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はじめに 
 

 

 

情報セキュリティをめぐる社会の潮流は、日々変化をとげております。 

インターネットが日本に普及し始めた頃は、情報セキュリティ対策の主流は、

不正アクセス対策のためのファイアウォールや IDS の導入、ウイルス対策など

の技術的な対策が支流でした。しかし、2000 年 1 月に、一連の省庁ホームペー

ジ改ざん事件が、4月には郵政省のサーバが大量のスパムメールの中継に利用さ

れるなどの事件が発生しました。 

これらの事件を契機に、政府は「情報セキュリティポリシーに関するガイド

ライン」を策定しました。情報セキュリティマネジメントの考え方が浸透し始

めたのは、まさにこの頃のことです。 

また、最近では、「情報セキュリティガバナンス」という考え方が提唱されて

います。情報セキュリティを企業内に構築運用していく際、自身が被害に遭わ

ない、もし被害に遭った場合でも、被害をできるだけ局限化するという情報セ

キュリティ対策の大原則に加え、経営者が企業リスク管理の一環として、自ら

の企業を規律し、社会的責任も踏まえた上で取り組むことが求められてきてお

ります。 

情報セキュリティは、好むと好まざるにかかわらず経営課題となってきてお

り、情報セキュリティ対策を行うということは、もはや自社を守るということ

だけではなく、企業の社会的責任(CSR)を果たすという観点からも必要不可欠に

なってきています。 

当財団では、この様な背景をもとに、JKA の補助事業として、情報セキュリテ

ィ及び個人情報保護に関する調査・研究等を進めて参りました。そして、この

たび、その成果を全国の中小企業経営者の方々、及び都道府県の中小企業支援

機関の方々に「地域中小企業情報化促進セミナー」という形で提供させていた

だくこととなりました。本書はこのセミナー受講者に、より理解を深めていた

だくためのテキストとして作成したものです。地元の中小企業経営者の方々、

そして中小企業を支援する機関の方々に少しでもお役に立てれば幸いです。 

 

 

                 (財)全国中小企業情報化促進センター 

                   会 長  見 学 信 敬 
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はじめに 

 

中小企業にとって、なぜ情報セキュリティが必要か 

 

 今日、企業は大小を問わず日々の業務で多くの情報を蓄積し、それらの情報を如何に活

用できるかが企業の発展を左右する。また企業内外を問わず速やかな意思伝達或いは情報

交換が今日の仕事には欠かせない。このような中で、有益な情報に、権限さえあれば、誰

でもが容易にアクセス、活用できるものとしてネットワークは発展してきた。しかしなが

ら、ネットワークの利用が企業内の LAN（Local Area Network）による情報アクセスのレ

ベルからインターネットを利用したグローバルネットワークによる情報アクセスのレベル

にまで普及することにより情報の流出・漏洩の問題がどの企業にとっても避けて通れない

問題となった。企業のもつ情報には、外部に流出することで利益を損失したり、企業の信

用を低下させたりする重要なものも含まれている。ところが最近の中小企業におけるネッ

トワークシステムは、外部からの不正アクセスなどの脅威に対しては対策がなされている

ものの、ネットワーク内部では殆ど何も対策がなされていないのが現状である。 

 セキュリティ管理上、システムとして情報の利用を制御する仕組みがない場合、情報が

社外に流出、或いは改竄されることを防ぐことはできない。適切な権限をもつユーザが最

善の注意を払って情報を利用しても、ユーザによる操作ミスの可能性は無くならない。情

報漏洩や改竄は、セキュリティ教育による社員の意識やモラルの向上と会社全体がシステ

ムとして情報を保護する仕組みが必要である。 

 ネットワークへの不正なアクセスはファイアウォールで制限できる。特定の人だけに公

開する情報はアクセス制御リストで制限できる。しかし、ファイアウォールの内側で情報

の一部をノートパソコンや USBメモリ、CDなどにコピーすることで情報が持ち出される

可能性がある。悪意であるか操作ミスであるかに関わらず情報流出や漏洩が発生した場合、

企業は、 

1． 利益の損失 

2． 社会的評価の低下 

3． ビジネスの中断による機会損失 

4． 法的責任（個人情報保護法など） 

5． 顧客信頼度の低下 

などの重大な影響を受けることになる。一方、企業は情報セキュリティ対策に投資するこ

とにより、上記の情報漏洩による重大な影響を回避すると共に、 

1． システムが使用不可能な場合に発生するダウン時間とコストの削減 

2． ウィルスや情報セキュリティ侵害によるデータ損失の軽減 

3． 知的財産の保護・強化 

などを達成できる。 
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 中小企業にとって情報セキュリティ対策を行う必要性はここにある。そのためには、企

業の情報資産に関わるリスクを管理するセキュリティポリシーを作成し、適切な防御体制

を構築することが重要である。 

本章は、中小企業が情報セキュリティ対策を行うために必要な基礎知識を提供するため

にセキュリティの考え方及び対策の技術に関して解説しているが、以下に、今日の中小企

業にとって最小限、確認或いは対策しておかなければならない対策事項を挙げる。 

 

中小企業が必ず実行するべき情報セキュリティ対策 

 

１．PCの持ち出し、持ち込み対策をしているか？ 

 会社のノートパソコンを持ち帰って残った仕事を自宅で行う、自宅のパソコンを会社に

持ち込んで作業を行うなどしていないか？ きちんとしたルールや対策が行われていない

場合、大事なデータをインターネットに流出して、会社のネットワークに危険を持ち込む

などの可能性がある。そのため、ノートパソコンを自由に接続でき、大切なデータにアク

セスできる環境では、データ流出やウィルス被害に遭う可能性があることから、物理的な

持ち出しを禁止し、信頼できないネットワークに接続できないようにネットワーク環境を

構築する。 

 

２．セキュリティ対策プログラムの更新 

 セキュリティ対策プログラムの更新が面倒である、セキュリティ対策プログラムを実行

するとパソコンの動作が遅くなるなどの理由によりセキュリティプログラムを一時停止さ

せて仕事をするような場面をよく見かける。このような行為は、予防接種をしないで病気

の蔓延した場所に行って作業するようなもので自殺行為である。古いウィルス定義ファイ

ルは、ウィルス検出プログラムが無いも同然である。 

 

３．ドキュメントが流出しないために 

 大切なデータが入ったノートパソコンやUSBメモリなどを公共の場所へ置き忘れた場合、

その損害は計り知れない。したがってデータの持ち出しルールや保護方法を正しく規定し、

そのような事態が発生しないように努めなければならない。また、万が一流出してしまっ

た場合も考慮して、データは暗号化しておくこと。 

 

４．ファイル交換ソフトを削除する 

 ファイル交換ソフト（Winnyなど）でダウンロードしたファイルが Antinnyなどのウィ

ルスに感染していると、そのファイルを操作すると、個人情報だけではなく作業していた

仕事上のデータなどが流出してしまう。ウィルス対策ソフトなどを導入して感染していな

いか常にチェックしておく必要があるが、重要なデータを取り扱う者として、このような
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ファイル交換ソフトを個人用のパソコンか、会社のパソコンかを問わず、インストールす

ることは避けるべきである。Winny のようなファイル交換ソフトの合法・非合法に関する

是非を問うまでもなく、多くの機密情報の流出・漏洩という社会問題を起こしているこの

ようなアプリケーションを使用すること自体、情報セキュリティの観点からは無責任極ま

りない行為である。 

 

５．サイバー犯罪に注意する 

 振り込め詐欺のインターネット版が横行している。有名サイトや銀行サイトそっくりの

ホームページを装って、そこにアクセスした人の個人情報を不正に収集、或いはクレジッ

トカード番号や銀行口座番号を不正入手する手口である。今日、個人、会社を問わず、銀

行振込や送金などでインターネットを利用する機会が増してきた。このような犯罪に巻き

込まれないためにも、日頃からインターネット犯罪などの情報を収集し、社員や家族へ周

知しておかなければならない。 

 

情報セキュリティ対策自己診断 

 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が下記の Web にて提供している情報セキュリティ

対策ベンチマークを利用することで情報セキュリティ対策に関して自社のレベルが他社と

比較してどの位置にあるのかを知ることができる自己診断を行うことができ、 

（１）セキュリティ対策を考えているが、何から手を付ければ良いか分からない 

（２）自社のセキュリティ対策が充分かどうか確認したい 

（３）自社が未だ取り組んでいない対策には何があるか知りたい 

（４）セキュリティ対策予算を増やしたいが、予算計上に必要な資料を作成したい 

などの要望に資する診断結果を得ることができるで、是非利用して頂きたい。 

 

○情報セキュリティ対策ベンチマーク 

http://www.kpa.go.jp/security/benchmark/ 
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 社会構造の変化はＩＴの革新とともに著しい変化を見せている。 

 現代は過去のどの時代よりも社会構造の変化の激しい時代になっている、情報を中心とした社

会において行動するためには、より多くの情報を短時間で高品質で収集し、より短時間で広範囲

に発信するかを競い合うことを誘引する。すなわち情報化社会では距離と時間の制約を極限まで

小さいものとする方向に動くということになる。 

 この仕組みを構築していくことは、自らが発信した情報がネットワークを通じ、極短時間のうちに

全世界まで配信することが可能となり、瞬く間にシステム全体に対して影響を及ぼし、その結果が

自らに対しての情報として戻ってくる範囲が拡大する作業を繰り返すことになり、その結果は社会

全体に影響を及ぼし、社会はこの情報に基づいた変化を遂げることになる。 

 システムそのものの環境としてのハードウェアだけではなく、インフラストラクチャの変化、またシス

テムに対しての考え方や、仕組みそのものも時々刻々と変化を遂げており、これらの利用した社会

環境もめまぐるしく変化している。 

 従来まではほんのわずかな兆しでしかなく、全体に対しての影響は無視されるようなさまざまな

事柄が、情報としては瞬く間に展開し、さまざまな視点から検討され、発信者に対してのメッセー

ジとして戻ってくることになる。 

 数年前までは、基本的に、業務処理を行うには、それぞれの業務単位、処理別に専用の装置を

利用することが一般的に行われてきた。また複数のシステムを利用するには、汎用システム上に



構築されたシステムを複数の端末から利用するという仕組みで運営されていた。 

 業務そのものも与えられた範囲の中で基本的に完結し、外部との関係性を意識することなく目

前の問題に対して解決をしていくことが業務の大半を占めていた。 

 また、システムの開発も基本的には、このようなホストするシステムに対してゲストとしてどのように

処理をするかという視点から構築されており、現在とはコンセプトが異なっているものが主流であっ

た。 

 全体の大部分を占める定型的な作業には単純作業の繰り返しになるものも多く、機械化の一環

として処理の手続きを集中化して処理することは、問題解決の大きな目的にもなっていることは否

めない。 

 一方でパーソナルコンピュータは個別の処理に対応することが主な利用形態であり、連携したシ

ステムとして構築するには、システムそのもののコンセプトが自由奔放とも言うことができるものであ

り、システム間相互での運用を行うには機能不足のまま利用される場面が多かった。 

 このようなシステムは定形外の業務を行うためには便利な道具であり、集中化するよりもより現場

に近い場所で情報として処理することが、全体業務の負担を減少することにもつながり、比較的安

価であるということから導入が急速に進んだ。 

 もちろん、この時代においても、ホストシステムとパーソナルコンピュータを連携したシステムの構

築や、パーソナルコンピュータ相互を接続したシステムを展開する場面も多く存在していたが、ビ

ジネスシーンとの連携はそれほど目立ったものではなく、また業務システムの構築そのものは事務

処理コストという考えであることも多く、これらのシステムに直接携わる者以外にとっては、机の上の

システム端末やパーソナルコンピュータで個別の業務処理を行うという考え方でシステムとの乖離

はあまり生じない状況にあった。 

 業務の分担と個人作業分担と情報処理の分担がシステムの利用者の分担にあった形で構築さ

れるシステムは集中処理と分散処理を併用することで、柔軟性を持つことになり業務の効率化や

情報の共有化に対して大きな寄与をしている。 
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２０世紀最後の数年、特にマイクロソフトの widnows95が発表された以降、ビジネスシーンにおけ

るコンピュータの利用やシステム構成は大きく変化した。 

 この前後数年間でローカルエリアネットワークの敷設のための費用が大幅に低下し、またシステ

ム間を接続するためのネットワーク管理システムが安価に提供されるようになり、今までに比べはる

かに低価格で短時間にシステム同士を結びつけることが個人レベルでも可能となった。 

 パーソナルコンピュータの使用法についても、個人が使用するコンピュータという意味から大きく

変化し、それぞれの利用者が行う業務固有の処理を行う装置であり、業務を支援する機能を提供

するために、その基盤として利用される装置という位置づけから、今までのメーカーが提供する規

則とは異なる、共通基盤としての汎用的なネットワークを利用することにより事業を行っている事務

所、製造現場である工場や販売拠点となる店舗や物流拠点などさまざまな場面において使用さ

れるようになっている。 

 業務にあわせたシステムを構築していくという考え方から、それぞれの個人が処理している情報

を有効活用するための仕組みをどのように構築するのかという考え方はすでに存在していたもの

の、実際の社会、企業、家庭においてその仕組みを実現するための環境の整備が整いだしたと

いうことでもある。 

 システムそのものも、核となるシステムをそれぞれの利用者が使っていくという形態から、個々の

作業者が自らの仕事にあわせたシステムを調達し、必要に応じて自らが工夫することによりビジネ

スや業務処理を行うことで、これまでと比較して簡便に使用可能で、かつ安価なパーソナルコンピ



ュータを中心として構成することができるシステム環境が普及したことに伴い、多くの企業において

従来のコンピュータ利用促進という意味とは異なる形でIT化は急速に進展し、中小企業において

も業務処理や事務の効率化に加え、新たな情報化ツールとして広く活用できる環境が整備される

ようになってきている。 

 社会人の基礎的な素養としてコンピュータの操作、ワープロでの文書作成、表計算ソフトを利用

したシミュレーションや計画の作成、データベースへの情報の蓄積、会議等におけるプレゼンテー

ションにおけるパーソナルコンピュータの利用などが掲げられるようになり、ビジネスにおいては必

須条件であり、情報交換も電話や郵送からファクシミリの利用さらにはネットワークによる電子媒体

でのメッセージ交換が行われるようになっている。 

 また、低速な電話回線接続を利用し、音声モデムを介在させたシステム間通信から、通信回線

の自由化によるサービスの多様化を背景として高速度回線の利用が可能となるとともに、当初は

局地的に接続されていたシステム間接続のためのネットワークが利用可能となる地域が拡大し、

個々の企業が使用するデータを交換するレベルであった通信環境から、企業の設置したネットワ

ーク相互間の接続が容易になり、さらには、接続を行うための機器装置の値段の低下、通信回線

使用料の大幅な低下に伴い、コンピュータ間の接続は構内を中心としたLANから広く世界中のネ

ットワークを相互接続するインターネットへの展開が進み、現在では、世界中のシステムと瞬時に

相互参照を行うことが可能となってきている。 

 このようなシステム相互間接続の急速な変化は、電話による音声や、ファクシミリによる図形の交

換から、デジタル化されたさまざまなフォーマットの情報交換のサービスの種類の増加を促し、電

子メールやチャットシステムなどを使用した、コミュニケーションがビジネスの場面で利用されること

が一般化することとなり、これに伴うネットワーク上でのエチケットをどのように考えるのかといった、

新たなビジネス文化、常識、マナーが必要とされるようになってきている。 

 これらのシステムにより処理および交換される情報は、ビジネスに関するものだけにとどまらず、

個人的な情報のやり取りや、従来放送業のみが可能であったブロードキャストシステムを個人レベ

ルで調達可能なシステムでも構築することをも可能とし、特にハードウェアの技術進歩と比較的簡

単に構築することができるインターネットプロトコルでの情報交換は、単なる文字の組み合わせで

構築されるテキスト情報から、画像、動画、音声などのより情報量の多いデータ交換を行うことがで

きる高次のデータフォーマットを定め、このフォーマットを用いた通信回線を確保することで、情報

サービスの内容も大きく変化し、提供される情報の量に限らず、その内容と意味するところの情報

という形での性質や内容が問われる社会になりつつあり、その基本的なデータから人間が行う知

的情報交換の環境へと日々改良が進んでいる状況にある。 

 また、モバイルという形で今まで場所に固定されていた通信を行うポイントの 自由度があがること

により、ネットワークへの接続は移動中においても可能となり、さらにはユビキタスという形で、シス

テム間接続を行う際の環境そのもの整備が進むことにより、場所からの自由度をさらに高める方向

に向いており、社会環境として情報環境基盤いわゆる情報インフラの整備が進んでいる。 
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このような社会環境では中小企業者においても、これらの情報インフラに積極的に関与する形

