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2014.08 

～「経済産業省ガイドライン」の読みこなしポイント～  

「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」      

会員番号 1760 斎藤由紀子 （個人情報保護監査研究会） 

 

現在「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（以下、経済産業省ガイド

ラインと呼ぶ）」の改定に向けて作業が行われています。「個人情報保護監査研究会」では今月号より、現行の「経済産

業省ガイドライン」（策定：2004/10/22厚生労働省・経済産業省告示第4号、最終改正：2009/10/09厚生労働省・経済

産業省告示第2号）の中で、特に民間事業者が知っておくべき、読みこなしポイントを連載でご紹介します。 

 

なお、これからの記述は、「経済産業省ガイドライン」の本文そのものではありません。事業者が自社に適用する場合

は、必ず、以下の経済産業省ガイドライン（2009/10/09 厚生労働省・経済産業省告示第2号） を参照してください。 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf  
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１．目的及び適用範囲 

「経済産業省ガイドライン」は、経済産業省が所管する分野における事業者等が、個人情報の適正な取扱いの

確保のため、具体的な指針として定めたものです。「個人情報の保護に関する法律」施行後、いち早く告示され

たのが「経済産業省ガイドライン」で、その後各省庁のガイドライン策定のベースともなりました。  

 

経済産業省が所管する分野における事業者であっても、従業員の個人情報（雇用管理に関するもの）につい

ては、※１「雇用管理における個人情報保護に関するガイドライン」（2012/5/14厚生労働省告示357号）や、 

※２「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について」（2012/6/11告

示）との整合性に留意する必要があります。 

※１、２：個人情報保護監査研究会の追記。現行の「経済産業省ガイドライン」では旧版を記載している。 

 

各省のガイドラインにおいて共通して言えることですが、「しなければならない」としている規定については、そ

れに従わなかった場合は、主務大臣（ここでは経済産業大臣）により、法の規定違反と判断されることがあります。 

一方、「望ましい」と記載されている規定については、法の規定違反と判断されることはないとされています。 

 

２．法令解釈指針・事例 

2-1. 定義（法第２条関連） 

※個人情報保護監査研究会注：ここからは、できる限りポイントを絞って記述します。不明な点は本文を参

照してください。http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf 

2-1-1. 「個人情報」 

「個人情報の保護に関する法律」では、「個人情報」とは"生存する個人に関する情報"と限定していますが、

「経済産業省ガイドライン」では、"死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもあ

る場合には、当該生存する個人に関する情報となる。" としています。 なお、外国人も含まれることについても

明記しています。 

※個人情報保護監査研究会注：法律がゆるく、「経済産業省ガイドライン」が厳しいのではありません。 

法律は、個人情報を、生存する個人（＝人間）の権利として捉えているからで、「経済産業省ガイドライ

ン」では補足として、死者に関する情報を一律に排除しているのではないことを説明しています。 

 

【個人情報に該当する事例】として、本人の氏名、生年月日等に加えて、会社における職位・所属、防犯カメラ

の映像等についても挙げています。 

 

2-1-2. 「個人情報データベース等」（法第２条第２項関連） 

「個人情報データベース等」とは、コンピュータを用いるかどうかを問わず、一定の規則（例えば５０音順）に従っ

て整理・分類した状態のものを言います。 

【個人情報データベース等に該当しない事例】として、"アンケートの戻りはがきが、氏名、住所等により分類・整

理されていない状態"を挙げています。 

※個人情報保護監査研究会注：分類・整理されていなくても、「個人情報」にあたりますので、安全管理措

置が必要です。 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/h24_357.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
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2-1-3. 「個人情報取扱事業者」（法第２条第３項関連） 

「個人情報の保護に関する法律施行令」第２条では、個人情報取扱事業者から除外される者として、 

"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（略）の

合計が過去６月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。" 

と 定めていますが、「経済産業省ガイドライン」では、上記に該当しない事業者等についても、"このガイドライン

に規定されている事項を遵守することが望ましい。"としています。 

※個人情報保護監査研究会注：JIS Q15001：2006（個人情報保護にマネジメントシステム－要求事項）で

は、期間、件数の定めはありません。一時的に取得した場合、１件でも安全管理措置の対象とします。 

件数の数え方としては、"同一個人の重複は除く"としています。 例えば従業者や顧客の個人情報は、できる

限り「人数」を件数として把握することが適切です。 

【特定の個人の数に算入しない事例】として、電話帳やカーナビゲーションなど他人が作成し、不特定多数の者

が利用できる状況で、かつ編集・加工しないで利用する場合は、件数に算入しないでよいとしています。 

【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】として、倉庫業、データセンター等の事業者が、

受託している情報が個人情報かどうかを認識しない場合を挙げています。 

 

2-1-4.「個人データ」（法第２条第４項関連） 

「個人情報データベース等」を構成する個人情報を指し、利用するデータベースの他に、バックアップデータ、

出力された紙情報も含まれます。 

 

2-1-5. 「保有個人データ」（法第２条第５項関連） 

JIS Q15001：2006（個人情報保護にマネジメントシステム－要求事項）における、「開示対象個人情報」と同じ概

念です。個人情報取扱事業者が、本人（又はその代理人）から、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（以後、開示等という）に応じることができる権限を持っている「個人データ」を言

います。受託業務においては、委託元に開示等の権限があり、委託先にはその権限はありません。 

 

