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改正個人情報保護法の概要

個人情報の定義の見直し

個人情報の海外移転規制

第三者提供及び受領時の確認・記録義務

個人情報保護委員会によるガイドラインの概要

第三者提供時の確認・記録義務編

匿名加工情報編

通則編：安全管理措置

標的型攻撃を想定した対策のあり方

マルウェア対策で防げるのはどこまでなのか

アカウントの乗っ取りを防ぐことはできるのか

新しい想定に基づく対策のあり方
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改正個人情報保護法関連文書の構成
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個人情報の保護に関する基本方針

個人情報の保護に関する法律 （個人情報保護法）

個人情報の保護に関する法律施行令

個人情報の保護に関する法律施行規則

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

通則編、外国への提供編、提供時の確認・記録編、匿名加工編

個人情報保護に関する関係省庁のガイドライン等

認定個人情報保護団体の指針等

出典：個人情報保護委員会HP（ http://www.ppc.go.jp/personal/legal/ ）より

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280219_personal_basicpolicy.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE507.html
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/1005_kisoku.pdf
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines02.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines03.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines04.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_guideline_ministries.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_ninteidantai.pdf
http://www.ppc.go.jp/personal/legal/


個人情報保護法の改正のポイント
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定義の明確化等 〇個人情報の定義の明確化
〇要配慮個人情報に関する規定の整備
〇個人情報データベース等から権利利益を害するおそれが少ないものを除外
〇取り扱う個人情報が5000人分以下の事業者に対しても適用

適切な規律の下で 〇利用目的の変更を可能とする規定の整備
個人情報等の有用 〇匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
性を確保 〇個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

個人情報の流通の 〇本人同意を得ない第三者提供（オプトアウト規定）の届出、公表等の厳格化
適正さを確保 〇トレーサビリティの確保

〇不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設

個人情報保護委員会 〇個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化
の新設及びその権限

個人情報の取扱い 〇国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
のグローバル化 〇外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備

請求権 〇本人の開示、訂正等、利用停止等の求めは請求権であることを明確化



改正個人情報保護法の概要
個人情報の定義の見直し
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個人情報 改正：個人識別符号を含む

個人識別符号 新設

要配慮個人情報 新設

個人情報データベース等

個人データ

保有個人データ

匿名加工情報 新設

個人情報取扱事業者 改正：個人データ５０００人以下も対象

匿名加工情報取扱事業者 新設



改正個人情報保護法の概要
個人情報の定義の見直し
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法第2条第2項：個人識別符号

2  この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、
番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために

変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を

識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り
当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しく
は電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号で

あって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよう
に割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく
は購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

例）ＤＮＡや顔、虹彩、声、歩き方、静脈、指紋・掌紋などの生体情報

例）パスポート番号、年金番号、免許証番号、マイナンバー、健康保険番号など



改正個人情報保護法の概要
個人情報の海外移転規制
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法第24条：外国にある第三者への提供の制限

個人情報取扱事業者は、外国（…略…）（個人の権利利益を保護す
る上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制

度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。
以下この条において同じ。）にある第三者（個人データの取扱いについて
この節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置
に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委

員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。
以下この条において同じ。）に個人データを提供する場合には、前条

第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者へ
の提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場
合においては、同条の規定は、適用しない。

参考：ガイドライン通則編 3-4-4



改正個人情報保護法の概要
第三者提供及び受領時の確認・記録義務
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法第25条：第三者提供に係る記録の作成等

1 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者（…略…）に提
供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名
称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記
録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供
が第23条第1項各号又は第5項各号のいずれか（…略…）に該
当する場合は、この限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した
日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければ
ならない。

参考：ガイドライン通則編 3-4-5



改正個人情報保護法の概要
第三者提供及び受領時の確認・記録義務
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法第26条：第三者提供を受ける際の確認等

1 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受
けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところによ
り、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該
個人データの提供が第23条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当す
る場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者（…略…）の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場
合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を
偽ってはならない。

（次スライドに、つづく）



改正個人情報保護法の概要
第三者提供及び受領時の確認・記録義務
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法第26条：第三者提供を受ける際の確認等
（前スライドからの、つづき）

3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったと
きは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個
人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他
の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成
しなければならない。

4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した
日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければ
ならない。

参考：ガイドライン通則編 3-4-6



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
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2016年12月1日時点で個人情報保護委員会が公表している以
下の「ガイドライン」に記載されている内容について、いくつかの
事項について紹介をいたします。

