、モナコ１９９３年、香港１９９５年、台湾１９９５年、その他
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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個人情報保護に関する我が国の対応
【行政】
１９８０年
１９８２年

１９８５年

【民間】
当初、民間団体に関する一般法は存在していない
（業種ごとの関連法規で守秘義務等を定めたものは存在）

ＯＥＣＤ勧告に対して賛成を表明
プライバシー保護研究会がＯＥＣＤ勧告の法制化
のため「個人情報保護のための５原則」を提示す
るが消滅
行政機関における個人情報保護に関する研究会
の設置

１９８８年

「行政機関の保有する電子計算機処理に係る
個人情報の保護に関する法律」

１９９０年

「警察の保有する電子計算機処理に係る個人
情報の保護に関する規則」

国際的な情報流通の拡大・ＩＴ化

・電子政府、電子自治体等
・電子商取引等

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

１９９８年

「プライバシーマーク」制度の創設

１９９９年

「住民基本台帳法」改正
民間部門をも対象とした個人情報保護に関する
法整備を含めたシステムを早急に整備

１９９９年

JISQ１５００１の制定

個人情報保護体制の確立

・諸外国の民間部門対象の保護
法制整備
・情報の流通とプライバシー保護
の制度間の調和の要請

我が国のＩＴ社会の急速な発展

１９８０年代後半〜
個人情報保護法に関するガイドラインの策定
通産省、郵政省、ＪＩＳ（日本工業規格）、業者団体

「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」

ＩＴ社会の「影」
・個人の権利
侵害
・危険性
・不安感

２００３年５月２３日成立、５月３０日公布・同日施行
個人情報取扱事業者の義務等（第４章から第６章）、
および付則第２条から第６条までの規定を除き施行
２００５年４月１日
「個人情報の保護に関する法律の一部の
施行期日を定める政令」により完全施行
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「個人情報保護法」
□個人情報の保護に関する法律 （平成１５年法律第５７号）
第１章 総則（第１条−第３条）
第２章 国及び地方公共団体の責務等（第４条−第６条）
第３章 個人情報の保護に関する施策等
第１節 個人情報の保護に関する基本方針（第７条）
第２節 国の施策（第８条−第１０条）
第３節 地方公共団体の施策（第１１条−第１３条）
第４節 国及び地方公共団体の協力（第１４条）
第４章 個人情報取扱事業者の義務等
第１節 個人情報取扱事業者の義務（第１５条−第３６条）
第２節 民間団体による個人情報の保護の推進（第３７条−第４９条）
第５章 雑則（第５０条−第５５条）
第６章 罰則（第５６条−第５９条）

第１条（目的） この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い
個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、
個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府に
よる基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する
施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の
責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事
業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情
報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する
ことを目的とする。
第３条（基本理念） 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下
に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、
その適正な取扱いが図られなければならない。
第６条（法制上の措置） 政府は、国の行政機関について、その保有する
個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その
保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう法制上の措置
その他必要な措置を講ずるものとする。（※国の行政機関）

２ 政府は、独立行政法人等について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう法制上の措置
その他必要な措置を講ずるものとする。（独立行政法人等）
３ 政府は、前二項に定めるもののほか、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な
取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置
を講ずるものとする。（※センシティブ情報−医療、金融、信用、情報通信等）
第７条（基本方針） 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針を定めなければ
ならない。（※基本方針閣議決定）
第８条（地方公共団体等への支援） 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の
適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定
その他の必要な措置を講ずるものとする。（※各府省ガイドライン等）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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個人情報保護法

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

「法律」「政令」「基本方針」「ガイドライン」
個人情報の保護
→社会の信頼性
→健全な高度情報
通信社会の実現

【個人情報保護法制の体系】

最小限のルー
ル

【個人情報保護法の基本法制】
・基本理念

・国の責務、施策

・基本方針の策定等

《民間部門》

《公的部門》

●個人情報取扱義務者
の義務等

●国の行政機関（法律）
●独立行政法人等（法律）

自立的な個人
情報保護

●分野ごとの措置

法第６条①
「行政機関個人情報保護法」
「独立行政法人等個人情報保護法」等
法第６条②

●地方公共団体等（条例）
法第８条①

【ガイドライン等の位置関係】
特に適正な取扱いの
厳格な実施を確保

重要項目
①事業者が行う措置の対外的明確化
②責任体制の確保
③従業者の啓発

各事業者個人情報保護指針

業界ガイドライン等

各事業者
自主規制ルール
業界
自主規制ルール

法第６条③
特定分野ガイドライン
（医療・金融・信用・情報通信等）

事業等の分野の実情
に応じたガイドライン

必要最低限の規制
（特定分野）

省庁ガイドライン
法第８条

国、地方公共団体、事業者・団体の取組の
方向性を提示し、その具体的な実践を要請

個人情報の保護に関する基本方針
法第７条

事業者の自立的な取組と官・民
の関係機関の連携が重要
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

個人情報保護法施行令

必要最低限の規制
（一般）

個人情報保護法
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定義

Business
Integrator
Yagasaki

中小企業ＩＴ化支援協会

「個人情報」とは（第２条①）
第２条

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日
その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより
特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。

◆「個人に関する情報」・・・・・・住所、氏名、年齢、性別等個人を識別する情報だけでなく、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、
評価を表すすべての情報をいう
・・・・・・評価情報、公刊物等の公な情報、映像や音声による情報を含む
・・・・・・暗号化の有無は問わない
◆「生存する個人」・・・・・日本人・外国人を問わない（外国にいる外国人の情報も含む）
・・・・・・死者に関する情報が遺族等の情報でもある場合は該当する
◆「他の情報と容易に照合」・・・・・・通常の作業範囲において個人データベース等にアクセスし照合できる状態

【個人情報に該当する事例】
●氏名、生年月日、住所、居所、電話番号、特定の個人
を識別できるメールアドレス、会社での職位や所属に
関する情報
●雇用管理情報（評価情報を含む）
●本人が判別できる映像情報（防犯カメラ等）
●電話帳、官報、職員録等
●取得後、新たな情報の付加、照合等により特定の個人
を識別できた場合のその時点での情報
●カーナビゲーションの情報
●住宅地図に書かれている住所、氏名等の情報
●名刺に書かれている情報
●パスポート、クレジットカード等の情報

【個人情報に該当しない事例】
●法人等の団体の情報（役員、従業員等に関する情報は
個人情報）
●Abc123@○○.ne.jpのような特定個人の情報か否かの
区別がつかないメールアドレス（他の情報と容易に照合
することにより特定の個人を識別できる場合は個人情報）
●特定の個人を識別できない統計情報

個人情報

（写真）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

（名刺）

（カーナビ）

（電話帳）
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定義

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

「個人情報データベース等」とは（第２条②）
第２条②

この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして
政令で定めるもの

施行令 第１条

個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

◆「個人情報データベース等」
・・・・・・（コンピュータ処理）特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物
・・・・・・（マニュアル処理）カルテや指導要録等のように、紙面で処理した個人情報を五十音順、年月日順等のような一定の規則に従って整理・
分類し、特定の個人情報を容易に検索できるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に
置いているもの
【個人情報データベース等に該当する事例】
●メールソフトに保管されているメールアドレス帳（氏名とメールアドレスを組み合わせて入力している場合）
●ログ情報が保管されている電子ファイル（ユーザーIDを個人情報と関連付けて管理している場合）
●エクセル等により社内の誰でも検索可能な状態に入力、整理されている名刺の情報
●５０音順に整理してファイリングされた人材派遣会社の登録カード
●氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録
名刺交換
【個人情報データベース等に該当しない事例】
●従業員が自分専用に整理した名刺の情報
●アンケートの戻りはがきで未整理の状態のもの

名刺管理の場合

（個人情報）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

独自の管理

エクセル等で
ネットワーク
上へ

（個人情報）

（個人情報
データベース等）
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定義

Business
Integrator
Yagasaki

中小企業ＩＴ化支援協会

「個人情報取扱事業者」とは（第２条③）
第２条③

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等
四 地方独立行政法人
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして
政令で定める者

施行令 第２条

その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去６月以内
のいずれの日においても５０００を超えない者

◆「事業」・・・・・・一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為（社会通念上事業と認められるもの）
◆ 「特定の個人の数」・・・・・・事業の用に供する個人情報データベース等が
１．個人データベース等の全部又は一部が他人の作成によるもので
２．その個人情報データベース等の個人情報として氏名、住所又は電話番号のみを含んでおり
３．事業の用に供するにあたり、データベースそのものを変更するようなことはしない
場合は、その個人情報データベース等に含まれる個人の数は、 「特定の個人の数」には算入しない
【「特定の個人の数」に算入しない事例】
●電話会社から提供された電話帳（市販の電話帳、CD-ROM等を含む）に掲載された氏名および電話番号
●市販のカーナビゲーションシステム等に格納された氏名、住所（居所）の所在場所を示すデータ
●市販の住宅地図上の氏名、住所（居所）の所在場所を示す情報
【事業の用に供しないため「特定の個人の数」に算入しない事例】
●倉庫業、データセンター（ハウジング、ホスティング）等が個人情報に該当するかどうかを認識することなく預かっている場合の、その情報の
中に含まれる個人情報

※「財務省所轄分野における指針（財務省告示第４９９号）」（２００４．１１．２５）
第２５条

財務省が所轄する分野における事業者のうち、個人情報取扱事業者に該当しない個人情報を取り扱う事業者についても、本指針に
準じて、個人情報を適正に取り扱うものとする

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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中小企業ＩＴ化支援協会
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「個人データ」とは（第２条④）
第２条④

この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

【「個人データ」に該当する事例】
●「個人情報データベース等」から他の媒体に格納したバックアップ用の個人情報
●コンピュータ処理による「個人情報データベース等」から出力された帳票等に印刷された個人情報
●個人データベース等として管理している個人情報
●データベース化している顧客情報の中の個人情報
●データベース化している取引先企業情報の中の役員や担当者の個人情報
●社内ネットワークで管理している取引先メールアドレスデータベースの中の個人情報

【「個人データ」に該当しない事例】
●「個人情報データベース等」を構成する前の入力帳票に記載されている個人情報

※「電話帳」、「カーナビゲーションシステム」等の取扱い
個人情報データベース等が以下に掲げる１〜３の要件の総てに該当する場合は、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが
少ないことから、個人情報取扱事業者の義務を課されないものと解釈する
１．個人データベース等の全部又は一部が他人の作成によるもので
２．その個人情報データベース等の個人情報として氏名、住所（居所を含む）又は電話番号のみを含んでおり
（地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所の表示を含む）
３．事業の用に供するにあたり、データベースそのものを変更するようなことはしない
※「住宅地図」「ポータブルナビゲーションシステム」等についても同様と思われる

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

12

定義

Business
Integrator
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中小企業ＩＴ化支援協会

「保有個人データ」とは（第２条⑤）
第２条⑤

この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の
停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかに
なることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に
消去することとなるもの以外のものをいう。

施行令 第３条（公益その他の利益が害されるもの）
当該個人データの存否が明らかになることにより
１．本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
２．違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
３．国の安全が害されるおそれ等があるもの
４．犯罪の予防、鎮圧等の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
第４条（１年以内の期間）
６か月以内に消去（更新することは除く）

※「保有個人データ」について
個人情報取扱事業者が個人データを受託処理している場合で、その個人データについて、何ら取り決めがなく、自らの判断では本人に開示等
をすることができないときは、本人に開示等の権限を有しているのは委託者であって、受託者ではない

保有個人データ
（開示、内容の訂正、追加
又は削除等の権限を有
している)