での事業を行うことは、従来からの商習慣や自社の業務の進め方を維持するということを離れて、

望むと望まざるにかかわらず、新たな情報環境への対応能力が求められる状況を生み出してい

る。 

 以上のような技術展開を背景とした社会環境の変化は新たな市場創出の場面と情報空間上に

構築する背景となっている。 

 この新たな社会環境としての情報空間は、新たな事業環境場面として、従来から行われてきた

商いとは異なる条件が適用される仮想空間上での商取引や経営に必要な情報収集および提供

活動が行われる基盤を構築することとなった。 

 ネットワーク上でのサービス提供者は情報源情報の提供に加え、言語の翻訳や検索サービスを

手がけるようになり、ネットワーク上でのオークションや販売、仮想店舗の設置など、実空間で行わ

れている商売の仕組みを工夫した形で、仮想空間上での商売を行うことが行われるようになってき

ている。 

 インターネット上で利用可能なショッピングモールのように 、これらのシステムを利用した商取引

は、過去の無店舗販売という仕組みを発展させた形で、商品情報の提供を行うことで、情報交換

による新たな市場を開拓し、また音楽や図書などのそもそも情報提供を行う媒体を店舗販売して

いたビジネスの枠組みや考え型を大きく変化させ、既存市場そのものを大きく変化させる原動力と

なっている。 



 このような新たな仮想空間上での市場の創出は、今までのシステムが特定の者であることを意識

しないまま利用していたシステム間の接続であった情報交換システムを、不特定多数が使用する

ような公開されたネットワーク環境下においても、システム間の非公開情報交換を行うことが可能と

する技術が必要とされるような変化を促すこととなった。 

 その結果、今まで通信事業者にゆだねていた個別の接続者の認識や情報交換されるデータの

信頼性が、個々の利用者自らが暗号化や個別認証技術を利用した形での接続に当たっての特

定化を図るための技術を取り入れた商取引を行うことが推奨されるようになってきている。 

 一方でモバイル化や限定された資源の有効利用のため、情報資源は多くの場合、再利用され

る仕組みを使って、仮想空間上では個別認識を避けるための仕組みを本来の意図とは異なる形

で利用する行為により、匿名かつ身元確認が困難な環境を意図的に作りだし、自らの個性を消す

ことにより、ルールや制限から逸脱した行為を行うことの可能性も広がりをみせ、第三者としての新

たな人格でネットワーク上での活動を行うことも行われるようになっている。 

 情報化の進展は当初に最初に述べたように時間と空間を極限まで圧縮し、このために必要な技

術的な展開に加え、社会環境や文化の変化に、さらには従来から存在する新聞、テレビ、ラジオ、

出版などの各種のメディアによる情報の提供やこれらの情報提供システムからもあらたな形で提

供される情報交換システムが併用されることにより、情報技術そのものの高度化と社会環境の多

様化が組み合わされることで複雑化が進行し、情報に対しての理解力や取り扱うための知識や技

能の差異が、個人の情報リテラシーに大きく影響を与えるとともに、市場そのものを根本から変容

させる事態となって現れ始めている。 

 

 



2．大手企業における積極的な IT への取り組み 
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IT利用の大企業と中小企業の格差
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～企業規模に比例して大企業ほど再構築が進む～

出典：社団法人日本情報システム・ユーザー協会
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 平成19年4月に公表されている社団法人日本情報システム・ユーザー協会の企業IT 動向調査

2006（http://www.juas.or.jp/project/survey/it06/2006press.pdf）によると、調査先である中堅以

上の企業(回答800社）においては、積極的なIT投資が進んでおり、新規投資も積極的に行って

いるという結果が報告されている。 

 ITへの対応は投資費用の大きさのみで判断することは難しいが、少なくとも大企業においては

現在もIT化への対応は進展中であり、企業システムは進化する方向にある一方、中小企業にお

いては利用することに至らない企業の存在が確認されている。 

 

 



3．企業における情報環境変化と構成員の情報リテラシー 
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１．情報ニーズを認識する能力
２．情報を発見・獲得する能力
３．情報及び情報探索過程を評価する能力
４．情報管理能力
５．情報に基づいて新たな理解を生み出す能力
６．情報の背後にある問題を認識する能力

+コミュニケーション能力

出典：Wikipedia

 

 

 上記のような環境下においては、企業としての情報化への取り組みは、その構成員である就業

者の情報リテラシー、すなわち読み書きの能力、識字などの、情報を利用したビジネスを進めてい

くということに関する知識・能力として、何を保有しており、どのような形で利用することができるの

か、さらにはこれらの情報に対しての意識をどのように確立しようとしているのかなどによって、企

業の経営そのものが変わることになる。 

 また、市場に存在する生活者の情報リテラシーも多様化しており、従来までの専門的な知識を

情報空間上でどのように生かしていくのかが重要な課題になってきている。 

 対人関係としてのコミュニケーションから人とマシンの共同活動と成果を生み出すような仕組みと

してネットワークが利用されるようになり、インターネットによるシステム間の相互接続がプロバイダ

ーを通じて構築され、地域や業界などの枠組みを越えたワールドワイドでのネットワークシステム

上でのコミュニケーション能力が必要になってきている。 

 これは、従来からの人と人との間で構築される新たな事業への貢献に加えて、人とシステムとい

う異なる対象の間でのコラボレーションを勘案した、新たなコミュニケーションのための基本となる

仕組みや組織を設け、さらに、その能力を発揮するための仕組みを適切に運用することが企業の

マネジメントの重要な役割を果たすことにつながってくる。 

 さらに、このような状況では、従来から必要とされているマネージャーの資質に加え、蓄積された

情報や組織の内外で流動している情報を適切に活用し、また捕らえることができる情報リテラシー

を保有しているかどうかが企業の経営にとって重要な役割を果たすことになる。 



 すなわち、企業組織のメンバー間や企業外に存在する顧客、取引先など、広く市場とのあいだ

でのビジネス情報の交換が情報空間により構築され、この仕組みを通じた経済活動が行われる現

在では、電話やファクシミリなどの通信システムによる、従来から行われてきた人と人の間で行わ

れるコミュニケーションの利便性向上のためのツールとしての情報機器やシステムの活用という考

え方から、人と人の間に情報処理を行うシステムが介在するネットワークシステムの活用という考え

方を踏まえた思考に変化することが着たいされるようになる。 

 現在の情報リテラシーには人と人の間のコミュニケーション 能力に加え、人とコンピュータ、コンピ

ュータと人、コンピュータ同士のコミュニケーションについての理解と活用力が含まれることになり、

情報の理解と活用のためには広範囲にわたった知識とシステムによる実現化の能力が、事業活

動そのものにも大きく影響を与える状況になっている。 

 情報技術の急激な進歩は、システムの利用者にとってブラックボックスになりやすいため、その

技術を取得した後にどのようにして維持し更なる知識を増やしていくかが、現実社会でのビジネス

の進み方と情報システムの関与の仕方を整理するために重要になる。 

 これらの技術を取得するにはベテランの保有する過去の経験を生かす必要があるとともに、新た

な技術をあるものをとして受け入れることが可能な若者を活用していくということでは、従来からの

知識の活用という意味では同じである。 

 一方で、過去の経験から脱却し、新たな環境下において、新たなビジネスを検討することも必要

不可欠である。 

 情報機器の進歩の速さは世代間の格差を拡大する面と縮小する両方に影響を与え、わが国に

おいては当初はビジネスを対象として普及した携帯電話が個人レベルに普及したことにより、個人

間での情報収集力の格差を縮小する一方でビジネスへの情報活用能力の有無が新たなビジネス

チャンスの獲得には格差を広げるという現象も見ることができる。 

 携帯電話を利用した情報提供システムはその典型的なものであるといえよう。 

 しかしながら、広く情報化という意味においては、前述したさまざま状況で説明されるように、数

多くのビジネス場面で多様性を示しながら企業の事業に対して関与しており、それらの背景に存

在するデータや意味するところをすべて理解して、システムを利用していくということは困難であ

る。 

 その処理対象が広範囲にわたるとともに、背景となる技術は複雑化しており、すべての情報の技

術や意味を理解し対応策を検討し、ビジネスとしての対策を講じていくことを、実時間にあわせた

テンポで一個人だけで対応していくことは、すでに実質的には不可能といえる社会になっている。 

 装置の多機能化という視点からみても、製品のライフサイクルはハードの耐用時間よりも、ソフトと

しての対応サービスの変化の方が早いテンポで進み、たとえば携帯電話には当初の基本的な通

話機能から、電話帳、予定表、カメラ、電子辞書、音楽・画像情報、電子決済などの機能も付加さ

れるようになり、すべての機能をすべて利用するのではなく、多くの機能の中から所有者にとって

なにを使うのかを適切に判断し利用していくことがそれぞれの人にとっての価値判断の中心であり、

それぞれの利用者自らの携帯電話に対しての情報リテラシーが問われるようになっている。 



 一方で人間の柔軟性は、このような複雑性を受け入れ、使いこなすという能力を持っているため、

この能力を生かしながら新たなビジネス構築のための苗床としても利用されており、モバイルの特

性を生かしたGPSや地図情報の提供などは付加サービスとして広く利用されるようになってきてい

る。 

 携帯電話においてはこのようなネットワーク環境の変化をもたらし、人と人のコミュニケーションの

密度を高めるとともに、一方でその人間関係についても、従来の対面という仕組みの情報交換か

ら、一定の距離間を保った形での新たなコミュニケーションを行うという新たな場面を勘案した情

報交換システムが提供されるようになり、携帯電話のネットワークを基盤とした新たな情報空間が

創出されている。 

 

 



4．ビジネスシーンにおける情報化の現状 
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 情報化環境の変化は、ビジネスに対しての変化をつながすことでもあり、電話やファクシミリの普

及による距離に対しての解釈が大きく変わった以上に、商取引を行う場面や時間に対しての従来

までの取り扱いや対応についても大きく変化することとなっている。 

 生活や経営のタイミング、テンポ、スピードなどが人間を中心として考える時間から、機械の物理

的な制約による時間を中心に行われるようになり、人間そのものの活動上の制約、たとえば睡眠

時間の確保、休息、余暇などビジネスの場面以外での時間の制約として人間そのものがボトルネ

ックとして取り扱わざるを得ない場面が現れるようになり、一方で特に生活者としての人からの要求

は、反応する時間の短縮と、７日間２４時間での均質なサービスや個人個人に対しての個別対応

への要望という希望に答えるためには、当然、顧客のニーズがビジネスそのもののフルタイムサポ

ートが実現されることを要求するものとなってくる。 

 そのため、情報空間においてのビジネスが、実空間においてのサービスを先行する場面が生ず

ることも発生することとなり、顧客だけではなくより広い社会そのものの要求に対して企業としては

短時間で、かつ十分な満足感を提供を果たすためのシステムなくしては対応することができない。 

 すでに社会はシステムと人との連携なくしては維持できない状況になっている。 

 

 

 

 



5．情報システムとビジネスとの関係性の変化 

 

 従来の情報化機器は企業において、就業者がその作業を支援するために利用するという考え

方の基に検討を行われる傾向が強かった、そして、その利用者を企業内部に限定するのか、関係

者にも開放するのか、不特定多数に対しての利用を想定するのか、という意味での活用を検討し

ていくという捕らえ方をされる場合が多かったが、現状の情報化環境においては、当然このような

考え方も存在するものの、情報そのものをいかに新たなビジネスと結びつけるのかということが考

えられるようになってきている。 

 すでに、仮想空間上での取引が実態の取引に近い金融取引においては、金融商品や株等の

取引が多くは情報システム上で行われるようになってきている、これにともない、従来は金融や株

の専門家しか取り扱うことが困難であった取引形態も個人で行うことが可能となり、個人のデイトレ

ーディングビジネスが可能となっている。 

 また、従来は商品展示の場でもあった店舗ではなく、情報提供する場面としての店舗に位置づ

けを変化させることにより、商取引場面をバーチャル空間上に店舗として掲げることで、新たな取

引形態が隆起されることとなった。 

 この仕組みは、オークションシステムにも提供されるようになり、現在ではこれらのサービスを行う

ネットワークサービサーも多く存在している。  

 

 



6．信用の確立と安全性  
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 情報化の進展は大量のデータを高速に処理することを可能とし、データに対しての分析能力を

飛躍的に向上させることを可能とした。 

 多くのデータは電子化され、また出力結果についても再利用することを念頭にシステム内部で

保管されるとともに、多くの利用者がそれぞれの視点からさまざまな分析を行うことで、従来では困

難であった分析を可能とするとともに、結果を多面的に評価することを可能した。 

 このような、利便性を向上されるためには、より多くの人が自由にデータの分析を行うことができ

る環境を構築する必要がある。 

 このように自由度をあげることにより、さまざまな情報の活用が可能となる一方で、ネットワークを

利用した、商取引を仮想空間上で行うためには、双方の相互認証と取引される情報の守秘が必

要となる。 

 また、ものやサービスの交換が時間的には隔たった場面で行われるために、受注側発注側双方

ともに、従来の情報交換とはことなるシステム間での情報交換に対しての意識レベルの合致が必

要である。 

 さらに、合致レベルが低い場合においては、第三者による成りすましや、不正な受発注、情報の

漏洩等が発生し、ビジネスそのものの健全性が確保されない状況を生み出す危険性を生み出す

ということも含んでいる。 

 加えて、管理レベルの混乱は、守秘情報の流出や不正侵入という問題や、システム利用の制限

による業務効率の低下などの問題を発生する原因ともなる。 



 情報化社会に内在するリスクへの対応策と合理的なシステムの必要性のバランスをとる、すなわ

ち利用性を高めかつ安全性を確保するということが、事業を行い経営を行っていくうえでは新たな

大きな課題となっている。 

 

 

7．Ｅコマースにおける購買喚起の変化（アイドマからアイサスへ） 

 

