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2015.1 

～「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」特別号 

          2014年 12月 12日改正のポイント 

個人情報保護監査研究会 

 

※個人情報保護監査研究会注：「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」が、2014

年（平成26年）12月12日付けで告示・施行されました。 

【主な改正点】 （METIパンフレットより： ） 

1. 第三者からの適正な取得の徹底  

2. 社内の安全管理措置の強化 

3. 委託先の監督の強化 

4. 共同利用制度の明確な説明 

5. 消費者等本人に対する分かりやすい説明の取組 

今回は、特別号として、改正された内容についてご紹介します。 

※文中アンダーライン部分が追加・改正された部分です。全文については、改正ＭＥＴＩガイドライン本文を参照してください。 

 

 

【改正点１】：第三者からの適正な取得の徹底    

・第三者から個人情報を取得する場合には、適法に入手されていること等確認する事が望ましい。 

・適法に入手されていることが確認できない場合は、取引を自粛することを含め、慎重に対応することが望ましい。 

 

2-2-2.個人情報の取得関係（法第17条～第18条関連） 

（１）適正取得（法第17条） 

法第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。 

不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を与える目的で、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、不正に取得したり、不正に使用・開示した場合には不正競争防止法が科され得る。 

また、第三者からの提供により、個人情報を取得する場合には、提供元の法の遵守状況（例えば、オプトアウト、利用目的、開

示手続、問合わせ・苦情の受付窓口を公表していることなど）を確認し、個人情報を適切に管理している者を提供元として選定

するとともに、実際に個人情報を取得する際には、例えば、取得の経緯を示す契約書等の書面を点検する等により、当該個人情

報の取得方法等を確認した上で、当該個人情報が適法に取得されたことが確認できない場合は、偽りその他不正の手段により

取得されたものである可能性もあることから、その取得を自粛することを含め、慎重に対応することが望ましい。 

 

※個人情報保護監査研究会注：第三者提供を受ける側も、不正に取得（データセンターやインターネット

を経由して個人情報を盗むなど）で取得していないことを確認するよう求めています。 

 

【改正点２】：社内の安全管理措置の強化   

・外部からのサイバー攻撃対策の追加。 

・内部不正対策の組織的、物理的、技術的安全管理措置の項目の追加。 
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2-2-3-2.安全管理措置（法第20条関連） 

法第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。 

 特に中小企業者においては、事業の規模及び実態、取り扱う個人データの性質及び量等に応じた措置を講じることが望まし

い。 

※個人情報保護監査研究会注：外部からのサイバー攻撃対策や、内部不正対策の組織的、物理的、技術的

安全管理措置の項目が追加されました。しかし中小企業者では、資源に余裕が無い場合も多いため、事

業の規模や取り扱う個人データの性質及び量等実態をよく認識して、対策を講じるように追記されまし

た。 

 

組織的安全管理措置 

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」（追加部分のみ、以下同じ） 

 個人データの安全管理の実施及び運用に関する責任及び権限を有する者として、個人情報保護管理者を設置し、原則

として、役員を任命すること 

 個人データの取扱いを総括する部署の設置、及び個人情報保護管理者が責任者となり、社内の個人データの取扱いを

監督する｢管理委員会｣の設置 

 個人情報保護対策及び最新の技術動向を踏まえた情報セキュリティ対策に十分な知見を有する者（必要に応じ、外部の

知見を有する者を活用し確認することを含む）などによる、監査実施体制の整備 

【規程等に記載することが望まれる事項の例】 

(１)取得・入力 

 スマートフォン、パソコン等の記録機能を有する機器の接続を制限し、媒体及び機器の更新に対応する。） 

 

人的安全管理措置 

人的安全管理措置とは、従業者（「個人情報取扱事業者の組織内にあって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をいい、雇用関係にある従業員（正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみなら

ず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれる。）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・訓練等を行うことをいう。  

 

物理的安全管理措置 

 入退館（室）の記録 

 業務上許可を得ていない記録機能を持つ媒体及び機器の持ち込み及び持ち出しの禁止と検査の実施 

 カメラによる撮影や作業への立ち会い等による記録又はモニタリングの実施 

 

技術的安全管理措置 

技術的安全管理措置については、①から⑧までの各項目を遵守するとともに、複数の手法を組み合わせ、個人データ及びそ

れを取り扱う情報システム全体の安全性を確保することが重要である。 
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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」 