（個人）

個人情報
（本人）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

個人情報取得

（企業）
（事業主）

受託した個人データについて
開示、内容の訂正、追加又は
削除等の権限を有していない
＝そのデータの処理を受託した
だけ

個人データ委託

（個人情報取扱事業者）

（情報処理業者）
（会計事務所）
等

受託
（委託先）
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定義

Business
Integrator
Yagasaki

中小企業ＩＴ化支援協会

「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」
情報

情報

「個人情報」
・・・・・・生存する個人に関する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特
定の個人を識別することができるもの

個人情報
個人情報
個人情報

情報

個人情報
個人情報

情報
情報

個人情報
個人情報

個人情報
個人情報

個人情報の取得

情報
個人情報

個人情報

個人情報

「個人データ」
・・・・・・個人情報データベース等
を構成する個人情報

個人情報
個人情報データベース等
情報

個人情報
個人情報 個人情報 個人情報

個人情報
個人情報

情報

個人情報 個人情報 個人情報
個人情報

個人情報 個人情報 個人情報

個人情報

個人情報 個人情報 個人情報
個人情報

「個人情報データベース等」
・・・・・・（コンピュータ処理）特定の個人情報を検索することができる
ように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物
・・・・・・（マニュアル処理）紙面で処理した個人情報を五十音順、年月
日順等のような一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人
情報を容易に検索できるよう、目次、索引、符号等を付し、他人
によっても容易に検索可能な状態に置いているもの
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

「保有個人データ」
・・・・・・個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者
への提供の停止を行うことのできる権限を有す
る個人データであって、その存否が明らかにな
ることにより公益その他の利益が害されるもの
又は６か月以内に消去することとなるもの以外
のもの
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個人情報取扱事業者の義務

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

「個人情報取扱事業者の義務」の概要
★利用目的の特定（第１５条）
★利用目的の達成に必要な範囲外の使用禁止
（第１６条）

★偽りその他不正の手段による取得の禁止（第１７条）
★取得時の利用目的の通知・公表（第１８条）

個人情報の利用目的

★個人データの取扱→正確性確保（第１９条）
→安全管理措置（第２０条）
★従業者→必要かつ適切な監督（第２１条）
★委託先→必要かつ適切な監督（第２２条）

個人データの管理（加工・利用）
個人情報の取得
本人の関与の確保

個人データの第三者提供

★原則：本人の事前の同意（第２３条第１項）
★例外①：オプトアウト（第２３条第２項）
★例外②：委託、共同利用（第２３条第３項）

個人情報の廃棄

★保有個人データに関する事項の公表
（第２４条）
★本人の求めに応じた保有個人データの
開示・訂正・利用停止等
（第２５条〜第２８条）
★開示等の求めに応じる手続（第２９条）
★手数料（第３０条）
★苦情の適切かつ迅速な処理（第３１条）

※「個人情報保護法」には
廃棄等の規定はない
※「ガイドライン」参照

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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個人情報保護法

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
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OECD８原則と個人情報取扱事業者の義務の対応
【ＯＥＣＤ８原則】

【個人情報取扱事業者の義務】

・目的明確化の原則
収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に
合致するべき

・利用目的をできる限り特定しなければならない。（第１５条）
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。（第１６条）
・本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。（第２３条）

・利用制限の原則
データ主体の同意がある場合、法律の規定に
よる場合以外は目的以外に利用、使用しては
ならない
・収集制限の原則
適法・公正な手段により、かつ情報主体に通
知又は同意を得て収集されるべき

・偽りその他不正の手段により取得してはならない。（第１７条）

・データ内容の原則
利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、
最新であるべき

・正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。（第１９条）

・安全保護の原則
合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・
修正・開示等から保護するべき

・安全管理のために必要な措置を講じなければならない。（第２０条）
・従業者・委託先に対し必要な監督を行わなければならない。（第２１、２２条）

・公開の原則
データ収集の実施方針等を公開し、データの
保存、利用目的、管理者等を明示するべき

・取得したときは利用目的を通知又は公表しなければならない。（第１８条）
・利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない。（第２４条）
・本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない。（第２５条）
・本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない。（第２６条）
・本人の求めに応じて利用停止等を行わなければならない。（第２７条）

・個人参加の原則
自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、
又は異議申立を保証するべき

・責任の原則
管理者は諸原則実施の責任を有する

・苦情の適切かつ迅速な処理に努めらければならない。（第３１条）

※首相官邸「個人情報の保護に関する法律の概要」より引用・加工

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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利用目的の特定・変更（第１５条）
第１５条

②

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる
限り特定しなければならない。
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に
認められる範囲を超えて行ってはならない。

◆「利用目的特定義務」・・・・・・①個人情報の利用目的を出来る限り特定しなければならない。
②変更の場合は合理的な範囲を逸脱してはならない
◆「利用目的の特定」・・・・・・単に抽象的、一般的に特定するのではなく、可能な限り具体的に特定する必要がある
・・・・・・利用する個人情報の種類や個人情報の入手先の事業者等を特定することまでは求めていない
・・・・・・雇用管理情報の利用目的の特定に当たっても抽象的な特定ではなく、労働者本人が取得された個人情報が利用された
結果が合理的に想定できるように、具体的、個別的に特定しなければならない
◆ 「あらかじめ第三者に提供することを想定している場合」・・・・・・利用目的においてその旨を特定しなければならない
◆ 「利用目的の変更」・・・・・・社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で行わなければならない
※「本人が想定することが困難でないと認められる範囲」−−−個人情報を取り扱う事業の範囲内
−−−取扱いの典型を具体例で示していた場合は、その典型例から推測できる範囲内
【具体的に利用目的を特定している場合】
●「○○事業における商品の発送、アフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用します。」
※○○事業−−−日本標準産業分類の中分類から小分類程度の分類が参考になる
●「ご記入いただいた氏名、住所、電話番号は名簿として販売することがあります。」
●「給与計算処理サービス等を業として行うために、委託された個人情報を取り扱います」
●「従業員の登録手続、雇用保険、労災保険等の保健手続、給与計算・支給に関する手続、勤務評価の手続その他雇用に関する手続のために
利用します」（インハウス情報の例）
【具体的に利用目的を特定していない場合】
【想定できる範囲内に該当する利用目的の変更例】
●「当社の事業活動に用いるために」
●情報の発信方法を電子メールに限定していたものを
●「当社の提供するサービスの向上のために」
郵便を含むような変更
●「当社のマーケッティング活動に用いるために」

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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利用目的による制限（第１６条）１
第１６条

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に
必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

②

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って
個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の
達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

③

前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

◆「利用目的を超えての取扱制限」・・・・・・①本人同意を得ない利用目的を超えて取り扱ってはならない
②事業継承においても、本人同意を得ない継承前の利用目的を超えて取り扱ってはならない
③例外規定
◆「本人の同意」・・・・・・本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意志表示
（本人確認ができていることが前提）
◆「本人の同意を得る」・・・・・・本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業者が認識すること
【本人の同意を得ている事例】
●口頭又は書面（電子的方式等を含む）で確認
●署名又は記名押印した文書の受領で確認
●メールを受信して確認
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●ウエブ画面上のボタンのクリックで確認
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利用目的による制限（第１６条）２
◆「本人の同意を求めるための個人情報の目的外利用」
・・・・・・本人の同意を得るためのメールの送付や電話をかけること等のような個人情報の利用は、当初の利用目的に
記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない
【同意が必要な事例】
●就職のための履歴書に記載された情報をもとに、自社の商品の販売促進のために自社取扱商品のカタログと商品の購入申込書を送付する場合
●従業者から取得した給与所得者の扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書等に記載された情報をもとに、自社が代理店契約をしている
生命保険、損害保険等の営業（販売）情報として使用する場合

◆「適用除外」（第③項関係）・・・・・・本人の同意は不要
ⅰ法令に基づく場合−−−地方税法７２条の６３（事業税に係る質問検査権、各種税法に類似の規程がある）、刑事訴訟法第２１８条
（令状による捜査）等の場合（強制力があり、回答が義務づけられている）
【事例】 ・・・・・・所得税法２２５条等による税務署長に対する支払い調書等の提出
ⅱ人の生命、身体又は財産の保護−−−人（法人を含む）の生命、財産というような具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、かつ、
本人の同意を得ることが困難な場合（急を要する）
【事例】 ・・・・・・急病等において血液型や連絡先等を医師や看護師に提供
・・・・・・企業間で意図的に業務妨害を行う者の情報を交換
ⅲ公衆衛生の向上等−−−公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要で、かつ、本人の同意を
得ることが困難な場合
【事例】 ・・・・・・健康診断やガン検診等のデータを個人名を伏せて研究機関や研究者等に提供
・・・・・・児童生徒の問題行動について児童相談所等と連携して対応するために当該情報等を交換
ⅳ国の機関等への協力−−−国の機関等が法令による事務を実施するのに民間企業等の協力が必要で、本人の同意を得ることが
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
【事例】 ・・・・・・税務署の職員等の任意調査に対し、個人情報を提出
・・・・・・警察の任意の求めに応じて個人情報を提出

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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適正な取得（第１７条）
第１７条

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

◆「不正取得の禁止」・・・・・・不正手段により個人情報を取得してはならない
◆「不正競争防止法」・・・・・・不正の競争の目的で、秘密として管理されている事業上有用な個人情報で公然と知られていないものを、詐欺等により
取得したり使用・開示した者には不正競争防止法第１４条により刑事罰（３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金）が
科され得る

【不正の手段により個人情報を取得している事例】
●親の同意がなく、十分な判断能力を有していない子どもから、取得状況から考えて関係のない親の収入事情などの家族の個人情報を取得
●第三者提供制限（法第２３条に規定）違反をするよう強要して個人情報を取得
●他の事業者に指示して上記の事例のような不正の手段で個人情報を取得させ、その事業者から個人情報を取得
●労務担当者が履歴書等を紛失してしまい、再取得に際して、紛失の行為を公表せずに、あたかも他の情報や統計資料等の作成を装って
個人情報を取得
●訪問販売員が市場調査、現状調査と称して、あたかも公的機関を想像させるような名称を用いて、販売目的の個人情報を取得

○×△□？
◇◇××？
○○◇◇
△△△△

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

20

個人情報取扱事業者の義務

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

取得に際しての利用目的の通知又は公表（第１８条①）
第１８条

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、
速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

◆「個人情報の利用目的の通知、公表義務」・・・・・・（１）あらかじめ個人情報の利用目的を公表していることが望ましい
（２）公表していない場合は、取得後速やかに、取得した個人情報の利用目的を、本人に通知するか
公表しなければならない
◆「法施行以前に保有している個人情報」・・・・・・法第１８条は適用されないが、保有個人データに関する事項の本人への周知（第２４条）についての
措置を講ずる必要がある

◆「公表」・・・・・・広く一般に自己の意志を知らせること
（合理的かつ適切な方法による）
【「公表」に該当する事例】
●ウェブ画面上のトップページからワンクリック程度の階層への記載、
自社の店舗・事務所内でのポスター等の掲示、パンフレット等の
備え置き・配布等
●店舗販売における、店舗の見やすい場所への掲示
●通信販売における、通信販売用のパンフレット等への記載

◆「本人に通知」・・・・・・本人に直接知らしめること
（合理的かつ適切な方法による）
【「本人に通知」に該当する事例】
●面談-−−口頭又はちらし等の文書を渡す
●電話-−−口頭又は自動応答装置等で知らせる
●遠隔地間-−−電子メール、ファックス等により送信、文書を郵送等
で送付
●電話勧誘販売-−−電話において口頭で知らせる
●電子商取引−-−取引確認の自動応答メールに記載して送信

【本人に通知又は公表が必要な事例】
●インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得
●インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得
●電話での問い合わせやクレームのように、本人から自発的に提供される個人情報を取得
（本人確認や問い合わせに対する回答のみで個人情報を取得する場合を除く）
●個人情報の第三者提供により取得
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直接書面等による取得（第１８条②）
第１８条②