 従来の購買喚起の考え方として説明されていた、アイドマ「Attention」（注意）、「Interest」（関

心）、「Desire」（欲求）、「Memory」（記憶）、「Action」（行動） 

 の考え方から、現在は、アイサス* 「Attention」（注意が喚起され）* 「Interest」（興味が生まれ）*

「Search」（検索し）* 「Action」（購買し）*「Share」（情報を共有する）へ変化しているといわれてい

る。 

 この購買ステップに置ける検索と情報共有においては、購買者がネットワークにより接続しており、

共通情報を参照しつつ、購買を検討しているということを背景に構築される。 

 すなわちすでに市場は購入に当たっての検討要因にネットワーク上での情報処理を行うことを

前提としているということであり、販売側としてはネットワーク上で自社の提供する商品が評価され

るということを意識する必要がある。 

 さらには、検索しようとする者にとっては、拡大した情報空間上から以下にして目的な情報を入

手するかが大きな問題になっており、検索エンジンを利用した情報検索サイトの利用は情報空間

を渡るには必要不可欠となっており、この検索エンジンに自社の情報がヒットするかどうかによって、

情報空間上での取引には大きな差が発生している。 

 システムとして、接続しているか否かにかかわらず、インターネットはすでに商取引の環境として

利用されているということは企業の規模にかかわらず検討しなければならない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8．インターネットの公開性による新たなコミュニティーの誕生 

 

 インターネットの拡大は新たなコミュニティーを生み出し、インターネットを構成するシステムその

ものをイノベーションし、自己増殖的な開発が行われるコミュニティーの発生 

を促すこととなった。 

 非公開で閉塞性を維持することによるシステム開発を行うことが一般的であったものを、公開で

開放性を謳うことにより、より多くの検証を行うことによりシステムを鍛えていくという考え方に基づく

コミュニティーが数多く生まれ、そのコミュニティーにより提供されるシステムを自由に利用できる環

境も構築されるようになっている。 

 これらのシステムを利用するには、システムのスキルを要求されるものの、フリーであるということ

から、直接的な調達コストがかからない形で導入することも可能であり、システムを商用で利用する

場合でも非常に安価なコストでインストールすることを許可しているものが多い。 

 また、システムの構築スキルを有さなくとも、利用することによりシステム検証という形で開発に貢

献することが可能であり、費用としての負担を行うことなくシステムへの貢献をすることで、より高機

能なシステムを利用できるという利点がある。 

 一方で、トータルでのシステムスキルが不十分な場合は、システムの能力を十分に引きガスこと

は困難であるとともに、不正確なシステム運用につながる危険性を有したソフトウェアも多く、オー

プンソースソフトの利用は有用であるとともに、使用することを躊躇させる要因ともなっている場合

がある。 

 

 



9．情報化への対応の難しさ。 
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 このように、企業経営の情報化との関係は、日本のみならず、国をまたがった情報交換が日常

的に行われており、このような通信とネットワークの展開がビジネスシーンには大きな影響を与える

とともに、グローバルレベルでの新たなビジネスを構築する環境が急速に構築されるようになって

きている。 

 現在、すでに、世界中のあらゆる場所で、その瞬間におきた事柄が、社会の変化に影響を及ぼ

すようにシステムが反応し、個人的な考えや思いなど人間の感覚とは異なる次元でシステム同士

が社会を変化させ、ビジネスに関与することが日常化している。 

 人間社会の複雑さに対して、さまざまな事象に関連するデータを情報として活用できるような多く

のシステムが存在し、そのシステムは同じデータを異なる視点から処理を行うことでさまざまな情報

に加工し、さらにはシステム同士が結びつくことによって情報交換が行われることで、人間は感覚

的に処理していた情報に加え、システムが処理された情報が其々の情報に関与する統合したシ

ステムが存在するようになっている。 

 統合されたシステムや、個々のシステムがネットワークにより接続した結果から得られる情報を、

それぞれの人間が判断することが望まれる現代においては、目に見えない情報をいかにして理解

し、活用するかということが個人にとって大きな負担となる一方、更なるビジネスの誕生や発展の可

能性を示唆することにつながっている。 

 技術的な理解の困難さだけではなく、社会の複雑化に対してもシステムの関与性が高まったこと

により、人間とシステムの両方を知り、理解し、行動に結び付けていくことがビジネスマンに望まれ



る時代であるということであり、知的社会とも呼ばれる今後の社会では、これらの知識を個々人が

取得するとともに、組織においてもこれらの情報と知識を組み合わせた上で活用を図ることが、企

業経営における作業になってくる。 

 従前より存在するマスメディア等から提供される情報や取引先や顧客等から収集した情報に加

え、今までは観測することができなかった情報や、分析することが困難であった情報なども比較的

良いに収集できるような環境が整備され、今までは困難であった個人個人からの情報発信を行う

ことも可能となり、今後はさらに取り扱うことができる情報量は増大していくことが予想される。 

 情報の性質を理解するとともに、大量の情報を効率的に処理し、有効に活用することが今後の

事業展開には必要不可欠になってくる。 

  

 

10．中小企業における情報化への対応 

 

 情報化社会への対応は大企業や個々人が対応するものだけではなく、今後の経済社会環境で

情報資源を活用した事業を行っていくためには、中小企業においても個々の企業が独自に、これ

らの資源を積極的に活用することを検討する必要がある。 

 このような環境変化に対して、できるだけ積極的に、少なくとも追従できなければ事業を継続す

ることが困難になるということを意識する必要がある。 

 情報化に対応しない企業は非常に限られた資源で事業を継続していくことになるということの覚

悟が必要である。 

 特に企業間取引という言葉がB2Bという形で現される時代にあっては、情報交換システムが構

築されないということは新たな商業環境に対しての参加を自ら否認しているという意思表示をして

いるという意味に捉えられる覚悟が必要であろう。 

 個人を対象とした限定されたサービスは現時点では情報システムとしては未整備であるという見

方は可能であるが、携帯電話の普及率が高まり、また各家庭にも高速通信網が整備されていると

いう状況は、すぐにでもパーソナル市場に対しての情報化システムを利用した新規ビジネスサー

ビスの提供が行われる可能性がすぐにでも起き得るということを意識しておく必要がある。 

 目に見えない形での、情報環境の整備は直接ではなく間接的に事業に影響を与える。 

 ものの購買はいままでは人と人の間のコミュニケーションが主体であったものの、電子的な取引

においては、人が関与する予知はあまりない。 

 不正を働くかどうかは人が関与しない分、しきいが下がっているという現象も見られる。 

 すなわち従来の人と人のコミュニケーション能力に加えて、情報面からの取引の評価が行われる

ということを意識する必要がある。 

 店舗や事務所においての取引や、生産現場などのビジネスシーンでの環境整備と同じく情報ネ

ットワークやシステムがきちんとしたものでなければ、新たなビジネスに対応することは困難となっ

てくる。 



 従来からの社内状況や市場・顧客・取引先等の外部環境を観察することから得られる情報に加

え、システムやネットワークから得られる情報に対しての、整理・整頓・清潔・清掃・しつけの５S作

業が必要になってきている。 

 

 

 



11．目に見えない情報化の進展と確実な社会変化  
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 すでに、情報そのものを取り扱う環境の変化は、「ひと」、「もの」、「かね」の経営資源に対して多

大な影響を与え始めている。 

 情報は単独で処理の対象となる場合も多いが、情報以外の経営資源との関係として取り扱われ

る。 

 すなわち、企業の経営情報全体を業務や商品、サービス、調達、在庫、提供、顧客、在庫、加

工、展示等さまざまな業務で、その金銭的価値、品質、時間とタイミングとの関係を情報システム

で処理を行う。 

 一時情報を処理するのは多くの場合は人間である。 

 人間と情報との関与は、人類が生まれたときから存在している。 

 情報をとして取り扱われるは人間のもつ感覚に基づいたものがほとんどであるものの、多くのビジ

ネスが行われる場面では、人間のもつ処理能力を超えた処理が期待されることがほとんどである

ため、過去から情報機器を利用したシステムを利用した処理が行われていた。 

 紙と筆記用具をはじめとする事務用品により処理されていた、これらの情報は、抽象的な概念と

しての情報を処理している。２０世紀初頭までは、文字と数字を人間が直接処理していたが、２０

世紀後半からこのような情報処理は一気にシステム化されコンピュータやネットワークを使用する

ことがビジネスの前提となっている。 

 この環境の変化はビジネスを急速で展開することを可能とする一方で、情報を感覚として捕らえ

ることを困難とし、新たな処理の方法を理解するための訓練を必要とするようになった。 



 とはいえ、人間の持つ柔軟性はこの環境の変化を受入れつつ社会を変容させている。新たなシ

ステムが受け入れやすいかどうか、利用者にとって十分なメリットが享受できるのかを判断しつつ、

人間はシステムを取り入れ活用し新たな社会を構築している。 

 情報化社会では、人間が受容するかどうかという視点とは別に、環境基盤として展開される科学

技術によって、人間が好む、好まざるにかかわらず受信し、処理し、発信し、蓄積していくことも併

行して行われており、更なる情報の利用を促進する下支えをしている。 

 しかしながら一方で、情報という資源を十分に活用できない企業も多く存在している。 

 小規模企業においては、従来の事業の実施に加えて情報を活用した新たな事業への展開をス

ムーズに行うための対策を採りえない企業も多く、これらの企業では新たなビジネスへの取り組み

に支障を生ずることが明白である。 

 とはいえ小規模企業であるから情報化に対応できないということではなく、新たなビジネスチャン

スをネットワーク上に求めモール等を活用した新たなチャネルを構築し、従来とは比べ物にならな

い商圏を確保することで事業を拡大している企業も存在する。 

 社会が複雑化するとともに、企業の将来に向けてのビジョンを抱えることが困難になっているとい

われる現在においては、情報を含んだすべての経営資源を有効に活用することが企業にとって

円滑な経営を行う重要なポイントとなってきている。 

 

 

12．未導入企業の存在 

 

 現段階では情報化に対して対応していないという企業が存在している。今回のアンケートでも一

部の企業が未対応との回答を行っているが、今後の社会環境はますます情報を活用した事業環

境下で経済活動が営まれることは想像に難くない。 

 導入していないとする企業の考え方として多く聞かれるものとしては、小規模小売店等の意見と

して、「情報化が進んでおり事業環境が変わってきているということは理解しつつも、小さい企業で

あり、情報を活用して業務の整合性を確保しなければ事業が停滞するということはありえない。」と

いうものである。 

 企業の見識として、情報システムを利用した事業の実施に対して十分な投資効果が期待しにく

いという考えの下に事業を行っている企業は数多く存在している。 

 また、どのようにして情報と接すればよいのか十分わからないままに、「社会の情報化は進んで

いるものの、自社の考えが及ばないまま従来の手法に基づいて事業を行っている。」という企業も

多数存在している。 

 一般商店や、個別企業の下請け、特定の製品のみを製造している企業にとっては情報による事

業環境の変化は直接影響を感じ難いということもあるものの、確実に環境は情報を活用した経済

活動を行う場面に変化している。 

 情報に対して消極的な企業に関する不安材料としては、新たな商環境への変化に追従できな



いということが掲げられる。 

 事例としては、書店の例として、一般書店と大規模書店のギャップに加え書籍を取り扱うショッピ

ングモールを利用した個人向け商品提供サービス企業の台頭、ネットを利用した検索と評価情報

を活用することによる消費者行動の変化に追従できない。自社の評価の確認、顧客のニーズやシ

ーズを事業に反映するためのチャネルが切断される。等により事業を中断している企業の存在が

ある。 

 事業を継続的に遂行していくためには、事業形態としての自社の経営スタンスを確立し顧客や

市場との接点を実社会上で確立することが必要とされており、あわせて企業として情報化に積極

的に関与することも重要となっている。 

 

 



第 2 節 中小企業ＩＴ利活用実態調査 

1．アンケート調査の概要 

1-1．アンケート調査の概要 
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1．アンケート結果の概要

アンケート回収数：453票（回収率22.7%）

調査実施期間：2007年10月20日～11月20日

1-2．回答企業の概要
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①調査実施期間：2007年10月20日～11月20日 

②調査方法：郵送による発送及び回収 

③調査対象：全国の建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等 

④抽出方法：株式会社商工リサーチの企業データベースから無差別に抽出 

⑤回収数：453票（回収率22.7％） 

⑥集計結果の分析方法： 

 本調査では、単純集計の他に、従業員規模別、業種別のクロス集計結果をもとに分析したが、ク

ロス集計結果については特徴のあるものについてのみ記述した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-2．回答企業の概要 
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1-2．回答企業の概要（２）
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問1-0 所在地 

回答企業の所在地は、「東京都」が14.8%で最も多く、ついで「大阪府」(8.8%)、「福岡県」

(5.5%)、「神奈川県」(5.3%)、「愛知県」(5.1%)とつづいている。 

 所在地（各都道府県）を地方経済産業局の所管地域単位で9つの地域ブロックに統合したが、

沖縄県の回答数が少ないことから「九州・沖縄地域」とし、以下の8つの地域とした。この地域別で

みると、「関東甲信越地域」が36.4%で最も多く、ついで「近畿地域」が18.1%、「九州・沖縄地域」

が12.1%とつづいている。 

 

問1-1 業種 

業種は、「製造業」が45.7%で最も多く、次いで「卸売業」(22.7%)、「小売業」(10.2%)、「サービ

ス業」(10.2%)となっている。  

問1-2 事業所数 

事業所数は、「単独（本社のみ）」が54.1%、「複数（営業所有り）」が45.9%と、「単独」が半数強

である。 

複数事業所を事業所数ごとに分けると、2ヵ所以下が55.9%、3~5ヵ所が32.8%、6~10ヵ所が7.

２％、11ヵ所以上が4.1%であり、回答企業は事業所数が少ない企業が多い。 

 

 



問 1-3 従業員数 

従業員数は、正社員のみの場合では、「21～50名」が32.9%で最も多く、次いで「10名以下」が

29.4%、「11～20名」が20.6%と続く。 

単純集計 問1-3(3) ■従業員数 

パート・アルバイトは、72.9%が10名以下である。 

単純集計 問1-3(3) ■従業員数(パート・アルバイト)  

パート・アルバイトを含んだ場合では、「21～50名」が33.3%で最も多く、次いで「10名以下」が

26.5%、「11～20名」が17%と続く。 

単純集計 問1-3(3) ■従業員数(正社員＋パート・アルバイト) 

問1-4 直近の売上高 

直近の売上高は、「1億超～5億円以下」が30.5%で最も多く、次いで「10億超～50億円以下」

が24.9%、「1億円以下」が20.1%と続く。 

 

 



1-3．ＩＴ化の現状 
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1-3．ＩＴ化の現状 ＩＴの利用環境
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問2-1 活用しているコンピュータの状況 

 活用しているコンピュータについては、「パソコン」が88.5%で最も多く、次いで「クライアントサー

バシステム」が32.6%、「オフィスコンピュータ」が13.7%と続く。「全く使っていない」はわずか0.9%

であることから、ほぼ全ての企業が何らかのコンピュータを活用していることがわかる。 

 

問2-2 活用しているコンピュータの環境 

活用しているコンピュータの環境については、「全社ネットワーク」が51.2%で最も多く、次いで

「社内部門内ネットワーク」が36.2%、「単独（ネットワーク接続なし）」が29.0%と続く。このことから、

全体から「単独（ネットワーク接続なし）」を除いた7割強の企業が、何らかのネットワーク環境を有し

ていることがうかがえる。 
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1-3．ＩＴ化の現状 IT化の活用部門（業務）

 

 

問2-3 IT化の活用部門（業務）の状況 

 IT化の活用部門（業務）の状況については、「総務・管理部門」が71.4%で最も多く、次いで「営

業部門」が70.9%、「生産・製造部門」が43.0%と続く。  

 製造業の中小企業に限っての活用部門（業務）の状況と、全業種の状況の値を比較して、大き

く差が開いているものをとりあげてみる。製造業の「生産、製造部門」での活用状況は74.1%で全

業種と比較して31.1ポイントの差、「設計部門」は37.3%で13.2ポイントの差、「購買部門」は

45.3%で10.1ポイントの差、「研究開発部門」は20.4%で8.2ポイント差がある。これら部門では、

特に製造業で活用される場合が多いという状況がうかがえる。  
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1-3．ＩＴ化の現状 パッケージソフトの活用状況
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問2-4 パッケージソフト活用業務の状況 