「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」については、「保有個人データ」では

ないとされています。そのため、本人から開示等の請求があっても、請求に応じる必要はありません。2000年以降、

各虐待防止法（児童、配偶者、高齢者、障害者）の施行により、家族であっても本人の委任が明確でない限り、安

易に開示しないように注意する必要があります。他にも、企業が不当要求被害を防止するために保有している、

総会屋や、悪質なクレーマー情報、防衛に関連する機器やソフトウェアの開発担当者情報、要人の行動予定や

記録等についても、安易に開示してはならないとしています。 

また警察等から、捜査のためとして、本人の同意を得ずに「保有個人データ」の提供を求められる場合がありま

す。これは「その個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩

序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。」として協力を依頼するものです。その際には、「捜査関係事項照会

依頼書」をもらい、提供する理由を明らかにします。 

 

2-1-6. 「本人」（法第２条第６項関連） 

「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、「個人情報の保護に関する法律」の通りです。 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
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2-1-7. 「本人に通知」 

「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいいます。 

【本人への通知に該当する事例】 は以下の通りです。 

事例１）面談において、口頭又はちらし等の文書を渡す。  

事例２）電話において、口頭又は自動応答装置等で知らせる。  

事例３）隔地者間において、電子メール、ファックス、郵便等で送付する。  

事例４）電話勧誘販売において、口頭の方法による。  

事例５）電子商取引において、自動応答の電子メールにて送信する。 

※個人情報保護監査研究会注：通知を口頭で行う場合は、伝える内容を手順書、業務フローなどによっ

て文書化しておくことが重要です。 

2-1-8. 「公表」 

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせることをいいます。 

【公表に該当する事例】は以下の通りです。  

事例１）自社のウェブのトップページから１回程度の操作で到達できる場所への掲載 

自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等 

事例２）店舗販売において、店舗の見やすい場所への掲示 

事例３）通信販売において、通信販売用のパンフレット等への記載 

 

2-1-9. 「本人に対し、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をいいます。 

【利用目的の明示に該当する事例】 は以下の通りです。 

事例１）利用目的を明記した契約書等の書面を本人に手渡し、又は 送付する。  

事例２）ネットワーク上において、自社のウェブ画面上にその利用目的を明記します。その際には、送信ボタ

ンをクリックする前に本人の目にとまるよう配置に留意します。（利用目的の画面に、１回程度の操作

で遷移するリンクやボタンを含む。） 

 

2-1-10. 「本人の同意」 

「本人の同意」とは、本人（本人確認が前提）の意思表示とともに、その意思表示を個人情報取扱事業者が認

識することをいいます。 

【本人の同意を得ている事例】  

事例１）本人から、同意する旨を口頭又は書面で確認する。  

事例２）本人が署名又は記名押印した同意する旨の申込書等文書を受領し確認する。 

事例３）本人から、同意する旨のメールを受信する。  

事例４）本人による、同意する旨の確認欄へのチェック  

事例５）本人による、同意する旨のウェブ画面上のボタンのクリック 

事例６）本人による、同意する旨の音声入力、タッチ、ボタンやスイッチ等による入力 

※個人情報保護監査研究会注：同意を口頭で得た場合は、録音や応答記録簿などに残すことが重要で

す。なお口頭同意の記録、書面による同意を問わず、記録には日付が必須です。 
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2-1-11. 「本人が容易に知り得る状態」 

「本人が容易に知り得る状態」とは、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をいいます。 

【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】 は以下が継続的に行われている状態を指します。 

事例１）ウェブ画面中のトップページから１回程度の操作で到達できる場所への掲載 

事例２）事務所の窓口等への掲示、備付け 

事例３）広く頒布されている定期刊行物への掲載 

事例４）電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を掲示 

※個人情報保護監査研究会注：事業で取り扱う個人情報の利用目的は、容易に知り得る状態に置いて

おく必要があります。 

 

2-1-12. 「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。）」 

これは、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をいいます。 

【本人の知り得る状態に該当する事例】は以下の通りです。 

事例１）問い合わせ窓口を設け、口頭又は文章で回答できるよう体制を構築しておく。  

事例２）店舗販売において、店舗にパンフレットを備え置く。  

事例３）電子商取引において、問い合わせ先のメールアドレスを明記する。 

※個人情報保護監査研究会注：遅滞なくとは、ワンクッションおいて対応する程度を指します。 

開示請求が少ない事業者は、開示請求書をダウンロードできる状態にしていなくても、郵送、メール添

付ファイルなどの手段で遅滞なく本人に送付すればよいでしょう。 

 

2-1-13. 「提供」 

「提供」とは、個人データを利用可能な状態に置くことをいいます。 

※個人情報保護監査研究会注：一般的に「提供」とは、本人、当該事業者以外が個人データを利用可能

な状態に置くことをいいます。例えば、従業者の顔写真、プロフィールをホームページ上で公開すること

は提供にあたり、本人の同意が必要です。 

提供には、i）委託、ii)事業の承継、iii)共同利用、及び第三者提供がありますが、狭義の提供について

は、2-2-4. 第三者への提供（法第23条関連）で詳しく述べられています。 

 

次回は、「2-2.個人情報取扱事業者の義務等」の読みこなしポイントを掲載します。 

バックナンバー目次  http://www.saaj.jp/saajpmsMETIGL/000METIGL.html  

 

今回の読みこなしポイントの部分は、「経済産業省ガイドライン」の改定案の対象となっていませんでした。

改定案では、2-2-3-2.安全管理（法第20条関連）から対象としており、この部分の読みこなしポイントは、 

会報2014年12月号を予定しています。 

 

個人情報保護監査研究会  http://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html  
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