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の
書面（電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。
以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載
された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

◆「直接書面取得の場合の利用目的の明示義務」・・・・・・直接書面等による個人情報の直接取得の場合は、本人に利用目的を明示しなければならない
◆「直接書面に記載された個人情報を取得」とは・・・・・・契約書等への記入、ウエブ上のユーザー入力画面等での打ち込み等により個人情報を取得
すること
◆「口頭による個人情報の取得」の場合・・・・・・口頭にて本人から直接個人情報を取得する場合には適用されない

◆「本人に対して、その利用目的を明示」・・・・・・本人に対し、その利用目的を明確に示すこと（合理的かつ適切な方法による）
【利用目的の明示に該当する事例】
●利用目的を明記した契約書その他の書面（電子媒体を含む）を本人に手渡し、又は送付・送信（契約書等の中に利用目的条項を記載する場合
には、裏面に記載されている利用目的条項を表面にも記述する等のように、本人が実際に利用目的を目にできるように留意することが必要）
●ネットワーク上では、本人がアクセスしたウェブ画面上、又は本人の端末装置上にその利用目的を明記（本人が送信ボタンをクリックする前に
本人の目にとまるような配慮が必要）

【あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない事例】
●申込書・契約書に記載された個人情報を本人から直接取得
●アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得
●懸賞の応募はがきに記載された個人情報を直接本人から取得
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利用目的の変更（第１８条③）
第１８条③

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表
しなければならない。

◆「利用目的の変更の場合の通知、公表義務」・・・・・・社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で利用目的を変更した場合は
通知又は公表しなければならない
◆「本人に通知」・・・・・・合理的かつ適切な方法により、本人に直接知らしめること（事例は第１８条①参照）
◆「公表」・・・・・・合理的かつ適正な方法により、広く一般に自己の意志を知らせること（事例は第１８条①参照）

適正取得（第１７条）

偽りその他不正の手段による取得の禁止
原則（第１８条①）
取得した場合、利用目的の事前公表を除き、速やか
に、利用目的を、本人に通知、又は公表の義務

個人情報の取得

利用目的の通知又
は公表（第１８条）

直接書面等による取
得（第１８条②）

利用目的の変更
（第１８条③）
変更した場合、変更された利用目的に
ついて本人に通知、又は公表の義務

本人記載情報を直接取得の場合、あらかじめ、本
人に利用目的を明示の義務（特定の場合を除く）
適用除外（第１８条④）

★偽りその他不正の手段による取得の禁止（第１７条）
★取得時の利用目的の通知・公表（第１８条）
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ⅰ生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
ⅱ企業秘密等が漏えいするおそれ
ⅲ警察等に協力する場合
ⅳ利用目的が明白な場合
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利用目的の通知又は公表の適用除外（第１８条④）
第１８条④

前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益
を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害する
おそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

◆「適用除外」
ⅰ本人又は第三者の権利利益を害するおそれ・・・生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
【例示】 ・・・・・・いわゆる総会屋等による不当要求等の防止のため、当該総会や担当者の個人情報を取得し相互に交換
ⅱ当該個人情報取扱事業者の権利等を害するおそれ・・・企業秘密等が漏えいするおそれ
【例示】 ・・・・・・公表される利用目的の内容により、新商品等の開発内容、営業ノウハウ等の企業秘密が明白になる場合
ⅲ国の機関等への協力・・・警察等に協力する場合
【事例】 ・・・・・・公開手配ではなく、被疑者に関する個人情報を、警察から被疑者の立ち回りが予想される個人情報取扱事業者に限って
提供する場合（通知又は公表により捜査活動に重大な支障を及ぼすおそれがある場合）
ⅳ利用目的が自明・・・取得する状況から見て利用目的が明白
【事例】 ・・・・・・商品・サービス等を販売・提供にともなって個人情報を取得する場合は、その利用目的が当該商品・サービス等の販売・提供
のみを確実に行うためという利用目的である場合
・・・・・・名刺の交換・取得は、書面により直接本人から氏名、連絡先等の個人情報を取得することとなるが、その利用目的が今後の
連絡のためというような場合（ダイレクトメール等の目的に名刺を用いるような場合は「自明の利用目的」には該当しない
場合がある）
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データ内容の正確性の確保（第１９条）
第１９条

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう
努めなければならない。

◆「個人データの正確性の保持義務」・・・・・・個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の
訂正等の手続の整備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ
最新の内容に保つよう努めなければならない
◆「正確性」・・・・・・保有する個人データについて、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲で正確性・最新性を確保すれば足りる
（一律に又は常に最新化する必要はない）

正確性確保（第１９条）

利用目的達成に必要な範囲で、個人データの正確性確保の努力義務

安全管理措置（第２０条）

取り扱う個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、及び
技術的な安全管理措置を講じる義務

従業者の監督（第２１条）

従業者に個人データを取り扱わせる場合の必要かつ適切な監督義務

委託先の監督（第２２条）

委託先に個人データを取り扱わせる場合の必要かつ適切な監督義務

個人データの取扱

個人データの管理
（利用・加工）

監督

★個人データの取扱→正確性確保（第１９条）
→安全管理措置（第２０条）
★従業者→必要かつ適切な監督（第２１条）
★委託先→必要かつ適切な監督（第２２条）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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安全管理措置（第２０条）１
第２０条

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理
のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

◆「安全管理措置の義務」・・・・・・取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、
及び技術的な安全管理措置を講じなければならない
◆「リスクに応じた安全管理措置」・・・・・・本人の個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し,
事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じる
◆「記録媒体に応じた安全管理措置」・・・・・・個人データを記録した媒体の性質に応じた安全管理措置が望ましい

【必要かつ適切な安全管理措置が欠如している場合】
●公開されることを前提としていない個人データがウェブ画面上で不特定多数に公開されている状態を放置
●個人データにアクセスする必要がなくなった従業者が個人データにアクセスできる状態を放置し、その従業者が個人データを漏えい
●登録していた個人データがシステム障害等により破損し、バックアップデータも破損しており、個人データを復旧できずに滅失又はき損し、
本人がサービスの提供を受けられなくなった
●個人データにアクセス制御が実施されておらず、許可されていない従業者がそこから個人データを漏えい
●バックアップした媒体が、持ち出しを許可されていない者により持ち出し可能な状態になっており、その媒体が持ち出されてしまった
●コンピュータウイルスに感染してしまい、自社のマシン内に保存してあった個人データを気がつかないうちに漏えい
●社内の個人データの一部をフロッピーディスクにコピーして、当該フロッピーディスクを通勤途中に紛失
●個人データを入力した端末機を使って社外での業務中に、当該端末機を自動車の中に置いておき盗まれた

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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安全管理措置（第２０条）２
▼組織的安全管理措置

▼人的安全管理措置

安全管理について従業者の責任と権利を明確に定め、安
全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状
況を確認すること

従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの
非開示契約の締結や教育・訓練等を行うこと

【講じなければならない事項】
【講じなければならない事項】
①個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備
②個人データの安全管理措置を定める規程や手順書の整備
とそれに従った運用
③個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備
④個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善
⑤事故又は違反への対処

①雇用契約時及び委託契約時における
非開示契約の締結
②従業者に対する教育・訓練の実施

▼技術的安全管理措置
個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス
制御、不正ソフトウエア対策、情報システムの監視等、個人
データに対する技術的な措置

個人情報

【講じなければならない事項】
▼物理的安全管理措置
入退館（室）の管理、個人データの盗難の防止等の措置

【講じなければならない事項】
①入退館（室）管理の実施
②盗難等の防止
③機器・装置等の物理的な保護
ミニ タワ ー 3
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①個人データへのアクセスにおける識別
と認証
②個人データへのアクセス制御
③個人データへのアクセス権限の管理
④個人データのアクセスの記録
⑤個人データを取り扱う情報システムに
ついての不正ソフトウエア対策
⑥個人データの移送・送信時の対策
⑦個人データを取り扱う情報システム動作確認時の対策
⑧個人データを取り扱う情報システムの監視
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従業者の監督（第２１条）
第２１条

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が
図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

◆「従業者に対する監督義務」・・・・・・法第２０条に基づく安全管理措置を遵守させるよう、従業者に対し必要かつ適切な監督をしなければならない
◆「従業者」・・・・・・直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者（正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員
等のように雇用関係にある従業員のみならず、取締役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれる）

【従業者に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合】
●従業者が、個人データの安全管理措置を定める規程等にしたがって業務を行っていることを、あらかじめ定めた間隔で定期的に確認せず、
結果として、個人データが漏えい
●規程に違反して個人データが入ったノートパソコンを繰り返し持ち出されていたにもかかわらず、その行為を放置した結果、当該ノートパソコンを
紛失し、個人データが漏えい

【モニタリングを実施する上での留意点】
※個人データの取扱いに関する従業者及び委託先の監督、その他安全管理措置の一環として従業者を対象とするビデオ及びオンラインに
よるモニタリングを実施する場合の留意事項
雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、事前に労働組合等に通知し、必要に応じて、協議を行い、また、
重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望ましい
・・・・・・モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規定に定めるとともに、従業者に明示する
・・・・・・モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定める
・・・・・・あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規定案を策定し、事前に社内に徹底する
・・・・・・モニタリングの社内実施状況については、適正に行われているか監査又は確認を行う

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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委託先の監督（第２２条）
第２２条

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された
個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

◆「委託先に対する監督義務」・・・・・法第２０条に基づく安全管理措置を遵守させるよう、受託者に対し必要かつ適切な監督をしなければならない
◆「契約内容の確認とモニタリング」・・・・・・委託者、受託者双方が同意した内容を契約に盛り込むとともに、その内容が適切に遂行されていることを、
あらかじめ定めた間隔で確認する

【受託者に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合】
●個人データの安全管理措置の状況を、契約締結時及びそれ以降も定期的に把握せず委託している場合で、受託者が個人データを漏えい
●個人データの取扱いに関して定めた安全管理措置の内容を受託者に指示せず、結果、受託者が個人データを漏えい
●再委託の条件に関する指示を行わず、かつ受託者の個人データの取扱状況の確認を怠り、受託者が再委託し、結果、再委託先が個人データを
漏えい

【個人データの取扱いを委託する場合に契約に盛り込むことが望まれる事項】
・・・・・・委託者及び受託者の責任の明確化
・・・・・・個人データの安全管理に関する事項
・・・・・・再委託に関する事項
・・・・・・個人データの取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度
・・・・・・契約内容が遵守されていることの確認（情報セキュリティ監査等も含まれる）
・・・・・・契約内容が遵守されなかった場合の措置
・・・・・・セキュリティ事件や事故が発生した場合の報告及び連絡に関する事項

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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第三者提供の制限（第２３条①）
第２３条

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に
提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

◆「第三者提供の制限」・・・・・・特定の場合を除き、原則として、本人の同意を得ない個人データの第三者提供してはならない
◆「提供」・・・個人データを利用可能な状態に置くこと（物理的な提供だけでなくネットワーク等による利用権限の付与等も含む）
◆「本人の同意」・・・・・・本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意志表示
（本人確認ができていることが前提）（事例は第１６条参照）
◆「除外規定」・・・・・・ ⅰ法令に基づく場合−−−事業税に係る質問検査権、各種税法に類似の規程がある令状による捜査等の場合
（強制力があり、回答が義務づけられている）
ⅱ人の生命、身体又は財産の保護−−人（法人を含む）の生命、財産というような具体的な権利利益が侵害
ⅲ公衆衛生の向上等−−公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要
ⅳ国の機関等への協力−−国の機関等が法令による事務を実施するのに民間企業等の協力が必要
（事例は第１６条（利用目的による制限）参照）