 パッケージソフト活用業務の状況については、「財務会計」が68.8%で最も多く、次いで「販売管

理」が49.7%、「人事給与」が47.4%と続いている。「パッケージソフト不使用」はわずか8.0%であ

る。 

このように中小企業では、財務会計・販売管理・人事給与業務を中心とした基幹業務中心のIT

活用により、業務効率化を図っていることがわかる。例えばITを活用している業務の中でのパッケ

ージソフトの利用率をみてみると、総務・管理部門は71.4%の中小企業が、何らかのITを活用して

おり（問2-3参照）、中小企業の68.8%は財務会計のパッケージソフトを活用していることから、財

務会計のITを活用している96.4%は、パッケージソフトを活用してITを導入しているとうかがえる。 

このことからもＩＴを活用する中小企業は、開発費等のコストをかけなくてもベストプラクティスの

短期導入が可能で統合化もしやすい、パッケージソフトの活用に努めていることがうかがえる。  
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1-3．ＩＴ化の現状 Webサイトの活用状況
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問2-5 Webサイト開設の有無と、Webサイトを活用している場合の目的 

 Webサイトの開設状況については、「Webサイトを開設している」が66.0%であり、全体の７割近

くにのぼっている。Webサイトを開設している中小企業の中で、その活用の目的については、「社

外への広報」が78.2%で最も多く、次いで「社内イントラネットにおける情報共有・社内事務効率

化」が34.9%、「Ｗｅｂサイトを活用した商取引」は32.5%である。 

このことから中小企業の多くは、Webサイトを活用できる環境を有しているにもかかわらず 、

Webを活用して商取引を行っているのは、3割程度にとどまることがわかる。  
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問2-6  IT化活用の主な視点 

 IT化活用の主な視点については、「各種業務の処理」が50.5%で最も多く、次いで「情報の共

有」が21.3%、「情報の活用」が13.8%と続く。反対に少ないのは「情報の創造」は1.2%、「各種業

務のシミュレーション」は0%である。 

業務プロセスの処理を目的にIT化活用している中小企業は5割を超えているが、情報系（「情

報の共有」「情報の活用」「情報の創造」）でIT化活用している中小企業もまた、36.3%にのぼって

いる。  
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1-3．ＩＴ化の現状 単年度のIT投資額

単純集計 問2-7

 

 

問2-7 直近の決算（単年度）におけるIT投資額（ハード機器やソフト開発・購入費等）の規模 

 直近の決算（単年度）におけるIT投資額（ハード機器やソフト開発・購入費等）の規模について

は、「10～50万円」が30.6%で最も多く、次いで「50～100万円未満」が22.6%、「100万円～500

万円」が21.2%と続く。 

本来であれば企業のIT投資額を把握したいところである。しかしながらIT投資は過去から断続

的に行われているために、つかみにくいのが現状である。したがって本調査では、単年度のIT投

資額を設問とした。これにより、中小企業の半数近くの企業が100万円以下の単年度IT投資額で

あるとわかる。  
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1-3．ＩＴ化の現状 IT活用の目的
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問2-8  IT活用の目的の有無と効果 

①社内情報の共有化（コミュニケーション） 

社内情報の共有化（コミュニケーション）を目的として、ITを活用している企業は80.0%である。

そのうち、「十分な効果があった」または「やや効果があった」としている企業は71.4%である。「全

く効果がなかった」または「あまり効果がなかった」としている企業は8.6%である。 

②顧客の拡大 

顧客の拡大を目的として、ITを活用している企業は64.5%である。そのうち「十分な効果があっ

た」または「やや効果があった」としている企業は40.4%。「全く効果がなかった」または「あまり効果

がなかった」としている企業は24.1%である。 

③新規事業の開拓 

新規事業の開拓を目的として、ITを活用している企業は54.9%である。そのうち「十分な効果が

あった」または「やや効果があった」としている企業は26.3%である。「全く効果がなかった」または

「あまり効果がなかった」としている企業は28.6%である。 

④売上の拡大 

売上の拡大を目的として、ITを活用している企業は70.6%である。そのうち「十分な効果があっ

た」または「やや効果があった」としている企業は42.5%である。「全く効果がなかった」または「あま

り効果がなかった」としている企業は28.0%である。 

 



⑤コスト削減 

コスト削減を目的として、ITを活用している企業は80.1%である。そのうち「十分な効果があっ

た」または「やや効果があった」としている企業は46.5%である。「全く効果がなかった」または「あま

り効果がなかった」としている企業は33.6%である。 

⑥人員削減 

人員削減を目的として、ITを活用している企業は62.6%である。そのうち「十分な効果があった」

または「やや効果があった」としている企業は24.5%である。「全く効果がなかった」または「あまり

効果がなかった」としている企業は38.1%である。 

⑦業務の迅速化 

業務の迅速化を目的として、ITを活用している企業は94.1%である。そのうち「十分な効果があ

った」または「やや効果があった」としている企業は81.5%である。「全く効果がなかった」または「あ

まり効果がなかった」としている企業は12.5%である。 

⑧Webサイトを通じた情報公開 

Webサイトを通じた情報公開を目的として、ITを活用している企業は55.0%である。そのうち「十

分な効果があった」または「やや効果があった」としている企業は33.4%である。「全く効果がなか

った」または「あまり効果がなかった」としている企業は21.6%である。 

⑨自社の信頼性・安全性の向上 

自社の信頼性・安全性の向上を目的として、ITを活用している企業は68.7%である。そのうち

「十分な効果があった」または「やや効果があった」としている企業は47.2%である。「全く効果がな

かった」または「あまり効果がなかった」としている企業は21.5%である。 
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 これらの中で特に注目すべき項目は、ITを活用している中小企業の80.0%が、「①社内情報の

共有化」を行っていることである。これは、情報の共有化にプロセスの共有化も含まれているものと

思われる。問2-6では、36.3%の中小企業が「情報共有」以降の高いレベルでIT化を行っているこ

とから、残りの43.7%の中小企業においては、プロセスの共有（業務処理を共有すること）を行って

いることがうかがえる。 

またITを活用している中小企業の94.1%が、「⑦業務の迅速化」を目的としており、効果が上が

っている割合（「十分な効果があった」「やや効果があった」と答えている割合）も81.6%と高い。 

目的としている割合が高い順に項目を並べると、「⑦業務の迅速化」、「⑤コスト削減」、「①社内情

報の共有化（コミュニケーション）」、「④売上の拡大」などであり、「業務の迅速化」と「社内情報の

共有化」はITに依存したかたちでの達成度が高いことがわかる。 

反対に、効果がなかったと答えている割合が高い順に項目を並べると、「⑥人員削減」、「⑤コス

ト削減」、「③新規事業の開拓」、「④売上の拡大」、「②顧客の拡大」、とつづいている。これらの項

目はIT活用だけでは達成しにくいのではないかと予想されるが、そのことは効果がなかったとされ

る項目には、「⑥人員削減」、「③新規事業の開拓」、「②顧客の拡大」といったものが新たに挙が

っていることによって裏付けられる。したがって、IT活用の目的に対して効果がなかった項目につ

いては、効果が上がらない原因が必ずしもITだけとは限られず、他の要素もあるのではないかと推

察される。 

 



 規模別に比較すると、従業員規模が大きくなるほど「①社内情報の共有化」に効果があったとす

る割合が高い（クロス集計 問2-8①×問1(3)）。同様に、従業員規模別が大きくなるほど「⑤コスト

削減」に効果があったとする割合が高い（クロス集計 問2-8⑤×問1（3））。規模が大きいほど、情

報共有やコスト削減にIT活用の効果が高いことがわかる。 

 

 



1-4．IT化への課題 

NIC

単純集計 問３－１
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1-4．ＩＴ化の課題
情報提供事業者・情報ツールの活用状況

 

 

問3-1 情報サービス提供事業者・情報ツールの活用状況 

①プロバイダー 

プロバイダーについて、「活用している」は42.9%である。活用していないが「興味がある」は

3.7%であり、「知らない。興味がない」は9.4%である。 

②ブログ 

ブログについて、「活用している」は11.0%である。活用していないが「興味がある」は8.1%であ

り、「知らない。興味がない」は18.9%である。 

③Web 

Webについて、「活用している」は38.1%である。活用していないが「興味がある」は7.3%であり、

「知らない。興味がない」は9.7%である。 

④業務システム支援 

業務システム支援について、「活用している」は23.4%である。活用していないが「興味がある」

は16.9%であり、「知らない。興味がない」は21.3%である。 

⑤事務処理システム支援 

事務処理システム支援について、「活用している」は25.9%である。活用していないが「興味が

ある」は13.9%であり、「知らない。興味がない」は22.5%である。 

 

 



⑥VPN 

VPNについて、「活用している」は12.5%である。活用していないが「興味がある」は5.3%であり、

「知らない。興味がない」は64.8%である。 

⑦EDI 

EDIについて、「活用している」は13.2%である。活用していないが「興味がある」は6.0%であり、

「知らない。興味がない」は64.1%である。 

⑧http/https 

http/httpsについて、「活用している」は19.6%である。活用していないが「興味がある」は5.1%

であり、「知らない。興味がない」は36.5%である。 

⑨CGI 

CGIについて、「活用している」は6.4%である。活用していないが「興味がある」は4.0%であり、

「知らない。興味がない」は64.2%である。 

⑩ASP 

ASPについて、「活用している」は6.4%である。活用していないが「興味がある」は3.7%であり、

「知らない。興味がない」は71.0%である。 

⑪SaaS 

SaaSについて、「活用している」は1.0%である。活用していないが「興味がある」は5.0%であり、

「知らない。興味がない」は84.8%である。 

⑫XML 

ＸＭＬについて、「活用している」は５．０パーセントである。活用していないが「興味がある」は３．

５パーセントであり、「知らない。興味がない」は75.2%である。  

 

 ASPやSaaSは、①導入費用が安くコストパフォーマンスがよい、②高度な専門IT技術や知識が

なくても高いセキュリティが得られる、といったメリットがあり中小企業にとって利用しやすいサービ

スである。例えば商工会による「ネットde記帳」は、インターネット環境があればどこからでもアクセ

ス可能なASP方式の会計システムのサービスであり、こういったSaaS・ASP型サービスによる業務

用ソフトウェア等は小規模企業でも導入や活用が容易であり、中小企業のIT化推進に貢献できる

可能性が高い。しかしながら、調査結果では活用度・認知度ともに著しく低い。このため研修、専

門家派遣を活用した情報提供等により、SaaS・ASPの活用度・認知度を向上していくことが、IT化

の課題であるとうかがえる。（「中小企業IT化推進懇談会資料」経済産業省2007年6月、「中小企

業のIT化の課題及び対応の方向性について」経済産業省2007年6月参照） 

 

 XMLは、中小企業も対応可能な標準化・共通化の仕組みづくりに有効である。例えばEDIや電

子タグの普及の実現に向けた、XMLを利用した中小企業も対応可能な簡易な業種横断的な共通

基盤の導入（電気・電子、繊維、建材・住宅の３分野で先行的取組みがされている）は、簡易な標

準化・共通化の推進につながる可能性が高い。しかしながら、活用度・認知度ともに著しく低い。こ



のため近年普及が進んできた電子商取引等における、標準化・共通化といった環境変化に対応

するべく、XMLの活用度・認知度を向上していくことが、IT化の課題であるとうかがえる。（「中小企

業のIT化の課題及び対応の方向性について」経済産業省2007年6月参照）   
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1-4．ＩＴ化の課題
情報（データ）管理方法の取り決め

単純集計 問3-2(1)

あり, 49.2% なし, 50.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クロス集計 問1(3)従業員規模別×問3-2(1)

33 .3

56.0

53.2

53.3

69.2

66.7

44.0

46.8

46.7

100.0

30.8

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

あり なし

 

 

(1) 情報（データ）管理方法の取り決め 

情報（データ）管理方法の取り決めについては、「なし」50.8が%で「有り」の49.2%を上回って

いる。 

このことから、半数近い中小企業は情報管理にあたって、ルールが存在していないことがわかる。

規模別に比較すると、従業員規模が小さくなるほど情報（データ）管理方法の取り決めがあるとす

る割合が低く、規模が小さい中小企業ほど、ルール化していないことがわかる。（クロス集計 問

1(3) ×問3-2(1)） 
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ＩＴ化を目的とするシステム構築に当たっての取り決め

単純集計 問3-2(2)

あり, 32.6% なし, 67.4%
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(2) IT化を目的とするシステム構築に当たっての取り決め 

IT化を目的とするシステム構築については、「なし」が67.4%で「有り」の32.6%を上回っている。 

このことから、約3分の2の中小企業がとりきめなしにIT化しており、戦略に基づいたIT化投資がさ

れておらず、場当たり的なシステム構築が行われていることがわかる。 

規模別に比較すると、従業員規模が小さくなるほど、IT化を目的とするシステム構築に当たって

の取り決めがあるとする割合が低く、規模が小さい中小企業ほどIT化投資が場当たり的なことが多

いとわかる。（クロス集計 問1(3) ×問3-2(2)） 
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利用しているシステムの改善・改良の推進と対応状況

単純集計 問3-2(3)

満足 22.2% 行っているが不満足 50.2% 行っていない 27.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務のしくみ・進捗と情報システムの連携
単純集計 問3-2(4)

取り入れている 49.7% 取れていない 50.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務の要請（要望）の取り入れ状況
単純集計 問3-2(5)

十分に取り入れている 十分とは言えないが取り入れている 67.1% 取り入れていない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16.5% 16.3%

 

 

(3) 現在利用しているシステムの改善・改良の推進と対応の状況 

現在利用しているシステムの改善・改良の推進と対応の状況については、「行っているが不満

足」が50.2%で最も多く、次いで「行っていない」が27.5%、「満足」が22.2%と続いている。 

このことからシステムの改善・改良の推進と対応には、不満足である企業が圧倒的に多いとわか

る。 

(4) 業務の仕組み・進捗と情報システムの連携 

業務の仕組み・進捗と情報システムの連携については、「取れていない」が50.3%、「取れてい

る」が49.7%であり、ほぼ同割合である。 

このことから約半数の中小企業が後追いのデータ処理を行っており、IT化が機能していない状

況であることがわかる。 

(5) 利用しているシステムが業務の要請（要望）を十分に取り入れたものであるかどうか  

利用しているシステムが業務の要請（要望）を十分に取り入れたものであるかどうかについては、

「十分とは言えないが取り入れている」が67.1%で最も多く、次いで「十分に取り入れている」が

16.6%、「取り入れていない」が16.3%とほぼ同割合で続いている。 

このことから中小企業が利用するシステムには、業務の要請（要望）が取り入れられているが、ま

だ改良の余地があることがうかがえる。  
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1-4．ＩＴ化の課題 ＩＴ化計画の状況
（ＣＯＢＩＴのＰＯ１の設問に相当）

単純集計 問3-3
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問3-3  IT化の計画 

 IT化計画については、「IT化計画の重要性は管理責任者も認識しているが、必ずしも立ててい

ない」が37.9%で最も多く、次いで「IT化計画を立てていない」が30.3%、「IT化計画策定について

は、文書化していないが、考え方は関係者の間で共有している」が19.1%と続いている。 

 このことから、IT化をすすめる際に計画をたてない中小企業は、7割近くにのぼっていることがわ

かる。  

規模別に比較すると、従業員規模が小さくなるほど、「IT化計画を立てていない」「IT化計画の

重要性は管理責任者も認識しているが、必ずしも立てていない」とする割合が高くなっており、規

模が小さい中小企業ほど、IT化をすすめる際に計画をたてていない場合が多いことがわかる。（ク

ロス集計 問1(3 )×問3-3 ）  

 但し、業種別に比較した場合には、有意な差はみられなかった。（クロス集計 問1(1) ×問3-3 ）

掲載略 

 