 ワンタイムパスワードによる認証、物理的に所持が必要な認証デバイス（ＩＣカード等）による認証、 

＊識別と認証においては、複数の手法を組み合わせて実現することが望ましい。 

＊生体認証を利用する場合には、当該識別と認証の方法を実施するために必要な情報（例えば、指紋、静脈）が、特定

の個人を識別することができることから、個人情報に該当する場合があることに留意する。 

②「個人データへのアクセス制御」 

＊個人データを格納するためのデータベースを構成要素に含む情報システムを構築する場合には、当該情報システム

自体へのアクセス制御に加えて、情報システムの構成要素であるデータベースへのアクセス制御を別に実施し、それ

ぞれにアクセス権限を設定することが望ましい。 

＊アクセス権限の設定を情報システム全体と別に実施する場合にあっては、無権限アクセスからの保護に係る機器等の

設定として、特に不要アカウントの無効化や初期設定されている標準アカウントのパスワード変更を実施することが望

ましい。 

③「個人データへのアクセス権限の管理」 

＊個人データにアクセスできる者を許可する権限については、情報システム内において当該権限を含む管理者権限を

分割する等して、不正利用を防止することが望ましい。 

④「個人データへのアクセスの記録」 

＊個人データへのアクセスや操作の成功と失敗の記録については、情報システムを構成する各システムへのアクセスや

操作の成功と失敗等の記録を組み合わせ、各個人データへのアクセスや操作の失敗を全体として記録することが考

えられる。 

＊採取した記録を漏えい、滅失及びき損から保護するためには、当該記録を適切に管理された外部記録媒体ないしログ

収集用のサーバ等に速やかに移動することが望ましい。 

＊システム管理者等の特権ユーザーのアクセス権限を用いても、採取した記録を改ざん・不正消去できないよう、対策す

ることが望ましい。 

⑤「個人データを取り扱う情報システムについて不正ソフトウェア対策」 

 ウイルス対策ソフトウェアの安定性の確認（例えば、パターンファイルや修正ソフトウェアの更新の確認） 

 端末及びサーバ等のオペレーティングシステム（ＯＳ）、ミドルウェア（ＤＢＭＳ等）、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ェア（いわゆる、セキュリティパッチ）の適用 

 組織で許可していないソフトウェアの導入防止のための対策 

⑥「個人データの移送（運搬、郵送、宅配便等）・送信時の対策」 

 個人データの移送時における紛失・盗難に備えるための対策（例えば、媒体に保管されている個人データの暗号化等の

秘匿化） 

 盗聴される可能性のあるネットワークにおける、個人データの暗号化等の秘匿化（例えば、ＳＳＬ、Ｓ／ＭＩＭＥ等） 

 ＊暗号を利用する場合には、復号に必要な鍵についても十分注意して管理する必要がある。 

⑦「個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策」 

 情報システムの動作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（正確な動作確認を要する等、個人

データの利用が不可欠な場合であっても、動作確認に影響のない範囲で、個人データの一部を他のデータに置き換え

る等の措置を講じることが考えられる。） 

⑧「個人データを取り扱う情報システムの監視」 

＊特権ユーザーによる個人データへのアクセス状況については、特に注意して監視することが望ましい。 
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 個人データを取り扱う情報システムへの外部からのアクセス状況の監視（例えば、ＩＤＳ・ＩＰＳ等） 

＊監視システムを利用する場合には、事業者等が業務で行う送受信の実態に合わせ、当該装置について適切に設定し、

定期的にその動作を確認することが必要になる。 

 

2-2-3-3.従業者の監督（法第21条関連） 

法第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。 

特に中小企業者においては、事業の規模及び実態、取り扱う個人データの性質及び量等に応じた措置を講じることが望ましい。 

【従業者のモニタリングを実施する上での留意点】 

本ガイドライン及び雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン第10に規定する雇用管理に関する個人情報の

取扱いに関する重要事項とは、モニタリングに関する事項等をいう。 

 

※個人情報保護監査研究会注：上記ガイドラインでは、雇用管理上の重要事項（この場合はモニタリング）

を実施するときは、”あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。”と

の規定に従うことを促しています。 

 

【改正点３】：委託先の監督の強化 

・内部不正対策の委託先の安全管理措置の確認、定期的な監査等の追加。 

・再委託先以降も同様の措置を行うことが望ましい。 

 

2-2-3-4.委託先の監督（法第22条関連） 

法第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。 

特に、中小企業者においては、事業の規模及び実態、取り扱う個人データの性質及び量等に応じた措置を講じることが望まし

い。 

優越的地位にある者が委託元の場合、委託元は、委託先との責任分担を無視して、本人からの損害賠償請求に係る責務を一

方的に委託先に課す、委託先からの報告や監査において過度な負担を強いるなど、委託先に不当な負担を課すことがあっては

ならない。 

①委託先の選定 

委託先の選定に当たっては、委託先の安全管理措置が、少なくとも法第20条で求められるものと同等であることを確認するた

め、以下の項目が、委託する業務内容に沿って、確実に実施されることについて、委託先の社内体制、規程等の確認、必要に

応じて、実地検査等を行った上で、個人情報保護管理者（CPO）等が、適切に評価することが望ましい。 

（ア）組織的安全管理措置 

 安全管理措置を講じるための組織体制の整備 
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 安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用 