【第三者提供とされる事例（第２３条④の場合を除く）】
●親子兄弟会社、グループ会社間で個人データを交換
●フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換
●同業者間で、特定の個人データを交換
●外国の子会社に国内に居住している個人の個人データを提供

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

【第三者提供とされない事例】
●同一事業者内で他部門へ個人データを提供
（ただし、利用目的による制限がある）
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第三者提供におけるオプトアウト（第２３条②③）
第２３条②

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される
個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、
本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを
第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

③ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

◆「オプトアウトの場合」・・・・・・オプトアウトの場合は個人データを第三者に提供できる
◆「第三者提供におけるオプトアウト」・・・・・・個人情報の提供に当たりあらかじめ上記の一〜四の情報を本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態に
置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること
【オプトアウトの事例】

●住宅地図業者（不特定多数への第三者提供） ●データベース事業者（名簿作成販売）

◆「本人に通知」・・・・・・本人に直接知らしめること（第１８条①（利用目的の通知又は公表）参照）
◆「本人が容易に知りうる状態」・・・・・・本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いていること
（合理的かつ適切な方法による）
【「本人が容易に知りうる状態」に該当する事例】
●ウエブ画面でトップページからワンクリック程度の階層への継続的掲載
●事務所の窓口等への継続的掲示、備え付け等
●広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載
●電子商取引における商品紹介画面でリンク先を継続的に掲示

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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第三者に該当しない場合（第２３条④⑤）
第２３条④

次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に
該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部
を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの
項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する
者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

⑤

個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を
有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が
容易に知り得る状態に置かなければならない。

◆「第三者に該当しない場合の例外」・・・・・・委託等の特定な場合には第三者に該当しない

【第三者に該当しない事例】
●委託・・・・・・データの打ち込み等、情報処理のための個人情報の提供（委託先であるデータ処理業者に対する監督責任がある）
・・・・・・百貨店が商品の配送のために、宅配業者に個人データを提供（委託先である宅配業者に対する監督責任がある）
・・・・・・会計処理、税務処理等のために会計事務所へ個人データを提供（委託先である会計事務所に対する監督責任がある）
●事業の継承・・・・・・合併、分社化により、新会社に個人データを提供（利用目的の範囲内での利用）
・・・・・・営業譲渡により、譲渡先企業に個人データを提供（利用目的の範囲内での利用）
●共同利用・・・・・・グループ企業で総合的なサービスを提供するために利用目的の範囲内で情報を共同利用
・・・・・・親子兄弟会社間で利用目的の範囲内で個人データを共同利用
・・・・・・外国の会社と利用目的の範囲内で個人データを共同利用

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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第三者提供に関する事項（厚生労働省告示第２５９）
【「雇用管理に関する指針（厚生労働省告示第２５９号）」２００４．７．１】
（本文） ５ 法第２３条に規定する第三者提供に関する事項
事業者は、雇用管理に関する個人データの第三者への提供（法第２３条①一〜四までに該当する場合を除く）に当たって、次に掲げる
事項に留意するものとすること。
（１）提供先において、その従業者に対し当該個人データに取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならない
こととされていること。
（２）当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承を得ること。
但し、当該再提供が、法第２３条①一〜四までに該当する場合を除く
（３）提供先における保管期間等を明確化すること
（４）利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは削除が、適切かつ確実になされること。
（５）提供先における個人データの複写及び複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く）を禁止すること。

原則

個人データの第三者提供

本人の事前の同意
（第２３条①）

特定の場合を除き、原則として、本人の同意を得ない個人データの
第三者提供はしてはならない

オプトアウト
（第２３条②）

オプトアウトの場合は個人データを第三者に提供できる
個人情報の提供に当たりあらかじめ第三者への提供を利用目的と
する等の情報を本人に通知、本人が容易に知りうる状態に置き、
本人の求めに応じて第三者への提供を停止

委託、共同利用
（第２３条③）

委託等の特定な場合には第三者に該当しない
○委託−データの打ち込み等の情報処理、百貨店の配送、会計
処理、税務処理等（委託先に対する監督責任がある）
○事業の継承−合併や分社化、営業譲渡等（利用目的の範囲内
での利用）
○共同利用−グループ企業、親子兄弟会社間、外国の会社等

例外

★原則：本人の事前の同意（第２３条第１項）
★例外①：オプトアウト（第２３条第２項）
★例外②：委託、共同利用（第２３条第３項）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

33

個人情報取扱事業者の義務

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

保有個人データに関する事項の公表等（第２４条）
★「保有個人データに関する事項の本人への周知」（第２４条①、施行令第５条）
◆個人情報取扱事業者は、保有個人データについて以下のⅰ〜ⅳの情報を本人の知り得る状態（求めに応じて遅滞なく解答する場合を含む）
に置かなければならない。
ⅰ．個人情報取扱事業者の氏名又は名称
ⅱ．すべての保有個人データの利用目的（ただし、一定の場合を除く）
ⅲ．保有個人データの利用目的の通知及び開示に係る手数料の額（定めた場合）並びに開示等の求めの手続
ⅳ．保有個人データの取扱いに関する苦情及び問い合わせの申出先
◆法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、法第１８条（利用目的の通知又は公表）の規定が
適用されないので、法施行時に当該第２４条①の措置を講ずる必要がある
◆「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）」
・・・・・・ウエブ画面への掲載、パンフレットの配布、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることが
できる状態に置くこと
【本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）に該当する例】
●ウエブ画面への継続的記載
●問い合わせ窓口の設置（回答できる体制を構築）
●店頭販売でのパンフレットの備え置き
●電子商取引での問い合わせメールアドレスの明記

★保有個人データの利用目的の通知（第２４条②、③）
◆個人情報取扱事業者は、以下のⅰ〜ⅳの場合を除いて、本人から、自己が認識される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、
遅滞なく、本人に通知しなければならない（通知しない旨を決定したときも、遅滞なく通知）
ⅰ．上記ⅱの措置により、利用目的が明らかである場合
ⅱ．通知又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
がある場合
ⅲ．通知又は公表することにより、当該個人情報取扱事業者の権利又は利益が侵害されるおそれがある
場合
ⅳ．国の機関等が法令等による事務上、民間企業等の協力を得る必要がある場合で、受け取った保有個
人データの利用目的を本人に通知、公表することにより、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがある場合
◆「本人に通知」・・・・・・合理的かつ適切な方法により本人に直接知らしめること（事例は第１８条①（利用目的の通知又は公表）参照）
◆「ⅱ，ⅲ，ⅳの場合」・・・・・・（事例は第１８条④（利用目的の通知又は公表、適用除外）参照）
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保有個人データの開示（第２５条）
★「個人データの開示」（第２５条）
◆個人情報取扱事業者は、本人から、自己が認識される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法等
により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない（特定の場合には公開しないことができる）
◆雇用管理情報の開示の求めに応じる手続については、その全部又は一部を開示することによりその業務の適正な実施に著しい支障を
及ぼすおそれがある場合に該当するとして非開示とすることが想定される保有個人データの開示に関する事項を定め、労働者等に周知
させるための措置を講ずるよう努めなければならない
◆開示しないことができる特定の場合
ⅰ，本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
【例示】 ・・・・・・医療機関等において病名等を開示することにより、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合
ⅱ，個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
【例示】 ・・・・・・試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれが
ある場合
・・・・・・同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の要求があり、その対応により業務上著しい
支障を及ぼすおそれがある場合
ⅲ，他の法令に違反することとなる場合
【例示】 ・・・・・・金融機関が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第５４条に基づいて、主務大臣に取引の
届出を行うときに、当該届出を行ったことが記録されている個人データを開示することが同条の規定に違反する場合

◆「書面の交付による方法等」・・・・・・開示の求めを行った者が同意している場合には電子メール、電話等の方法でも可能
・・・・・・書面による方法は開示の求めを行った者の同意がなくても可能
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保有個人データの訂正等（第２６条）
★「保有個人データの訂正、追加又は削除」（第２６条）
◆個人情報取扱事業者は、本人から、保有個人データに誤りがあり、事実でないという理由により保有個人データの訂正等を求められた場合には、
原則として、訂正等を行い、その内容を本人に対し、遅滞なく通知しなければならない
◆他の法令等により特別な規定が定められている場合には、当該特別の手続が優先される
◆利用目的から見て、訂正等が必要でない場合や誤りである旨の指摘が正しくない場合には、訂正を行う必要はない（遅滞なく、訂正を行わない
旨を本人に通知しなければならない）
◆「訂正等」・・・・・・保有個人データの内容の訂正、追加又は削除
◆「本人に通知」・・・・・・合理的かつ適切な方法により本人に直接知らしめること（事例は第１８条①（利用目的の通知又は公表）参照）

個人データの利用停止等（第２７条）
★「個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の禁止」（第２７条）
◆個人情報取扱事業者は、本人から、手続違反の理由により保有個人データの利用停止等が求められた場合には、原則として、当該措置を
行わなければならない
◆利用の停止等を行った場合には、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない
◆「手続違反」・・・・・・同意のない目的外使用、不正な取得、又は同意のない第三者提供
◆「利用の停止等」・・・・・・保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止
◆手続違反である指摘が正しくない等の場合には、利用の停止等を行う必要はない（遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない）
◆「本人に通知」・・・・・・合理的かつ適切な方法により本人に直接知らしめること（事例は第１８条①（利用目的の通知又は公表）参照）
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理由の説明（第２８条）
★「理由の説明」（第２８条）
◆個人情報取扱事業者は、保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等において、その措置を取らない旨又はその措置と異なる措置を
取る旨を本人に通知する場合には、併せて、本人に対して、その理由を説明するように努めなければならない。
◆「本人に通知」・・・・・・合理的かつ適切な方法により本人に直接知らしめること（事例は第１８条①（利用目的の通知又は公表）参照）

開示等の求めに応じる手続（第２９条）
★「開示等の求めに応じる手続」（第２９条）
◆個人情報取扱事業者は、開示等の求めにおいて、その受け付ける方法として下記のⅰ〜ⅳの事項を定めることができる
（※定めていない場合には自由な申請を認めることとなる）
ⅰ．開示等の求めの受付先
ⅱ．開示等の求めに際して提出すべき書面（電子記録等を含む）の様式、その他の開示等の求めの受付方法（郵送、ＦＡＸ等）
ⅲ．開示等の求めをする者が本人又はその代理人であることの確認の方法
ⅳ．保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データを開示する際に徴収する手数料の徴収方法
◆その求めを受け付ける方法を定めた場合には、本人の知りうる状態等に置かなければならない
◆開示等の求めを行った者が受け付ける方法に従わなかった場合は、開示等を拒否することができる
◆「開示等の求め」・・・・・・保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開示、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除、
保有個人データの利用の停止又は消去、保有個人データの第三者への提供の停止の求め
◆個人情報取扱事業者は、円滑に開示等の手続が行えるよう、本人に対して、自己のデータの特定に必要な事項（住所、ＩＤ、パスワード、
会員番号等）の提示を求めることができる
◆個人情報取扱事業者は、必要以上に煩雑な書類を求めること等のような、本人に過重な負担を課することのないよう配慮しなければならない。
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手数料（第３０条）
★「手数料」（第３０条）
◆個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、
手数料の額を求めることができる
◆手数料の額を求めた場合には、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）に置いておかなければならない
◆「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む） 」
・・・・・・ウエブ画面への掲載、パンフレットの配布、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることが
できる状態に置くこと（事例は第２４条①（保有個人データに関する事項の公表等）参照）

苦情の処理（第３１条）
★「苦情の処理（第３１条）」
◆個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない
◆苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、苦情処理窓口の設置や苦情処理の手順を定める等必要な体制の整備に努めなければならない
◆無理な要求にまで応じなければならないものではない
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本人関与の確保
★保有個人データに
関する事項の公表
（第２４条）
★本人の求めに応じた
保有個人データの開
示・訂正・利用停止等
（第２５条〜第２８条）
★開示等の求めに応
じる手続（第２９条）
★手数料（第３０条）
★苦情の適切かつ
迅速な処理（第３１条）