 



 

NIC

1-4．ＩＴ化の課題 サービスレベルの管理状況
（ＣＯＢＩＴのＤＳ１の設問に相当）

単純集計 問3-4
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ＩＴサービスレベルは管理していない
ＩＴサービスレベルを整備する必要性を感じているが 、実施していない
不完全なＩＴサービスレベルはあるが、多くは担当者に委ねている
ＩＴサービスレベルは完全ではないが、ユーザとの合意はある
（再評価とユーザ満足度についてチェックできる体制になっている）

ＩＴサービスレベルに照らし、ユーザ満足度を定期的に評価している

ＩＴサービスレベルの定義は完全で、業務目標との整合性を保証するために、その基準を常に再評価している

クロス集計 問1（3）従業員規模別×問3-4

56.7

54.2

45.2

45.5

36.0

34.2

26.5

35.6

34.1

28.0

100.0

6.
7

15.7

14.1

9.1

16.0

1.7

2.4

4.4

9.1

16.0

0.8

1.2

0.7

2.3

4.0

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

100.0%

 

 

問3-4  ITサービス基準（レベル） 

 ITサービス基準については、「ITサービス基準は管理していない」が50.1%で最も多く、次い

で「ITサービス基準を整備する必要性を感じているが、実施していない」が32.4%、「不完全なIT

サービス基準はあるが、多くは担当者に委ねている」が11.9%と続いている。 

 このことから、サービスレベルの機能目標を想定しないまま、IT化する中小企業が8割を超えて

いるとわかる。 

 規模別に比較すると、従業員規模が小さくなるほど、「ITサービス基準を管理していない」「ITサ

ービス基準を整備する必要性を感じているが、実施していない」とする割合が高くなっており、規

模が小さい中小企業ほど、ITサービス基準を考慮していない比率が多いことがわかる。（クロス集

計 問1(3) ×問3-4 ） 

 但し、業種別に比較した場合には、有意な差はみられなかった。（クロス集計 問1(1) ×問3-４ ）

掲載略 
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1-4．ＩＴ化の課題 モニタリング実施状況
（ＣＯＢＩＴのＭ１の設問に相当）

クロス集計 問1（3）従業員規模別×問3-5

84.2

75.6

67.9

73.9

61.5

14.2

15.9

21.6

15.2

30.8

100.0

1.7

4.9

8.2

10.9

7.7

0.7
3.7

0.7
0.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

単純集計 問3-5

5.673.0 19.1

1.9

0.2
0.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

モニタリング活動は実施していない
モニタリングについては、必要性を感じているが、標準的な方法は決めていない
モニターすべき項目は決まっている（情報収集方法及び評価基準も決めている）が、全社的ではない
モニターの仕方は全社的に周知していて教育も行っている

モニター項目の許容誤差も決めてあり、報告は自動的に行っている
すべてのモニタリング活動は業界の最高の方法が組み込まれて最適化してある

 

 

問3-5 モニタリング（ITを活用した業務活動成果の監視活動）状況 

 モニタリング（ITを活用した業務活動成果の監視活動）については、「モニタリング活動は実施し

ていない」が73.0%で最も多く、次いで「モニタリングについては、必要性を感じているが、標準的

な方法は決めていない」が19.1%、「モニターすべき項目は決まっている（情報収集方法及び評

価基準も決めている）が、全社的ではない」が5.6%と続いている。 

このことから、7割を超える中小企業がモニタリングを行っておらず、モニタリングの必要性を感

じながらも標準的な方法を決めていない企業をあわせると、9割を超える中小企業はモニタリング

を行っていないことがわかる。 

 規模別に比較すると、従業員規模が小さくなるほど、「モニタリング活動は実施していない」とす

る割合が高くなっており、規模が小さい中小企業ほど、モニタリングを行っていない場合が多いこ

とがわかる。（クロス集計 問1(3) ×問3-5）  

 業種別に比較した場合には、有意な差はみられなかった。（クロス集計 問1(1) ×問3-5 ）掲載

略 
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1-4．ＩＴ化の課題 情報セキュリティ対応策

①外部からの不正アクセス予防策
クロス集計 問1（3）従業員規模別×問3-6①

41.2

48.7

55.7

62.8

73.1

100.0

15.8

17.9

16.8

9.3

11.5

7.9

9.0

7.6

11.6

11.5

35.1

24.4

19.8

16.3

3.8

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

単純集計 問3-6

51.8

58 .6

44.8

30.1

24.4

15.7

21.2

14.0

14 .8

12 .7

8.4

8.7

10.7

8.6

5.7

24.1

11 .5

30.5

46.4

57.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

①外部からの不正アクセス予防策

②ウィルスプログラム対応策

③サーバへの攻撃の対応策

④データ漏洩予防策

⑤外部へのアクセス制限

１．発生させない仕組みがある ２．発生した時の対応策がある ３．修復の段取りがある ４．仕組み、対応策、段取りはない

 

 

問3-6  ITのセキュリティ対応策 

①外部からの不正アクセス予防策 

外部からの不正アクセス予防策については、「発生させない仕組みがある」が51.8%で最も多く、

次いで「仕組み、対応策、段取りはない」が24.1%、「発生した時の対応策がある」が15.7%と続い

ている。 
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②ウイルスプログラム対応策

③サーバーへの攻撃対応策

クロス集計 問1（3）従業員規模別×問3-6②

44.0

61.3

64.2

67.4

73.1

100.0

24.1

16.3

22.4

13.0

26.9

11.2

11.3

6.7

13.0

20.7

11.3

6.7

6.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

１．発生させない仕組みがある ２．発生した時の対応策がある ３．修復の段取りがある ４．仕組み、対応策、段取りはない

クロス集計 問1（3）従業員規模別×問3-6③

32.5

44.7

43.1

61.4

80.8

100.0

14.0

14.5

17.7

4.5

11.5

10.5

9.2

10.8

15.9

7.7

43.0

31.6

28.5

18.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～ 300名

301名以上

 

 

②ウィルスプログラム対応策 

ウィルスプログラム対応策については、「発生させない仕組みがある」が58.6%で最も多く、次い

で「発生した時の対応策がある」が21.2%、「仕組み、対応策、段取りはない」が11.5%と続いてい

る。 

③サーバへの攻撃の対応策 

サーバへの攻撃の対応については、「発生させない仕組みがある」が44.8%で最も多く、次い

で「仕組み、対応策、段取りはない」が30.5%、「発生した時の対応策がある」が14.0%と続いてい

る。 
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④データ漏洩予防策

⑤外部へのアクセス制限

クロス集計 問1（3）従業員規模別×問3-6④

24.6

20.8

37.6

28.9

46.2

15.8

18.2

12.8

11.1

11.5

9.6

6.5

7.5

11.1

15.4

50.0

54.5

42.1

48.9

26.9

100.0

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

１．発生させない仕組みがある ２．発生した時の対応策がある ３．修復の段取りがある ４．仕組み、対応策、段取りはない

クロス集計 ⑤ 問1（3）従業員規模別×問3-6 

17.5

22.8

27.5

26.7

50.0

14.0

20.3

9.9

4.4

11.5

4.4

3.8

6.9

4.4

11.5

64.0

53.2

55.7

64.4

26.9

100.0

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10名以下

11名～20名

21名～50名

51名～100名

101名～300名

301名以上

 

 

④データ漏洩予防策 

データ漏洩予防策については、「仕組み、対応策、段取りはない」が46.4%で最も多く、次いで

「発生させない仕組みがある」が30.1%、「発生した時の対応策がある」が14.8%と続いている。 

⑤外部へのアクセス制限 

外部へのアクセス制限については、「仕組み、対応策、段取りはない」が57.2%で最も多く、次

いで「発生させない仕組みがある」が24.4%、「発生した時の対応策がある」が12.7%と続いてい

る。 

これらのことから、②のウィルスプログラム対応や、①の外部からの不正アクセス予防といった、

ソフトで防御できる項目については約半数が対応策をとられているが、それ以外については無防

備な場合が多く、中小企業のセキュリティがまだ道半ばである状況がうかがえる。 

 クロス集計 問1(3)従業員数×問3-6① 従業員規模別、外部からの不正アクセス予防策 

規模別に比較すると、どのセキュリティ対応策についても、従業員規模が大きいほど、対応されて

いる割合が高くなっており、規模が小さい中小企業ほど、セキュリティ面で無防備な場合が多いこ

とがわかる。（クロス集計 問1(3) ×問3-6①～クロス集計 問1(3) ×問3-6⑤） 

 業種別に比較した場合には、有意な差はみられない。（クロス集計 問1(1) ×問3-6①～クロス集

計 問1(1) ×問3-6⑤）(掲載略) 
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1-4．ＩＴ化の課題 ＩＴ化する際に利用した外部
機関の満足度

利用の有無

満足度

単純集計 問3-7

19.6

44.1

51.0

21.9

100.0

80.4

55.9

49.0

78.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

①公的な機関や支援センター

②ベンダー（ＩＴ機器導入企業）

③システムハウス（システム提供企業）

④システムインテグレータ

⑤その他

利用した 利用していない

単純集計 問3-7

12.3

7.1

8.5

6.8

10.0

32.1

36.6

37.0

28.4

20.0

44.4

37.7

31.8

47.7

70.0

8.6

14.2

18.0

12.5

2.5

4.4

4.7

4.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

①公的な機関や支援センター

②ベンダー（ＩＴ機器導入企業）

③システムハウス（システム提供企業）

④システムインテグレータ

⑤その他

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満

 

 

問3-7 自社の業務をIT化する際に利用した外部機関の満足度状況  

 自社業務をIT化する際に利用した外部機関については、「③システムハウス（システム提供企

業）」を51.0%が利用しており最も多く、次いで「②ベンダー（ＩＴ機器導入企業）」が44.1%、「④シ

ステムインテグレータ」が21.9%と続いている。 

利用した際の満足度については、「③システムハウス（システム提供企業）」を利用した企業の

45.5%が、「満足」または「やや満足」としており最も満足している割合が高い。次いで、「①公的な

機関や支援センター」が44.4%、「②ベンダー（ＩＴ機器導入企業）」が43.7%と続いている。 

一方で、不満足度についても、「③システムハウス（システム提供企業）」を利用した企業の

22.7%が、「不満」または「やや不満」としており最も不満と感じている割合が高い。次いで、「②ベ

ンダー（ＩＴ機器導入企業）」が18.6%、「システムインテグレータ」が17.0%と続いている。 

外部機関の協力は、中立的な協力と、商取引上の協力に二分される。前者の中立的な協力先

としては「①公的な機関や支援センター」が考えられる。後者の商取引上の協力先としては「②ベ

ンダー（IT機器導入企業）」、「③システムハウス（システム提供企業）」、「④システムインテグレー

タ」が考えられる。しかし、調査結果をみると全体の満足度が低く、中立的な協力であろうが商取

引上の協力であろうが 、大きな差はみられない。 



1-5．IT化推進上の支援 

NIC

1-5．ＩＴ化推進上の支援
社内のＩＴ化担当の責任者

単純集計 問4-1

27.2 1.4 15.9 34.6 17.7 3.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40 .0% 50 .0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

経営者自身が担当 ＣＩＯ（情報担当役員）を設置 ＩＴ部門や情報システム
部門の責任者

担当業務の部門長 いない その他

単純集計 問4-1 ■担当業務の部門長の場合、その役職

35.0 39.2 25.9

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

役員級 部長級 課長級

 

 

問4-1 社内のIT化担当責任者 

 社内のIT化担当責任者については、「担当業務の部門長」が34.6%で最も多く、次いで「経営

者自身が担当」が27.2%、「いない」が17.7%と続いている。 

IT化担当責任者が「担当業務の部門長」の場合、その役職は「部長級」が39.2%で最も多く、次い

で「役員級」が35.0%、「課長級」が25.9%と続いている。 

このことから、中小企業の社内のIT化は、役員の無関与のもとに進められる場合が多く、CIOや

IT部門責任者といった、実務的ＩＴ専任担当者や専門部署などの体制を構築した推進体制をもつ

中小企業は、全体の2割に満たない状況がわかる。 
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1-5．ＩＴ化推進上の支援
ＩＴ化担当責任者の業務

単純集計4-2

43.7%

38.3%

29.9%

24 .6%

24.3%

18.9%

15.0%

11.1%

6.9%

15.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

ソフト・ハードなどの調達

企画

導入支援

情報化の為の社内教育

データ保護

システム開発

設計

情報公開

運用支援

その他

 

 

問4-2  IT化担当責任者の業務 

IT化担当責任者の業務については、「ソフト・ハードなどの調達」が43.7%で最も多く、次いで

「企画」が38.3%、「導入支援」が29.9%と続いている。 

 上記業務をIT化プロセスの5段階に分類すると、 

計画…38.3%（「企画」） 

調達…43.7%（「ソフト・ハードなどの調達」） 

開発…33.9%（「システム開発」、「設計」） 

導入…54.5%（「導入支援」、「情報化の為の社内教育」） 

運用…42.3%（「データ保護」、「情報公開、「運用支援」」 

に区分できる。 

これらのことから、中小企業のIT化は導入段階の利用が中心になっており、方向性を決める 

重要な部分である計画段階での利用が少ないことがわかる。 
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1-5．ＩＴ化推進上の支援
ＩＴ化担当責任者の業務（２）

単純集計 問4-3

6.5 27.8 61.5 4.3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

経営計画等で明確に予算づけられ、これに基づき計画的に投資している
明確な予算づけはしていないが、社内会議や役員会等での決定によって、適宜投資している
計画的ではないものの、社内外の状況を判断して、適宜投資している
その他

ＩＴ化の位置づけ

IT担当者が担当している業務を５つのプロセスに分類した場合

42.2%

54.5%

33.8%

43.7%

38.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

運用

導入

開発

調達

計画

 

 

問4-3  IT化の位置づけ 

IT化の位置づけについては、「計画的ではないものの、社内外の状況を判断して、適宜投資し

ている」が61.5%で最も多く、次いで「明確な予算づけはしていないが、社内会議や役員会等での

決定によって、適宜投資している」が27.8%、「経営計画等で明確に予算づけられ、これに基づき

計画的に投資している」が6.5%と続いている。 

このことから、中小企業のIT化投資は、明確な予算づけのないまま適宜投資される場合が９割

近くにものぼっており、中小企業のほとんどのIT化において、計画性のない多額のIT化投資が行

われている状況がうかがえる。 
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1-5．ＩＴ化推進上の支援
ＩＴ化を推進していく上で必要な人材・技能

単純集計 問4-4  ■必要としている人材

6.0

43.0

30.4

53.7

18.6

10.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0%
ＣＩＯ（情報担当役員）

ネットワーク管理者

セキュリティ管理者

保守・運用担当者

プロジェクトマネージャ

その他

単純集計 問4-4 ■必要とする技能

49.0

41.6

25.5

35.9

9.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0%

ネットワーク構築

セキュリティスキル

外部との折衝能力

社内の調整能力

その他

 

 