個人情報保護法ガイドライン（通則編）

個人情報保護法ガイドライン（外国にある第三者への提供編）

個人情報保護法ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）

個人情報保護法ガイドライン（匿名加工情報編）

「ガイドライン」の内容については、ご検討時点での最新の内容
について個人情報保護委員会のホームページでご確認ください。

http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines02.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines03.pdf
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines04.pdf
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/


個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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記録する項目：提供者の記録事項

参考：ガイドライン確認記録義務編 4-2-1-1,4-2-1-2 (22ページ)

提供

年月日

第三者

の氏名

等

本人の

氏名等

個人

データ

の項目

本人の

同意

オプトアウトによる

第三者提供 ○ ○ ○ ○
本人の同意による

第三者提供 ○ ○ ○ ○



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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記録する項目：受領者の記録事項

参考：ガイドライン確認記録義務編 4-2-2-1,4-2-2-2,4-2-2-3 (26ページ)

提供

を受

けた

年月

日

第三

者の

氏名

等

取得

の経

緯

本人

の氏

名等

個人

デー

タの

項目

委員

会に

よる

公表

本人

の同

意

オプトアウトによる第

三者提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○
本人の同意による第

三者提供 ○ ○ ○ ○ ○
私人などからの第三

者提供 ○ ○ ○ ○



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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保存期間

参考：ガイドライン確認記録義務編 4-3 (29ページ)

記録の作成方法の別 保存期間

「4-1-2-3 契約書等の代替手段によ

る方法」により記録を作成した場

合

最後に当該記録に係る個人データの

提供を行った日から起算して 1年を経

過する日までの間

「4-1-2-2 一括して記録を作成する

方法」により記録を作成した場合

最後に当該記録に係る個人データの

提供を行った日から起算して 3年を経

過する日までの間

上述以外の場合 3年



確認記録義務の全体図

参考：
ガイドライン確認記録義務編
31ページ

個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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4-1-2 記録を作成する方法

4-1-2-1 原則

4-1-2-2 一括して記録を作成する方法

4-1-2-3 契約書等の代替手段による方法

4-1-3 代行により記録を作成する方法



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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4-1-2-2 一括して記録を作成する方法

一定の期間内に特定の事業者との間で継続的に又は反復し
て個人データを授受する場合は、個々の授受に係る記録を
作成する代わりに、一括して記録を作成することができる。

なお、オプトアウトによる第三者提供については対象外で
ある。

本人別に記録を単体で作成する方法のほか、対象となる複
数の本人の記録を一体として作成することもできる。

なお、複数の本人の記録を一体として記録を作成する場合
において、継続的に又は反復して個人データを授受する対
象期間内に、データ群を構成する本人が途中で変動すると
きも、一括して記録を作成することもできる。



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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4-1-2-3 契約書等の代替手段による方法

個人情報取扱事業者が、本人に対する物品又は役務の提供
に係る契約を締結し、かかる契約の履行に伴って、契約の
締結の相手方を本人とする個人データを当該個人情報取扱
事業者から第三者に提供する場合は、当該提供の際に作成
した契約書その他の書面をもって個人データの流通を追跡
することが可能であることから、当該契約書その他の書面
をもって記録とすることができる。

なお、オプトアウトによる第三者提供については対象外で
ある。

本人別に記録を単体で作成する方法のほか、対象となる複
数の本人の記録を一体として作成することもできる。



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
第三者提供時の確認・記録義務編
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4-1-3 代行により記録を作成する方法

提供者・受領者のいずれも記録の作成方法・保存期間は同
一であることに鑑みて、提供者（又は受領者）は受領者
（又は提供者）の記録義務の全部又は一部を代替して行う
ことができる（提供者と受領者の記録事項の相違について
は留意する必要がある。）。なお、この場合であっても、
提供者及び受領者は自己の義務が免責されるわけではない
ことから、実質的に自らが記録作成義務を果たしているも
のと同等の体制を構築しなければならない。

また、委託先の個人情報取扱事業者が委託契約の目的の範囲内で第三
者との間で個人データの授受を行った場合において、一義的には委託
先の個人情報取扱事業者が記録を作成する義務があるが、委託元の個
人情報取扱事業者が記録の作成を代行することができる。



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
匿名加工情報編
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規則第19条
(1) 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部
又は一部を削除すること（当該全部又は一部の記述等を復元することのできる
規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。
(2) 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号

を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含
む。）。

(3) 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に
個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限
る。）を削除すること（当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法によ

り当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない
符号に置き換えることを含む。）。

(4) 特異な記述等を削除すること（当該特異な記述等を復元することのできる規則

性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

(5) 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人

情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個
人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
通則編：安全管理措置
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3-3-2 安全管理措置