本人の関与の確保

保有個人データに関する事項の公表等
（第２４条）

「保有個人データに関する事項の本人への周知」（第２４条①）
保有個人データについて、個人情報取扱事業者の氏名又は名称等
の一定情報を本人の知り得る状態に置かなければならない。
「保有個人データの利用目的の通知」（第２４条②、③）
利用目的が明らかである等の特定の場合を除き、本人から保有個
人データの利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく通知しな
ければならない（通知しない旨を決定したときも通知）

保有個人データの開示（第２５条）

本人から、自己が認識される保有個人データの開示を求められたときは、本人
に対し、書面の交付等により、保有個人データを開示しなければならない（特定
の場合には公開しないことができる）

保有個人データの訂正等（第２６条）

本人から、保有個人データに誤り等があり訂正等を求められた場合には、原則
として、訂正等を行い、その内容を本人に対し、通知しなければならない

保有個人データの利用停止等（第２７条）

本人から、手続違反の理由により保有個人データの利用停止等が求められた
場合には、原則として、利用停止等を行わなければならない

理由の説明（第２８条）

保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等において、その措置を取らない
旨等を本人に通知する場合には、その理由を説明するように努めなければなら
ない

開示等の求めに応じる手続（第２９条）

開示等の求めにおいて、その受け付ける方法として開示等の求めの受付先等
の一定の事項を定めることができる
（※定めていない場合には自由な申請を認めることとなる）

手数料（第３０条）

保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開示を求められたとき
は、手数料を請求することができる

苦情の処理（第３１条）

個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなら
ない
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組織的安全管理措置 １
▼組織的安全管理措置
安全管理について従業者の責任と権利を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認
【講じなければならない事項】
①個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備
（個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備をする上で望まれる事項）
・ 従業者の役割・責任の明確化
・ 個人情報保護管理者の設置
・ 個人データ取扱いにおける作業責任者の設置及び作業担当者の限定
・ 個人データを取り扱う情報システム運用責任者の設置及び担当者（システム管理者を含む）の限定
・ 個人データの取扱いにかかわるそれぞれの部署の役割と責任の明確化
・ 監査責任者の設置
・ 監査実施体制の整備
・ 個人データの取扱いに関する規程等への違反の場合、又は兆候に気づいた場合の代表者への報告連絡体制の整備
・ 個人データの漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高い場合の代表者への報告連絡体制の整備
・ 漏えい等の事故による影響を受ける可能性のある本人への情報提供体制の整備
・ 漏えい等の事故発生時における主務大臣及び認定個人情報保護団体等に対する報告体制の整備

②個人データの安全管理措置を定める規程や手順書の整備とそれに従った運用
（個人データの安全管理措置を定める規程や手順書の整備とそれに従った運用をする上で望まれる事項）
・ 個人データの取扱いに関する規程等の整備とそれらに従った運用
・ 個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程の整備とそれらに従った運用
・ 個人データ取扱いに係る建物、部屋、保管庫等の安全管理に関する規程等の整備とそれらに従った運用
・ 個人データの取扱いを委託する場合における受託者の選定基準、委託契約書のひな型等の整備とそれらに従った運用
・ 定められた規程等にしたがって業務手続きが適切に行われたことを示す監査証跡の保持
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組織的安全管理措置 ２
③個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備
（個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備をする上で望まれる事項）
・ 個人データについて取得する項目、通知した利用目的、保管場所、保管方法、アクセス権限を有する者、利用期限、その他個人データの
適正な取扱いに必要な情報を記した個人データ取扱台帳の整備
・ 個人データ取扱い台帳の内容の定期的な確認による最新状態の維持

④個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善
（個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善をする上で望まれる事項）
・ 監査計画の立案とそれに基づく監査（内部監査又は外部監査）の実施
・ 監査実施結果の取りまとめと、代表者への報告
・ 監査責任者から受ける監査報告、個人データに対する社会通念上の変化及び情報技術の進歩に応じた定期的な安全管理措置の見直し
及び改善

⑤事故又は違反への対応
（事故又は違反への対応をする上で望まれる事項）
・ 事実関係、再発防止策等の公表
・ 事実調査、影響範囲の特定、影響を受ける可能性のある本人及び主務大臣等への報告、原因の究明、再発防止
策の検討・実施

【個人データの取扱いに関する規定等に記載することが望まれる事項】
ⅰ）作業責任者の明確化
ⅱ）手続の明確化と手続きに従った実施

取得・入力
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移送・送信

ⅲ）作業担当者の識別、認証、権限付与
ⅳ）作業担当者及びその権限の確認

利用・加工

保管・バックアップ

消去・廃棄
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人的安全管理措置
▼人的安全管理措置
従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教育・訓練等を行うこと
【講じなければならない事項】
①雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結
（雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結をする上で望まれる事項）
・ 従業者の採用時又は委託契約時における非開示契約の締結
・ 非開示契約に違反した場合の措置に関する規程の整備

②従業者に対する教育・訓練の実施
（従業者に対する教育・訓練の実施をする上で望まれる事項）
・ 個人データ及び情報システムの安全管理に関する従業者の役割及び責任を定めた内部規定等についての周知
・ 個人データ及び情報システムの安全管理に関する従業者の役割及び責任についての教育・訓練の実施
・ 従業者に対する必要かつ適切な教育・訓練が実施されていることの確認
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物理的安全管理措置
▼物理的安全管理措置
入退館（室）の管理、個人データの盗難の防止等の措置
【講じなければならない事項】
①入退館（室）管理の実施
（入退館（室）管理の実施する上で望まれる事項）
・ 個人データを取り扱う業務上の、入退館（室）管理を実施している物理的に保護された室内での実施
・ 個人データを取り扱う情報システム等の、入退館（室）管理を実施している物理的に保護された室内への設置

②盗難等の防止
（盗難等を防止する上で望まれる事項）
・ 離席時の個人データを期した書類、媒体、携帯可能なコンピュータ等の机上等への放置の禁止
・ 離席時のパスワード付スクリーンセイバ等の起動
・ 氏名、住所、メールアドレス等を記載した個人データとそれ以外の個人データの分離保管
・ 個人データを取り扱う情報システムの操作マニュアルの机上等への放置の禁止

③機器・装置等の物理的な保護
（機器・装置等の物理的に保護する上で望まれる事項）
・ 個人データを取り扱う機器・装置等の、安全管理上の脅威（盗難、破壊、破損等）や環境上の脅威（漏水、火災、停電等）からの物理的な保護
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技術的安全管理措置 １
▼技術的安全管理措置
個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウエア対策、情報システムの監視等、個人データに
対する技術的な措置
【講じなければならない事項】
①個人データへのアクセスにおける識別と認証
（個人データへのアクセスにおける識別と認証を行う上で望まれる事項）
・ 個人データに対する正当なアクセスであることを確認するために、アクセス権限を有する本人であることの識別と認証（ＩＤ、パスワード等）の実施
※ID、パスワード等を利用する場合は、有効期限の設定、同一又は類似パスワードの再利用の制限、最低パスワード文字数の設定、
一定回数以上ログインに失敗したIDの停止措置等の措置を講じることが望ましい
・ 個人データのアクセス権限を有する各従業者が使用できる端末又はアドレス等の識別と認証（ＭＡＣアドレス認証、ＩＰアドレス認証、電子
証明書等による認証等）の実施

②個人データへのアクセス制御
（個人データへのアクセス制御を行う上で望まれる事項）
・ 個人データへのアクセス権限を付与すべき従業者数の最小化
・ 識別に基づいたアクセス制御
・ 従業者に付与するアクセス権限の最小化
・ 個人データを格納した情報システムへの同時利用者数の制限
・ 個人データを格納した情報システムの利用時間の制限
・ 個人データを格納した情報システムへの無制限アクセスからの保護（ファイアウオール、ルータ等の設定）
・ 個人データにアクセス可能なアプリケーションへの無制限利用の防止（アプリケーションシステムに認証システムを実装する等）
・ 個人データを取り扱う情報システムに導入したアクセス制御機能の有効性の検証
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技術的安全管理措置 ２
③個人データへのアクセス権限の管理
（個人データへのアクセス管理を行う上で望まれる事項）
・ 個人データにアクセスできる者を許可する権限管理の適切かつ定期的な実施
・ 個人データを取り扱う情報システムへの必要最小限のアクセス制御の実施

④個人データのアクセスの記録
（個人データへのアクセス記録を行う上で望まれる事項）
・ 個人データへのアクセスや操作の成功と失敗の記録（情報システムへのアクセスの成功と失敗の記録）
・ 採取した記録の漏えい、滅失及びき損からの適切な保護

⑤個人データを取り扱う情報システムについての不正ソフトウエア対策
（個人データを取り扱う情報システムについての不正ソフトウエア対策を実施する上で望まれる事項）
・ ウイルス対策ソフトウエアの導入
・ オペレーションシステム（ＯＳ）、アプリケーション等に対するセキュリティ対策用修正ソフトウエアの適用（セキュリティパッチの適用）
・ 不正ソフトウエア対策の有効性、安全性の確認（パターンファイル、修正ソフトウエア等の更新の確認）

⑥個人データの移送（運搬、郵送、宅急便等）・送信時の対策
（個人データの移送（運搬、郵送、宅急便等）・送信時の対策等で望まれる事項）
・ 移送時における滅失、盗難が生じた際の対策（個人データの暗号化等）
・ インターネットや無線LAN等の盗聴される可能性のあるネットワークで個人データを送信（メールに添付する等）する際の個人データの暗号化
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技術的安全管理措置 ３
⑦個人データを取り扱う情報システム動作確認時の対策
（個人データを取り扱う情報システム動作確認時の対策の上で望まれる事項）
・ 情報システムの作動確認時のテストデータとして個人データを利用することの禁止
・ 情報システム変更時に、それらの変更によって情報システム又は運用環境のセキュリティが損なわれないことの検証

⑧個人データを取り扱う情報システムの監視
（個人データを取り扱う情報システムの監視を行う上で望まれる事項）
・ 個人データを取り扱う情報システム使用状況の定期的な監視
・ 個人データへのアクセス状況、操作状況の監視
※個人データを取り扱う情報システムを監視した結果の記録が個人情報に該当する場合があるので留意する

【「財務省所轄分野における指針（財務省告示第４９９号）」２００４．１１．２５】
（安全管理措置） 第９条 事業者（この指針では「個人情報取扱事業者」をいう）はその取り扱う個人データの漏えい、滅失又は
き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
② 事業者は、前項の安全管理について、事業者の内部における責任体制を明確にするため、少なくとも
次の事項を行うものとする。
一 個人データへの外部からの不正アクセスを防御する対策
二 個人情報保護管理者の設置
三 従業者による個人データへのアクセスの管理及び個人データの持ち出しの防止
※（定義）

第２条 六 個人情報保護管理者
事業者の代表者によって指名された者であって、事業者内部の個人情報の保護体制の実施、運用等に
ついて監督を行うものをいう
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コンプライアンスプログラムのフレームワーク
【ネットワーク管理】
ネットワーク構成図 ネットワーク機器管理マニュアル
ソフトウェア管理一覧表
クライアントマシンソフトウェア管理一覧表