 個人データの取扱状況を一覧できる手段の整備 

 安全管理措置の評価、見直し及び改善 

 事故又は違反への対処 

（イ）人的安全管理措置 

 雇用契約時における従業者との非開示契約の締結、及び委託契約等（派遣契約を含む。）における委託元と委託先間

での非開示契約の締結 

 従業者に対する内部規程等の周知・教育・訓練の実施 

（ウ）物理的安全管理措置 

 入退館（室）管理の実施 

 盗難等の防止 

 機器・装置等の物理的な保護 

（エ）技術的安全管理措置 

 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制御 

 個人データへのアクセス権限の管理 

 個人データのアクセスの記録 

 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ェア対策 

 個人データの移送・送信時の対策 

 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策 

 個人データを取り扱う情報システムの監視 

③委託先における個人データ取扱状況の把握 

定期的に、監査を行う等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を調査した上で、個人情報保護管理者（ＣＰＯ）等が、

委託の内容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが望ましい。 

委託先が再委託を行おうとする場合は、委託を行う場合と同様、委託元は、委託先が再委託する相手方、再委託する業務内

容及び再委託先の個人データの取扱方法等について、委託先から事前報告又は承認を求める、及び委託先を通じて又は必要

に応じて自らが、定期的に監査を実施する等により、委託先が再委託先に対して本条の委託先の監督を適切に果たすこと、及

び再委託先が法第２０条に基づく安全管理措置を講ずることを十分に確認することが望ましい。再委託先が再々委託を行う場合

以降も、再委託を行う場合と同様とする。 

【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】 

 委託先において、個人データを取り扱う者（委託先で作業する委託先の従業者以外の者を含む）の氏名又は役職等（な

お、委託の実態に応じて、例えば、契約書とは別に、個人データを取り扱う者のリスト等により、個人データを取り扱う者を

把握するなど、適切な対応を行うことが望ましい。） 

 再委託を行うに当たっての委託元への文書による事前報告又は承認 

 契約内容が遵守されなかった場合の措置（例えば、安全管理に関する事項が遵守されずに個人データが漏えいした場

合の損害賠償に関する事項も含まれる。） 
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【改正点４】：共同利用制度の趣旨の明確化 

・事業者が共同利用を円滑に実施するために共同利用者における責任等を追加 

・共同利用者の範囲の明確化 

 

2-2-4.第三者への提供（法第２３条関連） 

（３）第三者に該当しないもの（法第２３条第４項関連） 

（ⅲ）共同利用（法第２３条第４項第３号関連） 

法第２３条第４項第３号 

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３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。 

３ 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。 

以下の①から④までの情報を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おくとともに、共同して利用

することを明らかにしているときには、当該個人データの提供を受ける事業者は、本人から見て、当該個人データを提供する事

業者と一体のものとして取り扱われることに合理性があると考えられることから、第三者に該当しない。 

①共同して利用される個人データの項目 

個人データの項目について、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なければならない。 

事例１）氏名、住所、電話番号 

事例２）氏名、商品購入履歴 

②共同して利用する者の範囲 

「共同利用の趣旨」は、本人から見て、当該個人データを提供する事業者と一体のものとして取り扱われることに合理性がある

範囲で当該個人データを共同して利用することである。 

したがって、共同利用者の範囲については、本人がどの事業者まで将来利用されるか判断できる程度に明確にする必要があ

る。 

なお、当該範囲が明確である限りにおいては、事業者の名称等を個別にすべて列挙する必要がない場合もある。 

事例）本人がどの事業者まで利用されるか判断できる程度に明確な形で示された「提携基準」及び「最新の共同利用者

のリスト」等を、共同利用者の全員が、本人が容易に知り得る状態に置いているとき 

③利用する者の利用目的 

共同して利用する個人データについて、その取得時の利用目的をすべて、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に

置いていなければならない。 

利用目的が個人データの項目によって異なる場合には区別して記載することが望ましい。 

④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 

開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の

権限を有し、安全管理等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、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なければならない。 

ここでいう「責任を有する者」とは、共同して利用するすべての事業者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を

行う権限を有する事業者をいい、共同利用者のうち一事業者の内部の担当責任者をいうものではない。 
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【改正点５】：消費者等本人に対する分かりやすい説明のための参考事項  

・個人情報取扱事業者は、本人に対して、個人情報保護を推進する上での考え方や方針等について、分かりやすい表

現で説明するために参考とすべき基準を追記。 

 