8（別添）講ずべき安全管理措置の内容

8-1 基本方針の策定

8-2 個人データの取扱いに係る規律の整備

8-3 組織的安全管理措置

8-4 人的安全管理措置

8-5 物理的安全管理措置

8-6 技術的安全管理措置



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
通則編：安全管理措置
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8-6 技術的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、情報システム（パソコン等の機器を含む。）を使用して個人データを

取り扱う場合（インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。）、技術的安全管理

措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) アクセス制御

担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制

御を行わなければならない。

(2) アクセス者の識別と認証

個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者である

ことを、識別した結果に基づき認証しなければならない。

(3) 外部からの不正アクセス等の防止

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保

護する仕組みを導入し、適切に運用しなければならない。

(4) 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止

情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運

用しなければならない。



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
通則編：安全管理措置
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講じなければ

ならない措置
手法の例示

中小規模事業者における手法

の例示

（1）アクセス制

御
・個人情報データベース等を取り扱うこ

とのできる情報システムを限定する。

・情報システムによってアクセスするこ

とのできる個人情報データベース等を

限定する。

・ユーザーID に付与するアクセス権によ

り、個人情報データベース等を取り扱う

情報システムを使用できる従業者を限

定する。

・個人データを取り扱うことの

できる機器及び当該機器を

取り扱う従業者を明確化し、

個人データへの不要なアク

セスを防止する。

（2）アクセス者

の識別と認証

（情報システムを使用する従業者の識

別・認証手法の例）

・ユーザーID、パスワード、磁気・IC
カード等

・機器に標準装備されている

ユーザー制御機能（ユー

ザーアカウント制御）により、

個人情報データベース等を

取り扱う情報システムを使用

する従業者を識別・認証する。



個人情報保護委員会によるガイドラインの概要
通則編：安全管理措置
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講じなければな

らない措置
手法の例示

中小規模事業者における

手法の例示

（3）外部からの

不正アクセス

等の防止

・情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファ

イアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。

・情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェ

ア等（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入する。

・機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新

機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とす

る。

・ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知

する。

・個人データを取り扱う

機器等のオペレーティ

ングシステムを最新の

状態に保持する。

・個人データを取り扱う

機器等にセキュリティ

対策ソフトウェア等を導

入し、自動更新機能等

の活用により、これを

最新状態とする。

（4）情報システ

ムの使用に伴

う漏えい等の

防止

・情報システムの設計時に安全性を確保し、継続的に

見直す（情報システムのぜい弱性を突いた攻撃への

対策を講ずることも含む。）。

・個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する。

・移送する個人データについて、パスワード等による保

護を行う。

・メール等により個人

データの含まれるファ

イルを送信する場合に、

当該ファイルへのパス

ワードを設定する。



発表内容
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改正個人情報保護法の概要

個人情報の定義の見直し

個人情報の海外移転規制

第三者提供及び受領時の確認・記録義務

個人情報保護委員会によるガイドラインの概要

第三者提供時の確認・記録義務編

匿名加工情報編

通則編：安全管理措置

標的型攻撃を想定した対策のあり方

マルウェア対策で防げるのはどこまでなのか

アカウントの乗っ取りを防ぐことはできるのか

新しい想定に基づく対策のあり方

Copyright 2016 Yoshihiro Satoh ( .com/)よしひろ



無差別攻撃

1

3

2

4
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Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社

攻撃失敗

攻撃失敗

攻撃失敗

攻撃成功



標的型攻撃

4 3

2 1
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Ｅ社

攻撃失敗
攻撃成功



標
的
型
攻
撃

無
差
別
攻
撃

無差別攻撃と標的型攻撃との違い

無差別・ ・ ・ ・ ・特定分野・ ・ ・ ・ ・特定組織
多 数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 十 ～ 百 ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 箇 所
１回・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・際限なし
０秒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ヶ月
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特性

成功事例の多い攻撃を選択する

無差別に共通の攻撃をする

その対策を怠っている組織で攻撃を成功させる

攻撃に失敗すれば別の組織への攻撃に移る

対策＝ワクチン接種方式

一般的にすべきとされる対策を実施する

他組織での事故から対策を学び実施する

標的型攻撃を想定した対策のあり方
無差別攻撃の特性と対策

30Copyright 2016 Yoshihiro Satoh ( .com/)よしひろ



特性

標的組織の環境と対策を調査する

標的組織の脆弱性を推定して環境に応じた攻撃をする

攻撃に失敗すれば別の脆弱性を探って、成功するまで標的を
繰り返し攻撃する

標的型攻撃を想定した対策のあり方
標的型攻撃の特性と対策
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対策＝基礎体力向上方式
攻撃させない