コンピュータ仕様概要
サーバマシン
サーバ・クライアントマシン使用領域一覧表

【保護】
コンプライアンス・プログラム組織権限規程-----------個人情報保護組織図
コンプライアンス・プログラム文書管理規程-----------ＣＰ文書一覧表、法令・ガイドライン管理台帳、文書改訂履歴
コンプライアンス・プログラム見直し規程--------------コンプライアンス・プログラム改善計画書、コンプライアンス・
プログラム改善実施報告書
個人情報に関する苦情・相談対策規程-----------個人情報苦情・相談受付票、個人情報苦情・相談報告書
個人情報保護に関する教育規程-----------------------個人情報保護教育計画書、個人情報保護教育報告書
個人情報保護に関する監査規程-----------------------監査基本計画書、監査報告書

税理士法
等

個人情報保護規定
------個人情報一覧表
【総務】
従業者個人情報保護規程
------総務マニュアル
------誓約書、個人情報収集
通知・確認書、
従業者個人情報廃棄記録
プライバシーマークの
フレームワーク

企業情報
その他の
個人情報
情報

個人情報に
フォーカス

【安全】
不正アクセス対策規程---------不正アクセス対策・
対処マニュアル
------不正アクセス報告書
ウィルス対策規程---------------ウィルス対策・
対処マニュアル
------ウイルス報告書
施設入退管理規程------------------建物見取り図
委託先管理規程---------秘密情報及び個人情報の
取扱いに関する覚書

個人情報
保護法
不正競争
防止法
等

【業務】
業務個人情報保護規程-----業務マニュアル------預かり確認書、受取確認書、受付印記録、受付印記録（送付用）、
資料自社外持出記録、得意先情報廃棄記録一覧表、個人情報の
取扱いに関する覚書、業務チェックリスト（各種）

経済産業分野を対象とするガイドライン・雇用管理に関する指針・財務省所轄分野における指針等
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プライバシーマーク制度
顧客・一般消費者

【プライバシーマーク制度の概要】
個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している
民間事業者等に対し、その旨を示すマークとして「プライバシーマーク」を
付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認容する制度。

信頼・安心

【プライバシーマーク制度の目的】
１．個人情報の保護に関する個人の意識の向上を図ること
２．民間事業者の個人情報の取扱いに関する適切性の判断の指標を
個人に与えること、
３．民間事業者に対して 個人情報保護措置(コンプライアンス・プログラム)
へインセンティブを与えること
【ＪＩＳＱ１５００１】
日本工業規格（JIS）の「個人情報保護に関する
コンプライアンス・プログラムの要求事項（JISQ15001）」
へ準拠することが認定の基準

申請

保護水準向上

継続的改善

個人情報
保護方針

・・・マネジメントシステム規格
ISO14001などと同様のマネジメントシステム
・・・PDCAサイクル
PLAN DO CHECK ACTIONのサイクルで
改善していく

Ｓｐｉｒａｌ Ｕｐ

代表者による
見直し
Ａｃｔｉｏｎ
指示
計画

指示
経営者

Ｐｌａｎ

・・・コンプライアンス・プログラム
コンプライアンス・プログラムと呼ばれる
個人情報保護のマネジメントシステムを構築

認定機関
（ＪＩＰＤＥＣ他）

評価・認定

報告
監査

モニタリング・コントロール

Ｃｈｅｃｋ

実施及び運用
Ｄｏ
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コンプライアンス・プログラムとガイドライン １
コンプライアンス・プログラム規定等

経済産業分野ガイドライン等

【個人情報保護規定】
１．個人情報保護規定（個人情報取扱事業者が定めるコンプライアンス・プログラムの最高位の文書
であり基本方針、個人情報保護に関する全体概要）

・ 個人情報一覧表（自社内の個人情報の所在、内容、入手方法、保管管理等現状につい
ての一覧（個人情報の棚卸し））

【ネットワーク管理】
・ コンピュータ仕様概要（サーバ・クライアントマシン等のハード環境及びオペレーション
・
・
・
・

・

システム等の一覧）
ネットワーク機器管理マニュアル（サーバ・クライアントマシン等の導入、設置、保守・
管理、除却・廃棄等について規定）
ネットワーク構成図（自社内の建物内におけるネットワーク環境を図示（物理的環境に
おける配置））
サーバ・ソフトウエア管理一覧表（個々のサーバで使用しているソフトウエアの一覧）
クライアントマシンソフトウエア管理一覧表（自社内でネットワークにアクセスする
クライアントマシン（ディスクトップ及び
ノートパソコン）で使用するソフトウエアの一覧）
※使用するソフトウエア、新規ソフトの評価、許可についてのルール化
サーバ・クライアントマシン使用領域一覧表（サーバ及びクライアントマシンの
ハードディスクにおける使用領域・空き領域の 一覧表）

【保護】
１．コンプライアンス・プログラム組織権限規程（コンプライアンス・プログラムの実施体制に関
する組織の職務分掌、各役職者の コンプライア
ンス・プログラムを実施する上での責任権限を規定）
・ 個人情報保護組織図（個人情報保護に関する組織図）
※個人情報取扱責任者（CPO）、監査責任者等の設置

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

組織③ 一覧できる手段の整備

物理② 盗難等の防止
物理③ 機器・装置等の物理的保護

技術② 個人データへのアクセス制御
技術⑤ 不正ソフトウエア対策
技術⑤ 不正ソフトウエア対策

財務安全 個人情報保護管理者設置
組織① 組織体制の整備
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コンプライアンス・プログラムとガイドライン ２
コンプライアンス・プログラム規定等
２．コンプライアンス・プログラム文書管理規程（コンプライアンス・プログラムの運用に関わる

経済産業分野ガイドライン等
組織② 規定や手順書の整備、運用

コンプライアンス・プログラム文書等の配布、
管理等について規定）
・ ＣＰ文書一覧表（コンプライアンス・プログラム文書、帳票類のタイトル、概要の一覧）
・ 法令・ガイドライン管理台帳（コンプライアンス・プログラムにおける個人情報に関する
引用規格・遵守法規等の一覧）
・ 文書改訂履歴（コンプライアンス・プログラム文書の改訂に関する履歴）

３．コンプライアンス・プログラム見直し規程（コンプライアンス・プログラムの改善計画及び代表者
による見直しに関する事項の規定）
※PDCAの繰り返しによるスパイラル
・ コンプライアンス・プログラム改善計画書（コンプライアンス・プログラムの改善のため
の計画書）
・ コンプライアンス・プログラム改善実施報告書（コンプライアンス・プログラムを改善
した場合の実施報告書）

４．個人情報に関する苦情・相談対策規程（本人（情報主体）等より個人情報における苦情・相談が
あった場合等の対応を規定）
・ 個人情報苦情・相談受付票（情報主体等より苦情等を受け付けたときの記録）
・ 個人情報苦情・相談報告書（情報主体等より苦情等を受けたときの当該対応関連の
報告書）

５．個人情報保護に関する教育規程（従業者等にコンプライアンス・プログラムを理解、遵守させる
ための教育訓練を規定）
・ 個人情報保護教育計画書（教育を実施するための計画書）
・ 個人情報保護教育報告書（教育を実施した内容についての報告書）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

組織④ 安全管理措置の評価、見直し等

組織① 組織体制の整備
組織⑤ 事故又は違反への対処

人的② 教育・訓練の実施
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コンプライアンス・プログラムとガイドライン ３
コンプライアンス・プログラム規定等
６．個人情報保護に関する監査規程（コンプライアンス・プログラムに関する監査を実施するための
基本事項を規定）
・ 監査基本計画書（監査を実施するための計画書）
・ 監査報告書（監査を実施した内容についての報告書）

経済産業分野ガイドライン等
組織① 組織体制の整備
組織② 規定や手順書の整備、運用
組織④ 安全管理措置の評価、見直し等

組織② 規定や手順書の整備、運用

【安全】
１．不正アクセス対策規程（不正アクセスに対する予防、発見、復旧等において実施する事項
（ユーザＩＤ・パスワード管理・コンピュータの管理等）を規定）
① 不正アクセス対策・対処マニュアル（不正アクセス対策及び対処等についての具体的な
手順（ログ管理・ログの検証等）を規定）
・ 不正アクセス報告書（不正アクセス対策及び対処についての報告書）

財務安全 不正アクセス防御対策
財務安全 従業者へのアクセス管理等
技術① アクセスにおける識別と認証
技術② アクセス制御
技術③ アクセス権限の管理
技術④ アクセス記録

２．ウィルス対策規程（コンピュータ・ウィルスに対する予防、発見、駆除、復旧等において実施する
事項を規定）

① ウィルス対策・対処マニュアル（コンピュータ・ウィルス対策及び対処の手順を規定）
・ ウイルス報告書（コンピュータ・ウィルス対策及び対処についての報告書）
３．施設入退管理規程（自社の建物・サーバルーム等への入退館（室）に関する管理事項を規定）
・ 建物見取り図（自社の建物、施設等の見取り図）

技術⑤ 不正ソフトウエア対策
技術⑦ 情報システム操作確認時の対策
技術⑧ 情報システムの監視

物理① 入退館（室）管理の実施
物理② 盗難等の防止
物理③ 機器・装置等の物理的な保護

４．委託先管理規程（情報処理等を委託する場合における委託先の選定基準等を規定）
・ 秘密情報及び個人情報の取扱いに関する覚書（情報処理等を委託をする場合に
おいて委託先と交わす個人情報の
保護等に関する覚書）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

組織② 規定や手順書の整備、運用
技術⑥ 移送・送信時の対策
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コンプライアンス・プログラムとガイドライン ４
コンプライアンス・プログラム規定等

経済産業分野ガイドライン等

【業務】
１．業務個人情報保護規程（自社の業務において取扱う個人情報の取得・収集、利用・保管、預託・
提供、廃棄等の取扱いについて規定）
① 業務マニュアル（自社で行う全ての業務についてその手順を規定）
・ 預かり確認書（得意先から個人情報、その他の情報を物理的媒体等で取得・収集した場合
に、得意先に対して発行する受領確認書）
・ 受取確認書（得意先が個人情報、その他の情報を物理的媒体等で自社から取得した場合
に、自社に対して発行する受領確認書）
・ 受付印記録（税務官署等に対し得意先に代わって書類等を提出した場合に、当該税務
官署等から受領した収受印の保管記録）
・ 受付印記録（送付用）（税務官署等に対して得意先に代わって書類等を郵便にて提出した
場合の、送付記録及び当該税務官署等から受領した収受印の
保管記録）
・ 資料自社外持出記録（自社の業務上、個人情報、その他の情報を自社外に持ち出す
とき の管理記録）
・ 得意先情報廃棄記録一覧表（個人情報、その他の情報の廃棄の記録）
・ 個人情報の取扱いに関する覚書（個人情報、その他の情報に関する自社の取扱いに
ついて、得意先と結ぶ覚書）
・ 業務チェックリスト（各種）（自社で行うすべての業務についてのチェックリスト）

【総務】
１．従業者個人情報保護規程（従業者の個人情報の取扱いについて定めたもの）
①総務マニュアル（従業者の個人情報の取扱いの手順を定めたもの）
・ 誓約書（従業者による関係法令等の遵守等に関する誓約書）
・ 個人情報収集通知・確認書（個人情報の収集等についての通知・確認書）
・ 従業者個人情報廃棄記録（従業者の個人情報等に関する廃棄の記録）
税理士法等
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

個人情報保護法等

組織② 規定や手順書の整備、運用
組織⑤ 事故又は違反への対処
技術⑥ 移送・送信時の対策
技術⑦ 情報システム操作確認時の対策
物理② 盗難等の防止

人的① 非公開契約の締結
物理② 盗難等の防止
人的① 非公開契約の締結
組織② 規定や手順書の整備、運用

ガイドライン等
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今から始める個人情報保護
内部組織
リスクの
確認