５．個人情報取扱事業者がその義務等を適切かつ有効に履行するために参考となる事項・規格 

（１）個人情報保護のためのマネジメント体制の確立 

（２）個人情報保護を推進する上での考え方や方針の策定等 

（３）消費者等本人に対する分かりやすい説明の実施 

事業者は、消費者等本人との信頼関係を構築する観点から、消費者等本人に対して、個人情報取扱事業者の個人情報保護

を推進する上での考え方や方針等について、以下に掲げる基準を参考にして、冗長で分かりにくい表現を避け、消費者等本人

に誤解を与えることなく分かりやすい表現で表示することが望ましい。 

 

分かりやすい説明の実施に際して参考とすべき基準 

１．記載事項 

（１）必要十分な記載事項 

１ 個人情報の取扱いに関する情報として、以下の 7項目が記載されていること 

１）提供するサービスの概要 

２）取得する個人情報と取得の方法 

３）個人情報の利用目的 

４）個人情報や個人情報を加工したデータの第三者への提供の有無及び提供先 

５）消費者等本人による個人情報の提供の停止の可否、訂正及びその方法 

６）問合せ先 

７）保存期間、廃棄 

２．記載方法 

（１）取得する個人情報とその取得方法に係る記載方法 

２ 取得する個人情報の項目とその取得方法について、可能な限り細分化し、具体的に記載していること 

３ 取得する個人情報の項目やその取得方法のうち、消費者等本人にとって分かりにくいものを明確に記載している

こと 

（２）個人情報の利用目的に係る記載方法 

４ 取得する個人情報の利用目的を特定し、具体的に記載していること 

５ 個人情報の利用目的が、取得する個人情報の項目と対応して記載されていること 

６ 取得する個人情報の利用目的のうち、消費者等本人にとって分かりにくいものを明確に記載していること 

（３）第三者への提供の有無及び個人情報や個人情報を加工したデータの提供先に係る記載方法 

７ 個人情報取扱事業者が取得する個人情報や個人情報を加工したデータを第三者に提供する場合、その提供先（事

後的に提供先を変更する場合は提供先の選定条件を含む）及び提供目的が記載されていること 

８ 個人情報取扱事業者が取得した個人情報を加工したデータを第三者に提供する場合、その加工方法が記載されて

いること 

（４）消費者等本人による個人情報の提供の停止の可否及びその方法に係る記載方法 
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９ 消費者等本人が個人情報取扱事業者による個人情報の取得の中止又は利用の停止が可能であるかが記載され、可

能である場合には取得の中止方法又は利用の停止方法を明示して記載していること 

 

上記の「参考とすべき基準」は、個人情報を含む「パーソナルデータ」を利活用してサービスを行う事業者が、消費者から「パー

ソナルデータ」を取得し利用する際に、消費者に対して行う情報提供や個人情報保護を推進する上での考え方や方針等を分か

りやすく説明した文書等の内容の適切性を第三者が事前に評価する際のツールとして経済産業省が策定した「評価基準」を基

に作成したものである。 

同評価基準の評価方法等については、経済産業省ホームページの「個人情報保護」のページ中に掲載されている。 

（経済産業省ホームページの「個人情報保護」のページ） 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/index.html 

 

★★「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」等に関するＱ＆Ａ★★ 

（2014年 12月 12日更新）     

事業者の各取扱部門が独自に取得した個人情報を取

扱部門ごとに設置されているデータベースにそれぞれ

別々に保管している場合において、ある取扱部門の

データベースと他の取扱部門のデータベースへのアク

セスが、規程上・運用上厳格に禁止されているときに

は、「容易に照合することができ」（法第２条第１項）ない

といえますか。(2014.12.12) 

 

他の取扱部門のデータベースへのアクセスが規程上・

運用上厳格に禁止されている場合であっても、双方の

取扱部門を統括すべき立場の者等が双方のデータ

ベースにアクセス可能なときには、当該事業者にとって

「容易に照合することができ」る 状態にあると考えられ

ます。ただし、経営者、データベースのシステム担当者

などを含め社内の誰もが規程上・運用上、双方のデー

タベースへのアクセスを厳格に禁止されている状態であ

れば、「容易に照合することができ」る とはいえないも

のと考えられます。(2014.12.12) 

共同利用開始後、途中から新たな事業者が共同利用

に参入することはできますか。 

 

共同利用開始後に新たな事業者が共同利用に参入し

ようとする場合には、原則として、共同して利用する者の

範囲（法第23条第4項第3号）を変更することができず

（同条第5項）、改めて共同利用手続を採る必要がありま

す。ただし、本人がどの事業者まで利用されるか判断で

きる程度に共同利用者の範囲が明確にされている場合

には、個別列挙が必要でない場合もあると考えられます

ので、その場合には、引き続き共同利用を行うことがで

きるものと考えます。(2014.12.12) 

 

次回は、「2-2-4.第三者への提供（法第２３条関連）」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://1.33.170.249/saajpmsMETIGL/000METIGL.html  

（↑バックナンバー目次のＵＲＬが変更となりました。）   

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

■  
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