・ゲーム終了のホイッスルは敵が持っている
攻撃を成功させない

・マルウェア検出の限界を認識するべき
・検出できても、被害未遂なら、攻撃は止まない
・攻撃の検出は困難だと想定するべき
→無許可アクセスの検出
→アノマリ・アクセスの検出

攻撃が成功しても被害を少ない環境にする
・従事者によるアクセス権を最少にするべき
→利用者：情報/基幹系の整理・定型処理化
→管理者：定型処理化（RBA：Run Book Automation)

標的型攻撃を想定した対策のあり方
標的型攻撃の特性と対策
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標的型攻撃を想定した対策のあり方
不正行為の類型と標的型攻撃の想定
許可されていない者による不正行為（従来の外部犯）

– 無許可の行為

•技術面：アクセス制御による防御、多重・多層の防御

許可された者による不正行為（従来の内部犯） ＋権限奪取

– 誤操作・過失

•誤操作を軽減する設計

•啓発、教育、訓練

– 権限の悪用 ＋権限奪取による攻撃

•許可する権限の最少化

•監視による抑止効果

•アノマリ・アクセス（非通常行動）の検出

悪意あり

悪意なし

悪意あり
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悪意なし



標的型攻撃を想定した対策のあり方
権限の最少化

業務上必要な権限

ＩＴが許可する権限

許可する権限の最少化
不必要な権限
↓

最少化
５Ｗ１Ｈ
誰が
いつ
どこで
何を
どんな目的で
どのように
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内部不正アクセス対策
（の根拠）にも役立つ



対無差別攻撃

ワクチン接種方式による →流行把握、外的、CISO

網羅性のある多重・多層防御によるセキュリティ対策

対標的型攻撃

基礎体力向上方式による →免疫力強化、内的、CIO

業務計画に基づく堅牢なＩＴシステムの構築
基幹系業務におけるエンドユーザコンピューティングの見直し

アノマリ監視は障害監視、リソース予測などの観点としても動機
付けるのがよい

標的型攻撃を想定した対策のあり方
無差別及び標的型攻撃への対策のあり方
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標的型攻撃を想定した対策のあり方
新しい想定に基づく対策のあり方

Copyright 2016 Yoshihiro Satoh (yosihiro.com/) 36

外部からの攻撃では、データの機密性及び完全性への侵害は、
内部のアクセス権が奪取されることから始まる（可用性の妨害
は、アクセス権を必要としないこともある）

攻撃の成功は、アクセス権の奪取を意味し、奪取されたアクセ
ス権の最大範囲が、被害の最大範囲になる

標的型攻撃においては、攻撃を完全に阻止することは困難であ
る（攻撃者は成功するまで、攻撃を継続するため）

人が持つアクセス権限（業務上の権限ではなく結果的に持ち得
る権限）を最少にすることで、被害の範囲を軽減させる必要があ
る

データへのアクセス者の特定と監査ログの保全が必須（アクセ
スログではなく監査ログという観点）



標的型攻撃を想定した対策のあり方
新しい想定に基づく対策のあり方

Copyright 2016 Yoshihiro Satoh (yosihiro.com/) 37

4Aの厳格化
-Authentication アクセス者の特定
共用アカウントによるデータアクセスの禁止

-Access control アクセス権の最少化
ロール・ベースによるアクセス制御の運用
アノマリアクセスの監視

-Authorization アクセス権付与の厳格化
管理作業の定型化ツールによる運用
特権アカウントの運用時凍結

-Audit アクセス記録の保全
追記と読み出しだけに限定し、運用から独立した保全

データはデータベースに格納
データベース以外のアクセス経路の遮断
データパーティションの暗号化



発表内容
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改正個人情報保護法の概要

個人情報の定義の見直し

個人情報の海外移転規制

第三者提供及び受領時の確認・記録義務

個人情報保護委員会によるガイドラインの概要

第三者提供時の確認・記録義務編

匿名加工情報編

通則編：安全管理措置

標的型攻撃を想定した対策のあり方

マルウェア対策で防げるのはどこまでなのか

アカウントの乗っ取りを防ぐことはできるのか

新しい想定に基づく対策のあり方

Copyright 2016 Yoshihiro Satoh ( .com/)よしひろ



http://よしひろ.com/

お問い合わせ
yoshihiro.satoh@office4416.com

発表資料のダウンロードと発表の視聴
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