トップが「想う」こと

情報の流れ
リスク分析
（情報の棚卸し）

個人情報保護の
重要性を認識

「想い」の共有

個人情報保護法

税理士法
コミュニケーション

コンプライアンス・
プログラムの策定

不正競争防止法
情報の共有

苦情対応

PDCA・・・スパイラル

内外に公表
コンプライアンス・プログラムの
ブラッシュアップ

コンプライアンス・
プログラムの運用

個人情報保護
を宣言・公表

法律・ガイドライン等

帳票類
の整備

委託先と
の確認

宣言を策定
し公表する

「人間」の問題

情報の所在・
内容・件数

取引先と
の確認

財務分野指針

教育・訓練・
周知・徹底

必要な情報・
不要な情報

コンプライアンス・
プログラムの改善
チームワーク

「文化」「風土」の変革
関係者
に通知

トップが積極
的に参加

セキュリティ対策
プロジェクトチーム
の立ち上げ
リーダーの
人選・任命

業務の見直し
コンプライアンス・
プログラムの監査

指摘・改善
要求
標準化

内部チェック

雇用管理
ガイドライン
財務省所轄分野
ガイドライン等
その他

コンプライアンス・
プログラムの改善要求

内部監査
気づき

指摘・改善
要求
ノウハウ

経済産業分野
ガイドライン

指摘・改善
要求
審査

外部監査

ノウハウ
コンサル
コンサルティングファーム・ベンダー等

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

ソリューション

監査

プライバシーマークの付与
JISQ１５００１

JIPDEC等
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個人情報保護と情報セキュリティ
★個人情報保護
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利
・利益を保護
★情報セキュリティ
保有する情報の機密性・完全性・可用性を維持

【事業者】

最高責任者
個人の権利・
利益を保護

リスクマネジメントの
対象としての情報

ビジネス・プロセス

【本人・情報主体】
大臣の関与等
国の責務等

詳細規定（ガイドライン等）
リスクマネジメント

個人情報保護法の守備範囲
（ガイドライン等を含む）
ＪＩＳＱ１５００１の守備範囲
（解説を含む）
罰則等

ＩＳＯ/ＩＥＣ１７７９９

ＪＩＳＸ５０８０
ＪＩＳＸ５０７０

実践規範

情報セキュリティ

リスクマネジメントの中
の情報セキュリティ

ＩＳＭＳ

ビジネスプロセスの中
のリスクマネジメント

取扱いの流れ

情報に注目

安全管理体制
管理に注目

仕様

ＢＳ７７９９

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

収集・取得

保有・利用

預託・提供

処分・廃棄

組織系

人間系

物理系

技術系
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リスクマネジメントのフレームワーク
純粋リスク（消極的リスク）だけでなく投機的リスク（積極的リスク）を加えた総合的な経営リスクマネジメント

★リスクとは、
「一定の社会・経済的な価値を失う可能性、または一定
の社会・経済的な価値の獲得ができない可能性」をいう
★リスクマネジメントとは、
「保険や安全対策、さらには経営戦略などを活用して社
会・経済的価値の偶発的あるいは人為的な損失を発生
しないようにし、もし損失が発生した場合には、その損失
を最小化し、さらに実現したリスクに適切に対処するマネ
ジメントの方法」
★リスクの区分
☆純粋リスク
実現した場合には損害のみを発生させる可能性
・火災・風水害・地震・異常気象・雷
・戦争・紛争・テロ・盗難・交通災害
・労災・コンピュータ犯罪・停電
☆投機的リスク
実現した場合には損失と利益を発生させる可能性
・財務リスク（売掛金滞留・貸倒リスク等）
・リーダーシップリスク（モチベーション低下）
・人事リスク（採用リスク）
・不祥事リスク（情報漏洩・ミス）
・顧客不満足リスク
・管理リスク
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

リスクの事前予防
①想定②予知
③事前予防
リスクの
制御

リスクの
予防段階

リスクの事後予防
④発生
⑤事後予防

リスクの実現段階
⑥損失の発生
⑦損失の確認

リスクの伝達・周知・
共有プロセス

リスクの知覚・認知
プロセス

リスクの分析段階
⑧損失の測定
⑨損失の原因追及
リスクの教育・研修
プロセス
リスクの対処段階
⑩損失への対処
⑪対応の手直し

リスクのデータベース ・ リスク情報のネットワーク
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コンテンジェンシープラン（緊急時対応計画）
【コンテンジェンシープランの位置づけ】

リスク

事前対策・・・自然災害など想定されるリスクの軽減策や障害
発生の抑制防止策
（被災時の業務継続に必要となる事前準備を含む）
・定期点検・保守契約・整理整頓・入退出管理
・セキュリティポリシの策定・バックアップシステム
・バックアップデータの遠隔地保管・装置（ハード）
の二重化・損害保険加入・その他

情報リスク

業務継続計画・・・災害・障害等の発生時に業務を継続する
ための代替手段を検討

コンテンジェンシープラン

（発生時の業務に対する影響の大きさと、想定される
障害発生の可能性の高さとの相関関係による）

発生頻度高

【回避策による管理】

【予防策による管理】

業務再開計画・・・正常業務に戻すための検討

・徹底的な回避策
（事前対策）

・コストとの見合い

損害額小

（業務継続計画との整合性を考慮し、各業務ごとに
許容停止時間と回復見込時間を想定し、その兼ね
合いにより継続計画と再開計画を組み合わせる）

損害額大

【そのまま保有
＝リスクの受入】
・被害＜コスト
・無視

【コンテンジェンシープラン】
・ネットワークリスク
・災害リスク
・社会リスク
・経営リスク
・その他
・事前対策
・業務継続計画
・業務再開計画

発生頻度低
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

【コンテンジェンシープランの構成】
緊急時対応方針の決定
事前対策（リスク軽減策）
業務継続計画
業務再開計画
※出所 小野修一・鈴木実・松枝憲司・渡辺和宣著 「情報システム部」
２０００．７．１ 日本能率協会マネジメントセンター
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情報セキュリティの考え方
「情報セキュリティ」・・・・・・情報を犯罪や災害から防御して安全性を確保すること
・・・・・・取り扱う情報の「機密性」「完全性」「可用性」を確保し、維持すること

権限に従って情報が適切に保護される

許可されていない利用者によって情報
が改ざん、又は破壊されたりしない

「機密性（confidentiality）」

「完全性（integrity）」

アクセスを許可された者だけが
その情報にアクセスできることを確実にすること

情報およびその処理方法が、
正確であり完全であることを保護すること

利用者が情報を利用したいときに、確実
に利用できる環境を備えている

「可用性（availability）」
許可された利用者が、必要なときに、
情報にアクセスできることを確実にすること

「利便性」と「セキュリティ」は
トレードオフの関係にある
経営情報
打合せ
得意先・
仕入先情報

情報の入手・保管・加工・提供・預託・
廃棄等の全ての段階で

ビジネス

ミニ タ ワー 3

ビジネス・プロセスにおいて

通信・認証

①情報の取り扱いを慎重に行い、
情報を完全な状態で管理し
財務・税務情報

ラップトップ

営業情報

②情報漏洩等の事故を未然に防止し

ミニ タ ワー 3

会議
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

人事・
社員情報

③企業の信用・信頼を維持する
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日常業務に必要な情報の管理
企業活動（業務）を行っていくために必要不可欠な情報を、必要なときに、必要な人が利用できるために、これらの情報の現況を
把握して管理する

財務情報

商品情報

営業情報

仕入先情報

原価情報

人事情報

従業員情報

何処にあるか？
資産情報

メンテナンスは？

開発情報

内容は？
広報情報

技術情報

誰が利用するか？

内容は？
ルールは？

情報はネットワーク上のデータだけでなく、キャビネット、
ストックヤード、デスクの上や引出しの中、営業車の中、
社員のカバンの中、メモ帳の中、携帯電話の中等いたる
ところに存在している

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

旧来の「その場しのぎ」的な対応では限界がある
ビジネスプロセスの中で、情報の管理についてゼロから
構築する必要がある

58

コンプライアンスプログラムの実装

中小企業ＩＴ化支援協会

Business
Integrator
Yagasaki

18:00

24:00

物理的リスクへの対策
0:00
火災、盗難、不法侵入、その他外部からの
物理的損傷・攻撃等への対策

時間軸

6:00

・外部委託によるオンライン
セキュリティシステム

業務時間中における来客等対する入退管理
スタッフのネームプレート着用
（内勤・外勤について２種類の
ネームプレートの着用による勤
務時間中の所在確認）

12:00
・１階エントランスは常時キーロック
システムの作動

・外部委託によるオンライン
セキュリティシステム

・セキュリティシステム作動中の案内
と周知（音声や映像による監視装置
が常に作動していることをエントラン
スではっきりとわかってもらう）
・来客用ネームプレートを着用の上、
１階ミーティングルームおよびロビー
で対応（来客数等の確認）
・２階、３階に入室の場合はスタッフ
同伴（ショルダーハッキングの防御）
・来客予約制度の活用（会議室数が
限定されているので、特に同業種、
類似業種の顧客については時間
の調整）

サーバルーム・資料室における入退管理等

・３階のサーバルーム、資料室、ミーティングルームは常時キーロック
限定者以外の
入室は許可制
サーバルーム
入退時刻管理

その他ノンＩＴによる対策

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

資料室

会議室には必要最低限の
筆記具のみ設置（何も無い
＝何もハッキングされない）

持込物制限
飲食禁止
資料保管場所の限定

・綴りやファイル等の背表紙等の識別については固有名詞は一切使用しない（暗号、記号による管理）
・固有名詞記載の用紙類は総てシュレッダーにより裁断した後、処理場にて直接焼却する
・退社時に執務室にある資料は資料室に返却し、机の上や引き出しの中等には資料は一切保管しない
・個人所有の携帯電話については、使用時以外は常にロック（閲覧、操作不能）状態にする
・パスワード等を記録して保管する場合はそれぞれのルールで暗号化、記号化する
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18:00

24:00

情報化リスクへの対策
0:00
顧客データ等のバックアップ

時間軸

6:00

12:00

・レード１、レード５等を利用してハードディスク内全データの自動バックアップ
ＡＭ３：００
ダットによる自動
バックアップ

サーバ、ネットワーク管理

ＡＭ９：００
ログデータコピー
のバックアップ（ア
ドミニ手動）

ＰＭ６：００〜
顧客ごと、決算期
ごとにＭＯにバッ
クアップ

・原則としてセキュリティ対策の多層化
・サーバについては、メンテナンス時以外は、原則としてログオフ状態に置く
・１時間間隔のファイアウォールの自動メンテナンス
予備のファイア
データは１台に集 ウオールを設置
強いパスワード
中せず４台に分散
でのログイン

Ｗｅｂサーバ、Ｍａｉｌ
サーバは外部ＩＳＰ
にてハウジング

顧客のデータは一定期
間（原則として７年間）
経過した後、消却・廃棄

アドミニ等の権限者による
アトランダムのモニタリング
（アタック、ウイルス、自動メ
ンテナンス、基幹業務ログ、
サーバログ等）

クライアント・マシン、プリンタ等管理

・１週間に１度、全クライアントマシンについてマシンメンテナンスの実施（ウイルスチェック、システムチェッ
ク、デフラグ、）
強いパスワードでのログ
使用するアプリケーショ
複数のプリンタ、ＦＡＸ、スイッ
イン（マシン、業務ソフト）
ンのルール化
チングハブ等の設置
ノートパソコンについてはスタ
ンドアロン用のウイルスチェッ
セキュリティパッチ、ＯＳのアップデー
席を離れる場合の電源断、ログオ
クソフトを使用
トの自動化・ルール化
フ、スクリーンセーバー等の起動