問4-4  IT化を運用していくうえで、必要な人材、技能 

IT化を運用していくうえで、必要としている人材については、「保守・運用担当者」が53.7%で最

も多く、次いで「ネットワーク管理者」が43.0%、「セキュリティ管理者」が30.4%と続いている。 

必要なスキルについては、「ネットワーク構築」が49.0%で最も多く、次いで「セキュリティスキル」が

41.6%、「社内の調整能力」が35.9%と続いている。 

このことから、半数以上の中小企業は運用に不安をもち、人材も不足していることがうかがえる。 
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社員のＩＴリテラシー向上への取組
単純集計 問4-5 ■従業員のリテラシー向上策

6.0

43.0

30.4

53.7

18.6

10.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0%
社外ＩＴ研修・講習会への参加支援

社内ＩＴ研修・講習会への実施

社外からの専門家の招聘

ＩＴ能力の高い人材の採用

ＯＪＴ（仕事を通じての学習・教育）

その他

単純集計 問4-5 ■社外IT研修・講習会への参加支援の場合

71.3 28.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ａ．会社指示による受講 ｂ．支援策はない

 

 

問4-5 社員のITリテラシー向上への取組み 

社員のITリテラシー向上への取組みについては、「IT能力の高い人材の採用」が53.7%で最も

多い。これは企業内にIT人材が求められず、企業外から、IT能力の高い人材を新規に採ろうとす

る行動であると考えられる。既存の人材に対する対策としては、「社内IT研修・講習会への実施」

が43.0%、「社外からの専門家の招聘」が30.4%と続いている。 
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今後のＩＴ化課題

単純集計 問4-6

28.8

41.7

35.0

39.7

31.8

16.4

15.6

17.9

4.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0%

現状のシステムの見直し

業務システムにあったシステムの調達

情報知識のレベルアップ

情報活用方法のレベルアップ

情報化によるコストの削減

情報コストの削減

ＩＴを使った新たな業務の開発

経営戦略の実現

その他

 

 

問4-6 今後のIT化課題 

今後のIT化課題については、「業務システムにあったシステムの調達」が41.7%で最も多く、次

いで「情報活用方法のレベルアップ」が39.7%、「情報知識のレベルアップ」が35.0%と続いてい

る。 

このようにIT活用のレベルが「導入レベル」の域からぬけられておらず、経営戦略の実現という

観点からのIT活用が見られないことから、もっと戦略的なIT化に取り組む必要があるとうかがえる。 
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公的機関の支援策活用

単純集計 問4-7

10.3

21.2

15.7

16.8

5.1

35.5

36.5

32.0

34.8

35.8

15.8

15.6

28.6

20.0

32.6

38 .4

26.8

23.7

28.4

26.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

①専門家派遣

②セミナー・研修への参加

③優遇税制

④金融・リース制度

⑤補助金・助成金

すでに活用している 知っているが活用していない 知らないので詳しい情報が欲しい 知らないし興味もない

 

 

問4-7  IT化のために活用したことのある公的な支援策 

IT化のための公的な支援策で活用率が高いのは、「セミナー・研修への参加」が21.2%で最も

多く、次いで「金融・リース制度」が16.8%、「優遇税制」が15.7%と続く。 

グラフをみると、制度等が知られてはいても、実際の利用率がいずれも低いことがわかる。さらに、

中小企業診断士、ITコーディネータなどの専門家派遣については、制度すら知らないという中小

企業が、過半数を超えていることがわかる。  
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1-5．ＩＴ化推進上の支援
IT化に望まれる支援

単純集計 問4-8

21.0

52.2

15.8

46.8

14.6

8.2

15.8

20.5

7.9

15.8

37.6

11.1

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0%

通信網などの通信インフラの整備

税制上の優遇

情報化投資への融資・リース援助

低コストなシステムの提案

拡張性のあるシステムの提案

情報機器選定のアドバイス

初歩的なハード・ソフトの操作研修

中級レベルのハード・ソフトの操作研修

高度なＩＴ技術者養成のための研修

情報化を担う人材の確保・提供

自社の業務に合った情報化によるビジネス
展開へのノウハウ紹介や支援

情報化により成功した事例紹介などの
セミナーの開催

その他

 

 

問4-8 今後IT化を進めるうえで、あればよいと思う支援 

今後IT化を進めるうえで、あればよいと思う支援については、「税制上の優遇」が52.2%で最も

多く、次いで「低コストなシステムの提案」が46.8%で、IT化を進める際に税制、コストといった、金

銭面でのインセンティブ付与（受動的、消極的支援）を求める中小企業が多いことがうかがえる。 

また、「自社の業務にあった情報化によるビジネス展開へのノウハウ紹介や支援」が、37.6%で、

自社の業務にベストなIT導入を可能にするための支援も求められていることがわかる。 
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2．経営環境の変化とＩＴの進展状況
2-1．まだら模様の景況感と経営課題

図2-2-1 中小企業の業況判断DIの推移

出典：第110回中小企業景況調査（中小企業基盤整備機構）

 

 

1）中小企業の景況動向  

日本経済は2002年第1四半期を底とし、景気回復局面に入り、2007年も緩やかな景気拡大局

面が続いた。しかしながら、日本銀行の「短観」によれば、今回の景気拡大期間を通じて、大企業

と中小業との業況判断DIの差は徐々に広がる傾向にあるといわれている。特に、製造業に比べ、

非製造業においてはこの傾向は顕著である。 

地方や、中小企業にとっては景況感が悪いのが実態であり、景気指数の底上げをしているのは、

一部大企業のグローバルビジネスである。 

また、中小企業基盤整備機構で実施している小規模企業を含めた中小企業を対象とした中小

企業の業況調査（2007年12月）では、全体でより明確に回復感に遅れが見られるとし、従業員20

名以下の小規模企業においては、中小企業全体よりも低い水準となっており、かなり厳しい状況

にあることがわかる。（図2-2-1）  

独自の技術やノウハウに支えられ、好調な中小企業もあるが、未だ多くの中小企業にとっては

厳しい状況が続いている。  
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2-1．まだら模様の景況感と経営課題
図2-2-2 原油製品価格の上昇による収益への影響

出典：原油価格上昇による中小企業への影響調査（2007年11月調査）（中小企業庁）

 

 

2）エネルギー・資源問題 

 最近の原油価格や材料の高騰は急激で、価格転嫁が進まない中小企業に対して経営を圧迫

する大きな要因となっている。 

中小企業庁における｢原油価格上昇による中小企業への影響調査（2007年11月調査）｣によ

れば、原油・石油製品価格の上昇による収益への影響は、2007年夏の調査の89.7%から92.5%

に拡大している（図2-2-2）。また、価格転嫁が困難な企業の割合は、2007年の夏より更に上昇し、

約90%に上ると報告されている。自社で使用する原油・石油製品の仕入価格が、最近4ヶ月の間

に「上昇している」と回答した企業の割合は90%を超え、今後とも原油・石油製品の仕入価格が

「上昇する」と見込んでいる企業の割合も、全体の94.1%にまで達している。  
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原油価格上昇による中小企業への影響調査（2007年11月調査）（中小企業庁）

図2-2-3 原材料の価格上昇が収益に与える影響

 

 

同調査によれば、収益に与える影響として、原材料の価格上昇が収益に与える影響は、35.9%

の企業が「収益を大きく圧迫している」と回答し、52.1%の企業が「収益をやや圧迫している」と回

答し、合わせると約90%になっている（図2-2-3）。 

発注先からの値下げ要求が厳しく、自立化できていない中小企業において原材料等の高騰を

価格に転嫁できないことは、利益率の低い中小企業にとって、深刻な課題である。 

2008年５月にはニューヨーク市場で、一時的に1バレル135ドルを付けた原油価格の急激な高

騰は、国民の生活を直撃するとともに、十分な価格転嫁を行うことが難しい下請事業者をはじめと

する中小企業や、漁業・農林業・運送業をはじめとする各業種に今後も引き続き深刻な影響を与

えることが予測されている。 
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図2-2-4 正規雇用者の業務別過不足感

 

 

３）雇用確保 

 中小企業の多くは、主に質的な人材不足に陥っている。2007年には、新卒者の求人倍率は1.8

を超え、中小企業にとっては、さらに採用が難しい状況になりつつある。 

景況の悪化による大企業の採用控え、「企業より仕事を重視する」といった若者の価値感の変

化などにより、中小企業にとって魅力ある人材の採用機会が訪れていたが、満足できる職場環境

が整備できない企業が多く、相変わらず人材不足という課題を抱えている。 

バブルの崩壊以降、企業のリストラにより、「正規雇用者から非正規雇用者へのシフト」が産業

界全体で進行している。この傾向は中小企業でも見られ、2007年中小企業白書によると、企業規

模が99人以下の中小企業においては、正規雇用者数が1990年に1458万人であったのが2006

年には1402万人へと56万人減少している。非正規雇用者数は、1990年の536万人から2006年

の824万人へと288万人増加し、約37%が非正規雇用となった。 

正規雇用者の業務領域ごとの充足状況は、「財務・経理」領域や「物流」領域では、不足感は

高くないが、「研究開発」や「営業」、「商品企画」領域においての不足感は高い（図2-2-4）。  

製造業では、「研究開発」及び「生産・製造」における不足感が顕著であり、企業戦略上重要と

される業務における雇用者の不足感が高まっている。 
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図2-2-5 中小企業が求める人材能力

 

 

 中小企業が求める人材の必要な能力は、「実行力」や「判断力」「リーダーシップ」などの経営能

力のほか、「知識」や「技術力」といった専門的能力も求められている（図2-2-5）。 

 また、他方では、コンプライアンスへの抵触が問題となるサービス残業、営業手当支給による残

業手当の置き換え、一般社員の管理職への格付けなどによる残業手当の不払いは全国的に問

題化しつつあり、新たな経営課題となっている。これらは、基本的に人材不足の状態であるが、雇

用を増やせない経営事情に起因するものと想定される。 
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図2-2-6 中小企業の経営課題

出典：2007年中小業白書（中小企業庁）

 

 

４）中小企業が抱える課題 

 2007年の中小企業白書において、東京商工会議所の「中小企業の直面している経営上の課

題」のアンケート結果を掲載した（図2-2-6）。  

 同調査によれば、東京都の中小企業の経営課題は、①販売価格の低下、②同業者との競争激

化、③需要の低迷など、「売上の関する経営課題」を上げている企業が多い。しかし、ニーズ変化

への対応難、従業員の確保など企業内部の課題を抱えているために、対応に苦慮している様子

が伺える。中小企業の経営課題は、様々あるが、企業にとってのマイナスの外部環境要因と、企

業の持つマイナスの内部要因が掛け合わされると経営課題として顕在化してくる。 

東京都の中小企業の経営課題は、売上に関する経営課題に対して、人的リソースが確保でき

ないことにより、ニーズ変化への対応ができていない。さらに、エネルギー・資源の高騰が、これに

追い討ちをかけている。地方でも同様な現象が強く起きていると想定される。 

こうした「売上低迷に関する経営課題」を持つ一部の企業は、他社に負けない新商品開発や、

社内の業務プロセス改善による低コストへの体質変換、顧客情報の収集・共有・活用による戦略

的な営業展開を模索している。インターネットを活用した売上の拡大や、ターゲットを明確にした

マーケティング、業務プロセスの改善を実現するためにＩTを利活用するなど、頑張っている中小

企業も多い。 



2-2．課題対応とＩＴ活用(ＩＴ利活用の状況)  
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2-2．課題対応とＩＴ活用（ＩＴ利活用の状況）
図2-2-7 ITの活用レベル

状態 導入レベル 活用レベル 高度活用レベル導入レベル 高度活用レベル

情報

情報共有 情報活用 情報創造

Operational Systems Business Intelligｅnce Predictive Analytics

プロセス
・販売管理、生産管理など

の基幹業務システム財務
会計などの支援システム

・データの有効化

視点 業務の効率化 業務改革 新たなビジネスの創出業務の効率化 業務改革 新たなビジネスの創出

・業務処理スピードの向上、
省力化

・分析、統計処理などによ
る業務実態の分析

・情報の可視化

・業務シュミレーション
などの将来予測

・最適化

・気づき、状況判断 ・方向性示唆

・ビジネスチャンスの発見

50.5%

21.3%

13.3%

13.8%

0.0%

1.2%

 

 

本調査で、中小企業が主として何を視点にIT化しているかを調査した。（問2‐6）その結果に

解説を入れて図示したものが、図2-2-7である。この図は社内業務へのIT化を段階的に表したもの

で、後述するITによる業務の革新は含まない。ITを業務プロセスに対して活用する場合と、人の動

きやふるまいを効率的にさせるために活用する場合の2通りが考えられる。この図を見ると、現状

では中小企業の50.5%は、業務の効率化に視点を置いていることがわかる。残りの企業は、業務

の効率化を達成し、情報共有や次のステージである活用レベルに到達している。中小企業の1/4

は、活用レベルにある。残念なことではあるが、現状では高度活用レベルにある企業は極めて少

ない。 

ここで表現している、情報共有、情報活用や情報創造は一般にナレッジマネジメントと云われて

いる。つまり、多くの中小企業がナレッジマネジメントに取り組んでいる様子がわかる。ナレッジマ

ネジメントは 、多くの企業が求めている「効率的組織活動」を支えるマネジメント技術となっている。  

この技術は、APQCなどによってかなり体系化されたしくみとして開発され公表されているが、多く

の中小企業ではこのような認識を持って対応はしていない。 

  

 

 

 

 



１）企業内の業務処理プロセスの効率化（今回の調査結果では、50.5%） 

一般に企業がIT化を進めようとするときに、IT化の視点は、社内業務処理プロセスの改善といっ

た、「導入レベル」から開始する。その業務対象領域は、本調査による情報化の対象業務（問2-3）

で知ることができる。 

導入レベルでは、パーケージを使っている場合が多く、その利用状況（問2-4）は、約70%の企

業が、会計システムを導入し、約50%の企業が販売管理、約30%の企業が仕入・在庫管理、製造

業の95%の企業が生産管理のシステムを導入し、業務効率化を図っている。 

IT活用の目的（問2-8）では、94%の企業がこれらの業務を通じて業務の迅速化を、80.1%がコ

スト削減、80.0%が社内の情報化、70.6%が売上の拡大、68.7%が自社の信頼性・安全性の向上、

64.5％が顧客の拡大をそれぞれ狙いとしている。 

一方、同質問の効果の程度をみると、社内情報の共有化に関しては、「十分な効果があった」。

および、「やや効果があった企業」をあわせると、89.2％、業務の迅速化に関しては86.7%の企業

が目的を達成している。 
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図2-2-8 従業員規模別のIT投資効果ごとの企業数の割合

0%

20%

40%

60%

80%

100%

企
業
数
の
割
合

10
名

以
下

11
名

～
20

名

21
名

～
50

名

51
名

～
10

0名
10

1名
～

30
0

名

30
1名

以
上

10
名

以
下

11
名

～
20

名

21
名

～
50

名
51

名
～

10
0名

10
1名

～
30

0
名

30
1名

以
上

10
名

以
下

11
名

～
20

名

21
名

～
50

名
51

名
～

10
0名

10
1名

～
30

0
名

30
1名

以
上

1
0名

以
下

11
名

～
20

名
21

名
～

50
名

51
名

～
10

0名

10
1名

～
30

0
名

30
1名

以
上

1
0名

以
下

11
名

～
20

名

21
名

～
50

名

51
名

～
10

0名
10

1名
～

30
0

名

30
1名

以
上

1
0名

以
下

11
名

～
20

名

21
名

～
50

名
51

名
～

10
0名

10
1名

～
30

0
名

30
1名

以
上

1
0名

以
下

11
名

～
20

名

21
名

～
50

名
51

名
～

10
0名

10
1名

～
30

0
名

30
1名

以
上

10
名

以
下

11
名

～
20

名
21

名
～

50
名

51
名

～
10

0名

10
1名

～
30

0
名

30
1名

以
上

1
0名

以
下

11
名

～
20

名
21

名
～

50
名

51
名

～
10

0名
10

1名
～

30
0

名

30
1名

以
上

社内情報の
共有化

顧客の拡大 新規事業の
開拓

売上の拡大 コスト削減 人員削減 業務の迅速化 Webによる
情報公開

信頼性
・安全性

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

2-2．課題対応とＩＴ活用（ＩＴ利活用の状況）

 

 

IT活用の効果を従業員の規模別にみると、情報の共有化やコスト削減、売り上げ拡大は、従業

員規模が大きいほど効果あり、従業員規模が大きいほど、IT投資の効果を享受できる。また、業

務の迅速化や、自社の信頼性、安全性に対しての効果は、従業員規模に関わらず IT活用の効果

を実感している企業数が多く、企業活動にとって社内業務改善が重要であることがわかる。逆に、

顧客の拡大、新規事業の開拓では、従業員規模が大きくなるほど、IT活用の効果を得ている企業

数は少なくなる。また、IT活用により業務の迅速化を達成している企業は多いが、それによって、

人員削減を実行した企業は多くない（図2-2-8）。 

 

２）意思決定のためのデータ分析 

一般的に、業務処理のIT化が一段落すると各種の業務プロセスを通じて情報の収集を行い、

「活用レベル」に入る。 

しかしながら、漠然と業務プロセスのIT化を推進した企業は、意思決定のためのデータ分析を

行おうとしたときに、必要な情報が入手できないケースが多く聞かれる。 

その理由は、①意思決定に必要な情報の定義がされていない。②基幹業務システムに意思決

定に必要となる情報項目が欠落している。③発案が業務処理中心で、活用方法のレベルアップ

から情報を取得する傾向が見られる。情報化活用の主な視点（問2-6）によると、業務処理によっ

て収集したデータを分析して意思決定に活用することに主軸を置いている企業は13.3%と少ない。

意志決定のためのデータ分析にITを活用している企業は未だ少なく、業務処理から収集された



データを分析に生かしていないか、手作業による分析に依存している企業が圧倒的に多い。 

 

３）情報共有～情報活用～情報創造 

情報の共有、活用、創造の一連の情報系処理プロセスを一般にはナレッジマネジメントと言う。

ナレッジマネジメントは、データから情報や知識・知恵を作り出すことがテーマである。調査結果を

見ると、情報共有の視点を置いている企業は、21.3%、情報活用が13.8%、情報創造は1.2%あり、

中小企業全体の36%強が何らかの形でこれに取り組んでいる様子がわかる。しかし、多くの企業

では、ナレッジマネジメントに取り組んでいるという意識は少ない。 

企業内の情報は、組織内で共有を図ることにより、より業務品質の向上や、意思決定に活用で

きるようになる。例えば、営業担当は、顧客情報（市場知）や、商品情報（商品知）を収集し、これを

相互に利用したり、収集した情報を整理分析して、売筋商品情報など新たな次の情報を生成す

る。 

最近では、中小製造業においても、提案書DB・規格書DB（商品に関連した一元化情報）、クレ

ームDBなど情報活用は進められており、比較的規模の大きい中小企業では一般化しつつある。

これらの企業が持つ情報を、関連会社まで公開・共有することができれば、新たな企業間連携が

実現できる。納入会社の販売動向や販売実績・生産計画がリアルタイムで把握できるようになると、

納入会社の動向に合わせた効率の良い生産計画や在庫計画が立てられるようになる。また、逆

に、当社の生産計画や在庫情報を取引先へ公開することにより、取引先顧客へのサービスの向

上が図られ、取引先との関係を強化できる。（企業間による情報共有・活用段階）収集した情報は、

社内で活用する他、関係者や取引先が活用できるようなる。情報の企業間連携は進みつつあり、

サプライチェーンは情報共有～活用を軸とした枠組みである。 

 

４）IT活用を梃子にした経営革新 

ITを活用した経営改革を行おうとする動きが経営革新事業を通して全国的に見られる。ITを活

用による経営改革は、ITを社内の業務プロセスに適用させ製品・サービスの提供方法を変えたり、

顧客の利便性を極端に高めたりして、新たな顧客を呼び込む仕組みを構築したりして業務のしく

み（ビジネスモデル）を変えようとすることであるが、一般的には顧客の利便性を高めることによる

改革効果が大きい。 

 

 

 

 



3．ITを活用した今後の中小企業経営のあり方 

3-1．IT利活用の課題 
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3．ＩＴを活用した今後の経営のあり方
3-1．ＩＴ利活用の課題

図 2-3-1 IT導入に関し、積極目的と効果の割合（問 2-8から抜粋）

図 2-3-2 現在利用しているシステムの改善・改良の推進と対応の状況、と効果の関係
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経営課題の解決にIT利活用が有効な手段であることを前節で述べたが、IT利活用といってもそ

の活用方法には様々なレベルがある。単にハードウェアの装備がIT化の指標となるのであれば、

今回の調査においても、ハードウェアの装備率としては、96%の企業が、少なくとも1台のパソコン

を導入している。（問2-1）さらに、パッケージソフトも何らかの形で使用されており、不使用と答えた

企業は8%に過ぎない。（問2-4） 

しかしながら、情報の活用または情報の創造といった利用の仕方や、生データからの分析を行

うといった高度なIT活用企業は13.8%にとどまっている。（問2-6）、このように現時点では、中小企

業のITに関する取り組み姿勢は決いとはいえない。また、IT利活用の目的として、顧客の拡大/新

規事業の開拓などへの活用を目指して導入しても、目的を達成できた企業は少ない。（図2-3-1）  

さらなる問題は、この効果が不十分とした企業が不十分となる要因を掘り下げ、積極的な対策

を講じていないことが推測される。すなわち、運用に関わる問3-2のなかの「現在利用しているシス

テムの改善・改良の推進と対応の状況」を見ると、「満足・不満足・行っていない」三者の回答とそ

の効果の結果に大きな差は見られない。（図2-3-2）これは、折角見直しても新規事業の開拓、顧

客の拡大などについての検討が十分でなかったためとみられる。 
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3-1．ＩＴ利活用の課題

・情報インターチェンジ
の基準の未整備

・適切なソリューション
の不足

すべての課題は
ユーザに集中する

導入側 社会環境提供側

図 2-3-3 IT利活用の課題
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・支援担当者の能 力
不足

・顧客の意向を無視
した会社の方針

・経営者の気づき欠如

・組織の壁

・ＩＴ活用能力の不足

・費用対効果が不鮮明

・セキュリティ問題の
蔓延

 

 

ITが十分に活用されていない要因としては、大きく導入側企業の課題と提供側の課題、或いは

ITの社会環境からなる課題の３つに類別できる。（図2-3-3）いづれの課題でもその影響を受ける

のは、導入する企業である。 

（１）導入側の課題  

 １）経営者のITへの気づきの欠如 

ITへの気づきは、結局のところ経営者のビジネスへの意欲がいかに高いかにかかってくる。

2007年の中小企業白書に見られるとおり、中小企業の経営者の経営に対する意識は現状維持

型が多数を占めている。（中規模 約40%、小規模 約60%が現状維持型）このことは、例えば、

商売のライフサイクルから本来はビジネスモデルの再構築を検討すべき時期に入っている事業も、

もうからないが食っていけるなどの理由から、なかなか再検討しないことを意味している。経営者の

姿勢が現状維持型である企業ではIT利活用は進展しない。経営者の姿勢次第では好結果につ

ながることは今回調査においても垣間見られる。例えば、投資に関する設問「問4-3 経営計画等

で明確に予算づけられ、これに基づき計画的に投資している」と回答した企業の売り上げ拡大、

顧客の拡大などについて「十分な効果があった」とする割合は、計画的でない企業より良い結果

が出ている。（図2-3-4）改善すべき目的を重点として計画的投資を行えば一層の効果が期待され

る。 
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図 2-3-4 問2-8 IT化の効果の程度と問4-3 情報化の位置づけのクロス分析
注
縦軸 の数字は 下記に
よる
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一方、経営者のITソリューションに対する理解度が大きな課題である。IT化は多くの場合、経営

者の課題解決意欲の高まり、顧客サービスの向上などをITによって解決しようとする発案から始ま

る。従って、経営者自らこれらに気づくことが大きな動機付けになる。ITソリューションを把握するた

めには、外部からの情報がすべてである。IT業界や、公的機関を中心にITセミナーが数多く開催

されているが、経営者の参加は低調で、一部に留まっている。多くの場合は、従業員や管理者が

セミナーに参加し、企業内で上申し、経営者に理解を求める行動を取っている。 
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 部門や企業の壁を越えてIT を最適
 に活用している企業の割合は、米
 国が54 ％であるのに対し、日本で
は26 ％に留まっている（経済産業
 省調査（平成19年3 月））。
 情報処理実態調査の分析による
 と、企業内でIT を最適に活用してい
 る企業（第３段階）、企業を越えてIT
 を最適に活用している企業（第４段
 階）は、部門内でIT を活用している
 企業（第２段階）よりも、企業レベル
 での全要素生産性の成長率が、そ
れぞれ3％、5 ％高くなっている。

 「ＩＴによる生産性向上の加速化に向
 けて」2007年6月産業構造審議会

図 2-3-5 IT化の進展

3-1．ＩＴ利活用の課題
（導入側の課題・・・・・組織の壁）

 

 

 ２）組織の壁 

     今回の調査でも、営業部門、総務・管理部門、生産製造部門など特定の部門にITを活用して

いると回答した企業が70%以上（問2-3）、活用の視点も、各種業務の処理、各種業務の管理・分

析を目的としているという回答が約64%を示しており（問2-6）部門内処理に集中している。このよ

うな企業では、IT化された業務間で、情報の移し変え作業が頻繁に行われている。 

このため、ITを活用してスピーディーに処理された情報も、バッチ処理や処理待ちによって効

果が打ち消されている。この傾向は、情報のIT化について特に顕著である。情報共有が行われ

ていないため、ある部門で業務活動に極めて有効な情報を掴んでいても、他部門には伝えられ

ない場合がある。部門間の壁を越えてITの組織全体最適化が実現できているのは、上場企業で

すら全体の24%、企業間の壁を超えて企業・産業横断的最適化が行われている企業は2%にす

ぎないと報告されている。（図2-3-5） 

 

    IT化による大きな効果を享受するためには組織全体最適化が求められるが、部門の壁がこれを

阻んでいるのが現状である。また、後述するように企業間取引は確実に進展しており、一挙に第４

段階に進むことを視野に入れたIT化を検討すべき時期にきている。  
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3-1．ＩＴ利活用の課題
（導入側の課題・・・・・ＩＴ活用能力の不足）

53.7

43

30.4

18.6

49

41.6

35.9

25.5

0 10 20 30 40 50 60%

保守・運用管理者

ネットワーク管理者

セキュリティ管理者

プロジェクトマネジャー

ネットワーク構築

セキュリティスキル

社内の調整能力

外部との折衝能力

要求割合(%)

ス
キ
ル

人
材

図 2-3-6 必要とするスキルと人材（問4-4をもとに作成）

 

 

３）IT活用能力の不足 

 企画・計画（導入前）段階と運用段階では、求める人的能力は異なる。企画段階の能力としては、

特に経営戦略と密接な関連づけのもとに、全社的な立場で、何を改善すべきか明確に見通せる

広い視野での課題解決能力や実現にあたっての社内外との調整能力が要求される。これらは、

CIOやプロジェクトマネージャが持つべき能力と言える。本来このCIOやプロジェクトマネージャの

持つ能力は、少なくとも機能として社内に存在しなければならないが、職位を問わずこの能力を持

つ人材がいない企業が多い。今回の調査においても、専任のIT責任者がいる企業は17%（問

4-1）程度である。また、この専任のIT責任者は必ずしもCIOやプロジェクトマネージャではない。

何故なら、この責任者の業務に企画が含まれている企業は42%でしかなく（問4-1,4-2のクロス分

析より）、これを除くと社内にCIOやプロジェクトマネージャのいる企業は多くても7%程度であること

が分かる。 

運用段階まで含めると、ITに関し必要とする人材とスキルに対する要求事項の上位４項目は次

頁の図2-3-6のとおりである。 

 

 社内調整能力と外部折衝能力は前述のとおり、CIOやプロジェクトマネージャの職務の一つであ

る。これらのスキルの要求度合い（26%～36%）に比べプロジェクトマネージャの要求度合いが低

い（約19%）ことは、プロジェクトマネージャの職務が企業に十分に認識されていないことを意味し

ている。運用段階では、ネットワーク構築とセキュリティスキルの要求が強いが、ネットワーク管理者



とセキュリティ管理者は、ほぼ同じような意味で使われている可能性が高く、何人もIT関係者を置

けない中小企業では、保守・運用は心配で、双方の能力を持った人材が求められる。なお会社に

よっては、IT担当者が他の仕事と兼業していることもあるが、少なくとも正式に辞令を出し、IT担当

を職務として周知させる必要がある。 

CIOやプロジェクトマネージャはもとより、運用段階においては、ITソリューションをしっかり理解

している人材である必要があり、誰でもよいという訳にはいかない。また、永続的に使うことが前提

であるので、短期間存在すればいいというものでもない。経営者として、ITの各活用段階に応じた

人材の必要性を認識して、その職務達成の人材確保をすべきである。  
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図 2-3-7 費用対効果評価のプロセス

経営計画

3-1．ＩＴ利活用の課題
（導入側の課題・・・・・費用対効果が不鮮明）

 

 

４）費用対効果が不鮮明  

経営にとって費用対効果は常に気になることである。費用対効果は、ある目的に対する効果の

みを測定するのか、もっと会社全体の効果を測定すべきか、何を基準に計測するかと言う議論は

あるが、これを明らかにすることは、導入企業の経営者の責任である。IT化に当たっては、企業は

自社のニーズを決め、それに合わせてソリューションを選択する権利を有しており、その結果を明

らかにすることは当然のことである。 

IT導入の効果は、IT環境の向上と、その環境向上を経営に生かして収益に結びつける2つの

側面がある。前者の責任はIT化の担当者、後者の責任は経営者にある。多くの人は、費用対効

果として考える内容について、この2つを同時に捕らえようとしている。 

IT環境の向上に関しては明確な目標は立て易く、この目標と導入効果は容易に比較できる。一

方経営に関しては、一般的には、経営計画の達成度合いが評価される。この達成には、多くの要

素が絡み合いITによる効果を特定しにくい。しかし、経営計画の実現のためにIT活用が必要とな

り、それに従ってIT投資が行われるのであれば、経営計画の実現を持って、経営サイドからみた

費用対効果の評価ができる。（図2-3-7） 

図 2-3-7 費用対効果評価のプロセス 

このIT環境の向上と経営活動の成果を一つの公式で評価しようとすると無理が生じる。  

特にパッケージの場合、導入側のニーズと提供側のソリューションの間に機能的なギャップがある

ことが多く、このギャップに気がつかず、または妥協してシステムを導入することが結果的に経営



計画からの要請とかけ離れ、費用対効果をあいまいにしている。 

IT未導入の中小企業の約60%は、その理由を費用対効果が明確でないことをあげており、経

済的余裕がないという理由の約30%を引き離している。既にIT利活用をしている企業では、費用

対効果に大いに課題があると答えた企業は約50%で、課題がないと回答した企業は数%にすぎ

ないことが報告されている（中小企業のIT化の現状と課題及び対応の方向性について 平成19

年6月 経済産業省）。 

ITを導入したときには、ITのスペック等で示される効果は得られる。しかし、IT導入後の経営に

対する効果は、経営陣の責任であることを銘記したい。このためにも、PDCAのサイクルをきちんと

整備することが重要である。今回の調査でも、ITサービス基準を管理していない企業は82.5%、モ

ニタリング（ITを活用した業務活動成果の監視活動）がほとんど行われていない企業が92%もあり、

ソリューションに対するチェック機能が働いていない。（問3-4,3-5）一方、システム提供業者に対し

満足との答えが約10%（問3-7）ということは、提供側のソリューションと導入側のニーズとの間を埋

めきれないことを示している。また、IT化の効果には、経済効果と数字で示せない非経済効果が

あることも留意する必要がある。 

IT投資を設備投資としてみるならば、費用対効果がはっきり見えないということが経営者をIT不

審に陥らせていることは否めない。  
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3-1．ＩＴ利活用の課題 （提供側の課題）