その他情報化リスクへの対策

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

・業務データの送受信や重要なメールについてはＳ/MIME等を使用する（暗号化、デジタル署名）
・Ｗｅｂサーバ、Ｍａｉｌサーバ、ネットワーク・サーバ、クライアント、アプリケーションの起動等においては強い
パスワードを設定し、定期的に変更する（システム・アドミニストレータによる提供）
・ネットワークに直接進入可能な電話回線の受信については特定の電話番号の受信のみを許可し、デジ
タルデータでのファックス送信回線については送信のみを許可し、受信については拒否の設定をする
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ネットワークリスクへの対策
【対策前のネットワーク環境】
取引先
取引先
ＳＳＬ

盗聴

なりすまし

自社

盗難

●ファイアウオールの利用（一部についてはルータの機能で可能）
○ＩＰアドレス変換・・・・・・プライベートアドレスの漏えいを防御、
○ＩＰフィルタリング・・・・・・特定のＩＰアドレスのみを通過させ不正アクセスを防御
○ポート管理・・・・・・ＴＣＰのポートの使用を制限し不正アクセスを防御
ポートスキャン等に対する防御
○メールフィルタリング・・・・・・迷惑メールに対する防御
○コンテンツフィルタリング・・・・・・スパイウエアが介在コンテンツ等に対する防御
○ウイルスチェック・・・・・・マシンでのチェックの他にゲートウエイでのチェック、防御
○認証・アクセス制御・・・・・・ＩＤ、パスワード管理、及びパスワードロック、アクセス
制限により不正アクセスを防御
○運用監視・・・・・・不正アクセスの監視（アクセスログ）
○ログレポート・・・・・・レポーティングにより不正アクセスの感知・防御

●公開鍵暗号基盤（ＰＫＩ）の利用
○ＳＳＬサーバとの通信
【セキュリティ対策の実施】
・サーバから提供される公開鍵を
取引先
使用した暗号化
取引先
改ざん
・公的認証等を使用したデジタル
署名（電子申告、電子入札等）
○ＶＰＮを利用したネットワークへの
否認
遠隔地からのアクセス
○デジタル署名、暗号化を使用した
PKI
S/MIME
メール（Ｓ/ＭＩＭＥ、ＰＧＰ/ＭＩＭＥ等）
PGP/MIME
○認証による社内ネットワークへの
VPN
アクセス制御
IPフィルタリング
自社
ポート管理
ウィルス

破壊
スパイウエア
不適切情報

★現状のネットワーク環境における
「脆弱性」について再認識する
・自社のネットワーク環境
・取引先のネットワーク環境
・自社と取引先の間のネットワーク
環境

ウィルスチェック
運用監視・管理
ログ・レポート

★ネットワーク環境の「機密性」「完全性」
「可用性」 をより強固な物にする

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

ネットワーク侵入検知

IPアドレス変換
パスワード管理

●社内ネットワークの管理（アドミニ）
○ログレポート（業務管理）
○ＩＤ、パスワードの定期的配布

●その他
○ファイルの暗号化
ファイルの暗号化
○使用アプリケーションのルール化
○その他
コンテンツフィルタリング
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コンピュータ・ウィルス、不正アクセス
【コンピュータ・ウイルス】
感染する場所による区分
●ファイル感染

活動による区分
●ワーム型（拡散型）

・拡張子ＣＯＭ、ＥＸＥ、ＳＹＳ等実行型ファイルに感染
・プログラムを書き換えて感染増殖

・メールの添付ファイルとして自動的に拡散させるタイプ
・ネットワークを利用して次々に感染していくタイプ

●システム領域感染

●ダイレクトアクション型

・ハードディスクやフロッピーディスクのシステム領域に感染

・ブラウザやOSなどのセキュリティホールを利用し、ウイルスを
クリックすることなしに自動的に実行

●マクロ

●ウイルスドロッパー

・マイクロソフト社のオフィス製品のマクロ機能を使って感染
・Ｏｕｔｌｏｏｋのアドレス帳に登録されているアドレスにウイルス
を送信（メリッサ）

・侵入したウイルスがマシン内に別のウイルスを組み込む

●ネットワーク型

●トロイの木馬

・主にネットワークOSを攻撃し感染増殖

・ほかのファイルやシステムに感染活動を行わない不正プロ
グラム
・感染してプログラムを実行した瞬間に破壊活動を開始する
ものもある

●バックドア型
・ネットワークを介して被害者のマシンを自由に操作
・パスワードなど重要な情報を盗難

●携帯端末
・携帯端末用ＯＳのＥＰＯＣやＰａｌｍＯＳに感染
・Ｊａｖａ対応携帯端末の出現によりウイルスが発生する危険性

【不正アクセス】
★ハッキング
・システムに入り込みのぞき見する
・損害を与えないで痕跡も残さないことが多い

★クラッキング
・のぞくだけでなく破壊的行為を行う
・痕跡や思想的なメッセージを残すことが多い
都市

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

都市

都市

都市

都市

都市

都市

都市

都市

都市
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ネットワークのセキュリティの例（サーバ・ルーム）
ＮＴＴ電話回線

ＦＴＴＨ
ＩＰ電話回線

ブリッジ

ＷＷＷ

yagasaki
.co.jp
ＷＥＢサーバメー
ル・サーバ

ＩＰ電話
ファイア・ウオール アダプタ
ファイア・ の設置
ウオール

サーバ 14

電話主装置

ＶｏＩＰの利用

電話設備（各フロアに配置）

予備のファイア・
ウオールの設置

ＦＡＸ送信専用

ブリッジ

モデム
⋇⋇-⋇⋇⋇⋇

（発信専用）
サーバ 16

サーバ 16

メールサーバ、ウェブサーバは外部の
ＩＳＰに設置（ハウジングサービスを利用）
ＩＤ、パスワードの発行・変更等の管理

メイン・サーバ

ログ・バックアップ・サーバ

サブ・サーバ

ファックス・サーバ

サーバの分散

サーバ 14

V AX

ターミナル・
アダプタ
送信専用回線
（受信は拒絶）

サーバ 14

無停電
装置
停電・電源ダウン
に対応

⋇⋇-⋇⋇⋇⋇着信専用
（特定番号のみ）

サーバ 4

無停電
装置

（会議室）
Mac3
レピータ

コンピュ・スイッチ
サーバのメンテナンス
（サーバ切替装置）
ログのメンテナンス
スイッチングハブ
（会議室）

サーバ 7

モデム

ハブ

ハブ

ハブ

緊急の場合、自社の設定を
変えて特定番号のみ受信
（他の番号は拒絶）

各フロア・各
部屋に接続
（執務室）

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006

（ミーティングルーム）
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ネットワークのセキュリティの例（執務室）

（３階サーバ・ルーム）

送信専用回線
（受信は拒絶）
ターミナル・アダプタ
予備のディスクトップ、ノー
トパソコンを設置

ブリッジ

（発信専用）
⋇⋇-⋇⋇⋇⋇

ハブ

ハブ

スイッチングハブ
スイッチングハブ

ラップトップ

ラップトップ

PM700C
スキャナ

カラープリンタ クライアント
ネットワークへ
切り替え可能

ラップトップ

PM700C

ミニ タワー 3

ミニ タワー 3

スキャナ

カラープリンタ

予備クライアント
ノートのウィルスチェックは
マシンごとのソフトで実行

ハブ

ミニ タワー 3

ハブ

クライアント

スイッチングハブ
ラップトップ

ミニ タワー 3
ラップトップ

ミニ タワー 3

ラップトップ

クライアント

クライアント

ラップトップ

ミニ タワー 3

ミニ タワー 3

クライアント

クライアント

ハブ

ハブ

外部から記憶媒体（FD、CD、MO等）を
持ち込むときは必ずウィルスチェック

（発信・受信）
⋇⋇-⋇⋇⋇⋇
ＦＡＸ専用回線
MICROLINE2

MICROLINE2

MICROLINE2

MICROLINE2

ファックス
カラーコピー
スキャナ
カラー・ページ
プリンタ
MICROLINE2
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MICROLINE2

ページプリンタ

MICROLINE2

MICROLINE2

ページプリンタ ページプリンタ

複数のプリンタ、予備のスイッ
チングハブ、ルータ、ケーブル、
その他の機器類を多重化
カラー・ページ
プリンタ
スイッチングハブ
MICROLINE2

ハブ

ハブ
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事業者のための指針・ガイドライン １
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.pdf
「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（厚生労働省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/kenkou.pdf
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」（金融庁）
http://www.fsa.go.jp/siryou/siryou/kj-hogo/01.pdf
「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i41202ij.pdf
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」（総務省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/denki.pdf
「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」（総務省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/housou.pdf
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/policy/it̲policy/privacy/041012̲hontai.pdf
「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/press/20041217010/041217iden.pdf
「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」（厚生労働省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/koyou.pdf
「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」（厚生労働省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/tsuutatsu.pdf
(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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事業者のための指針・ガイドライン ２
「船員の雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」（国土交通省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/senin.pdf
「国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針」（警察庁）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/kouan.pdf
「法務省が所管する分野における事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」（法務省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/houmu.pdf
「財務省所管分野における事業者が講ずべき個人情報の保護に関する指針」（財務省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/zaimu.pdf
「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」（文部科学省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/seito.pdf
「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」（厚生労働省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/fukushi.pdf
「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情
報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/shokugyou.pdf
（厚生労働省）
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」（厚生労働省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/haken.pdf
「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」（国土交通省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/kokudo.pdf
「個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン」（農林水産省）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/nousui.pdf
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参考文献
佐々木俊尚著 「徹底追及 個人情報流出事件」 ２００４．８．３ （株式会社秀和システム）
牧野二郎著 「企業情報犯罪対策入門」 ２００４．２．１１ （株式会社インプレス・ネットビジネスカンパニー）
三上明輝、清水幹治、新田正樹著 「Ｑ＆Ａ 個人情報保護法 第２版」 ２００４．８．１０ （株式会社有斐閣）
稲垣隆一編著 「新版・個人情報保護法と企業対応」 ２００４．７．３０ （株式会社清文社）
岩佐修二、野中仁、行長賢一著 「個人情報保護対策・理論と実践」 ２００３．１０．３０ （株式会社イットアップ ＩＴソリューション
事業部）
大保久哉著 「中小企業の個人情報保護対策と税務の留意点（税務弘報２００５．３）」 ２００５．３．１ （中央経済社）
株式会社日本国際規格コンサルティング編著 「図解 実務入門 よくわかるＪＩＳＱ１５００１」 ２００２．２．１５（日本能率協会マネ
ジメントセンター）
株式会社ユニゾン著 「図解 ネットワークセキュリティの仕組み」 ２００１．８．３１（株式会社ディー・アート）
高梨智宏著 「リスクマネジメント入門」 ２００２．７．２ （日本経済新聞社）
小野修一、鈴木実、松枝憲司、渡辺和宣著 「情報システム部」 ２０００．７．１ （日本能率協会マネジメントセンター）
喜入博・島田裕次・角田喜弘著 日本内部監査協会編 「情報システム監査の基礎と実践」 ２００３．６．２０ （同文館出版株式
会社）
田淵治樹著 「ＩＳＭＳ構築のための情報セキュリティポリシーとリスク管理」 ２００３．５．２０ 株式会社オーム社
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参考ＵＲＬ
・「個人情報の保護に関する法律」 （首相官邸）
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html
・「個人情報の保護に関する法律施行令」 （内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室）
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/seirei/pdfs/kojinseirei507.pdf
・「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項（JISQ15001）」（財団法人情報処理開発協会(JIPDEC)）
http://privacymark.jp/ref/jisq15001.pdf
・「行政機関等個人情報保護関連５法」 （総務省）
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm
・「個人情報の保護に関する法律への対応 事業者編」 （財団法人情報処理開発協会(JIPDEC)）
http://privacymark.jp/ref/Q&Ajigyousya.pdf
・「個人情報保護方針の例」 （矢ケ崎清税理士事務所）
http://www.yagasaki.co.jp/

(c) Copyright yagasaki kiyoshi 2005-2006
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