業種・業態に対応したソフトウエアが少ない

ソリューションが高価である

電子商取引基準を統一してる業界は少ない

セキュリティ問題の蔓延

支援担当者の能力の不足

 

 

（２）提供側または社会のIT環境の課題 

１）業種・業態に応じたソフトウエアソリューションが少ない 

規模/状況に応じたソフトウエアソリューションは決して多くない。一例として、全温度の食品加工

業者が、ソフトウエアを入れ替える際に、温度別の在庫管理ができないソフトウエアを導入せざる

を得なかったという事例があるが、これは如何にニーズにマッチしたソフトウエアが少ないかを示し

ている。このような機能不足に加えて、市場に出ている多くのパッケージソフトは業務処理が主目

的であり、分析、解析などのBI機能（Business Intelligence）は不十分であったり、なかったりする

場合が多い。中小企業の場合は、その売り上げ規模から、ほとんどの企業がパッケージソフトに依

存しており（問2-4）、そのソフトウエアに上記機能が具備されていないと独自に開発するには経済

的負担が大きすぎるため、システム化から外れる場合が多い。また、導入側の目的となる指標

（KPI）が不明確にしたままシステムを提供するケースも見られるが、提供側は導入側と協働して、

KPIを明確にし、これに応じた安価で良質なソフトウエアの提供を検討すべきである。 

２）電子商取引の基準を統一している業界が少ない 

一部の業界では、電子商取引の活用は古くから進められているが、何も対応していない業界も

まだまだある。EDIについては無い業界が多い。多くの量販店で受発注に使われているEOSでも、

複数のEOSに対応しようとすると、取引先の数だけルールが出来てしまうのが実態である。最近で

は、インターネット接続が多くを占めるようになり、その中ではWebEDIが主流となっている。 

 



WebEDIは発注者側がシステムを構築し、受注者側はそのシステムと接続する形態をとることが

多いため、受注者側はWebブラウザがあれば利用できるという利点がある。ただし、下記の課題が

残っている。(2007年 ECOMの報告より抜粋)  

データ項目が各種業界の標準に合っていても、画面は発注者ごとに異なるので、発注者の数

だけ画面を準備しなければならないし、操作も異なる。 

受注者側に受注システムがあったとしても、インターフェースが異なるので、受注画面から自社

システムへ手入力を必要とする。 

本来EDIシステムであれば、ペーパレスの筈であるが注文書、納品書などを印刷して利用して

いることも多い。 

発注者ごとに使用料を必要とすることがあり、運用費が高くなる。 

受発注情報以外に技術仕様書などが別にあり、整合性が取れていないことがある。 

セキュリティ対策が十分に対応できていないことが多い。 

経済産業省は平成18年度からの流通システム標準化事業を3カ年の予定で実行しており、業

種・業態を超えた標準の普及を進めているが、広く普及するにはもう少し時間がかかりそうである。 

３）ソリューションが高価 

商店など小規模企業ではITを利用していない企業が30%も占めており、会計システムの導入な

ども10%にも達していない状況である。また、大企業では売り上げに対するIT化投資の割合が5%

以下であるのに対して中小企業では10%を超える水準で推移していることも指摘されており（ITに

よる生産性向上の加速化に向けて 平成19年6月 経済産業省）、IT投資への経済的負担が大き

い。これらのことから、小規模企業でのビジネスへのIT利用は著しく遅れていることが報告されて

いる。（中小企業のIT化の現状と課題及び対応の方向性について 平成19年6月 経済産業省） 

経済産業省が小規模企業への普及を狙って推進しているASP あるいはSaaS、はこの一つの解

であるが、各企業が持っているプロセスとどのようにマッチさせるかということや利用者が利用料の

安さだけで合理的に割り切れるか、などの課題が予想される。また、認知度をいかに高めるかも課

題であろう。今回の調査でも、SaaSは85%、ASPは71%の企業が「知らない」と答えている。（問

3-1）特に、10名以下の企業の場合、SaaSは93%、ASPは82%の企業が「知らない」と答えている。

（問3-1と問1(3)のクロス分析より） 
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3-1．ＩＴ利活用の課題 （社会のＩＴ環境の課題）

 事故前提社会と企業対応

 　・情報技術（IT) を使うと情報に関するインシデント
 　　（不具合）の発生の可能性増加

 　・１００％安全は実現不可能

 　・情報の事故が起きることを想定した対策

 　　　情報システム（IT ）に対する対策

 　　　人に対する対策

 　　　事故発生時の影響を小さくする対策

 情報セキュリティ・個人情報保護入門　平成19年3月
 財団法人 全国中小企業情報化促進センター

図 2-3-８ 事故を前提としたセキュリティ対策

 

 

４）セキュリティの確保図 2-3-8 事故を前提としたセキュリティ対策                                             

インターネットなどのITの普及とともに急速にセキュリティの確保や個人情報の保護などの重要

性が増大している。セキュリティの確保は単にウィルスや不正アクセス対策など技術面にとどまら

ず、人の動き含めた総合的対策が必要である。（図2-3-8）今回調査において、不正アクセス防止、

ウィルス対応策など、ITに対する技術的対策のない企業は、それぞれ約24%、12%と比較的少な

かったが、データ漏えい予防策のような人に対する対策のない企業は約50%あり、（問3-6）この面

の対策に遅れが見える。しかしながら、マスメディアなどで、機密漏えいが盛んに取り上げられて

いることもあり、今回調査においてもセキュリティ管理者が必要と答えた企業は30%、セキュリティ

スキルが必要と答えた企業は40%あり（問4-4）、セキュリティに対する認識はかなり高まっている。 

  

 

 



 

NIC

3-1．ＩＴ利活用の課題 （社会のＩＴ環境の課題）

クロス集計 問2-7×問3-6
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発生させない仕組みがある 発生した時の対応策がある

修復の段取りがある 仕組み、対応策、段取りはない

 

 

なかでも、IT化投資の多い企業ほど予防策にも注力している傾向が確認できる。例えば、「外

部からの不正アクセス予防策について」見ると、年間IT化投資額が50万円未満（ほとんどITの運

用費と思われる）の企業のうち30%以上はセキュリティ対策を持っていないが、100万円以上の企

業で対策のない企業は10%にすぎない。（図2-3-9）セキュリティ対策は経営にとって負の投資と

取られがちであるが、万一セキュリティに問題ありとされた企業は社会的信用失墜につながり、大

きなペナルティを払わされることになる。したがって、提供側のソリューションにもこのセキュリティ対

策が盛り込まれる必要があるし、正しいセキュリティ対策を推奨することは社会的責任でもある。 

なお、セキュリティと同様なレベルにあるのが個人情報保護である。ITツール（ノートパソコン、可

搬型メモリーなど）を持ち出したために本来機密に属する情報が外部に漏れてしまったといった事

故が数多く報告されている。犯罪に繋がる事故を防ぐことは各企業の責任のもとで遂行する必要

がある。 

５）支援担当者の能力 

上記課題に対する支援策は種々立てられているので（中小企業のIT化の現状と課題及び対応

の方向性について 平成19年6月 経済産業省）、ここでは最初に指摘した経営者のモチベーシ

ョンの向上のための支援策に触れておきたい。IT化が経営改革の一環にあるということはこれを支

援する立場の人も単に経営やITに対しての知識があるだけでは務まらず、経営に対しては改革の

エキスパートであることが要求される。アンケート結果を見ると、情報活用方法のレベルアップ 

39.7%（問4-6）、自社の業務に合った情報化によるビジネス展開へのノウハウ紹介や支援 



37.6%（問4-8）などはこの面のニーズの高さを示している。支援機関は、支援する企業の経営課

題を的確に捉え、肩書き等に囚われず広い視野から支援できる創造性の高い人材を確保、提供

する必要がある。  
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3-2．ＩＴ利活用の効果

資料：平成18年版 科学技術白書 文部科学省

図 2-3-10 GDP成長率の要因分解

 

 

日本経済が、人口減を克服し成長を実現するには、資本や労働の成長だけでなく、全要素生

産性(TFP＝Total Factor Productivity)の上昇をどう達成するかがカギを握るといわれている。す

なわち、ここ数年のGDPの成長率の要因をみるとその多くがTFPに依存している（図2-3-10）。IT

投資は労働生産性向上に寄与するためTFPを増加させる。特に、組織の壁を越えて第3,4段階に

進むにつれてTFPが増加することも報告されている（前節 図2-3-5 IT化の進展参照）。各企業

のTFPが増加することは我が国全体のGDP成長率に寄与できる。 
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3-2．ＩＴ利活用の効果

目的として
いない

十分効果
があった

やや効果
があった

あまり効果
がなかった

全く効果が
なかった 無回答 回答数

売上拡大 82 14 94 64 6 13 273

割合(%) 30.1 5.1 34.4 23.4 2.2 4.7 100

コスト削減 48 25 114 71 9 6 273

17.6 9.2 41.8 26.1 3.3 2.2 100

人員削減 97 11 64 79 10 13 273

35.5 4.1 23.4 28.9 3.7 4.8 100

問2-8より各種業務の処理／各種業務の管理・分析項目を抽出

割合(%)

割合(%)

図 2-3-11 業務処理が売上・利益に寄与する効果

 

 

さて、IT利活用に当たっては種々の課題があることを述べてきたが、ITが経営改革に大きく寄

与することは疑いない。問題は使い方であり、本当に効用のあるところにITを利活用できるかであ

る。ITを業務改善の道具のみと考えると、売上げや利益に対する効果はあまり期待できない。（図

2-3-11）もともと、目的としないと回答した企業もあるが、多くの企業は当然のことながら効果を期

待しており、そのうち各期待項目とも、十分効果があった、と回答した企業は全体の10%以下にす

ぎなかった。 

従って、ITはもっと高度な情報処理の武器とする、或いは「自分のため」でなく「顧客のため」に

使うといった発想の転換をしないと真の意味での積極的なIT活用は実現しない。 
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3-2．ＩＴ利活用の効果 （１）高度な情報処理

データ
テキスト

 情報の可視化

 概念情報の抽出

テキストマイニング  有用な相関関係

データマイニング

　基本機能
クラスタリング
分類
 テキスト分析
検索

　基本機能
クラスタリング
 クラス判別
相関分析
 時系列パターン
分析

販売管理
生産管理
財務会計
人事給与
 仕入れ・在庫
グループウェア
e-mail  SFAなど
 プロセス処理シ
ステム

 生データ
 文章データ

図 2-3-12 データマイニング・テキストマイニングの概念

 

 

（１）高度な情報処理 

 プロセス系の代表的なものはBI（Business Intelligence）と言われているもので、この最大の効

果は経営者の意思決定に必要な情報が提供されることである。さまざまな局面で使用されるが、

種々の業務プロセス処理システムからの膨大なデータを、蓄積・分析・加工して、意思決定に活用

しようとするものである。データマイニングと言われ、クラスタリング、時系列分析、相関分析による

需要動向分析や顧客分析を行うことにより(図2-3-12)、新たな取引やニーズを発見できる。顧客

ニーズは売れた情報より品切れ情報の方が役立つことがあるが（品切れ情報を見ながら仕入の改

善を行うなど）、このような分析結果は可視化(数量化)することにより定量的に把握できる。 
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3-2．ＩＴ利活用の効果 （２）情報の共有化

社内情報の共有化と効果

27.0% 44.4% 8.1% 0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分な効果があった やや効果があった

あまり効果
がなかった

全く効果が
なかった

単純集計 問2-8

問2-8の①社内情報の共有化（コミュニケーション）のみを表示

 

 

（２）情報共有 

 企業の目標が利益の確保であり、そのために売り上げの拡大やコスト低減を図るのは当然のこと

である。冒頭でIT投資は労働生産性を向上させTFPを押し上げると述べたが、IT投資は組織の生

産性の効率化にも力を発揮する。意思決定の迅速化のためには、決定権の委譲が効果的である

が、ITを活用した情報共有システムを構築することにより実現できる。 

IT活用の目的として80%の企業が情報共有化をあげており、そのうち、十分な効果があったとし

た企業は約27.0%、やや効果があったとした企業は44.4%（問2-8）であり、この数値を見る限り情

報共有環境はかなり進んでいるように見えるが、さらに進めて、情報活用段階を目指す必要があ

る。例えば、営業のツールとしてSFA(Sales Force Automation)が使われているが、SFAを導入

することにより情報共有ができたと満足せず、SFAから入手されたデータを自社に合わせて分析・

加工（クラスタリング、分類など）して意思決定データを創成することが重要である。先ほどの「図

2-3-12」の中のテキストマイニングがこれにあたる。 

Webを情報共有環境とすることもすぐれた方法であるが、これらも含めてドキュメントマネージメ

ントシステムが重要になってくる。最近ではロボット型検索エンジンも優れたものが出来てきたので

活用したい。 
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3-2．ＩＴ利活用の効果 （３）企業間取引の促進

 

 取引構造の
 メッシュ化

 過去１０年間で、企業の仕入先、販売先数は
 増加傾向。一方で、大口取引先との取引額
 シェアは減少。取引関係の「メッシュ化」が進
 展している。
 仕入先、販売先数増加の背景にあるメリット
 としては、売上高の増大、必要となる仕入の
 確保、リスク分散、有利な取引条件を提示す
 る企業の選別などがある。（中小企業白書）  販売先を増加させた企業の売上高の変化

 ～販売先の増加と情報の緊密化の両立は、
 売上高の増加に貢献する～（中小企業白書）

図 2-3-13 メッシュ化のイメージ 図 2-3-14 売上高と情報量の関係

 

 

（３）企業間取引の促進 

企業間取引はメッシュ化が進展しており、この環境のもとで情報のやりとりを増加させた企業が

売り上げも増加させることが報告されている。（図2-3-13,2-3-14） 

メッシュ化に伴い、電子商取引は増加する。EDI化も進展することが予想される。「IT化の進展」

で述べた第4段階を先取りしたIT活用により他社との差別化を図るチャンスである。 

また、インターネット上でネットワークを介して企業間取引を進めるサイトも数多く見られる。例え

ば、全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト（ザ・ビジネスモール）は、「全国30

万件の企業情報データベースを検索し、取引先を探せます。会員企業であれば、商品やサービ

スのPR、商談案件による商談相手先探しができます。」とアピールしている。これは、ほんの一例

であり、業種に特化したサイト、地域に密着したサイトなどもあり、極めて効果的なITの利活用とい

うことができる。 
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3-2．ＩＴ利活用の効果 （３）企業間取引の促進

図 2-3-15 ネットワーク環境と業種（問2-2と問1のクロス分析より）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

社内外
イントラネット

企業間
ネットワーク

割合

建設業
製造業
卸売業
小売業
サービス業
その他

 

 

今回の調査では、この企業間取引に相当する項目として企業間ネットワークの項目があるが、こ

の環境を持っている業種は、製造業が全体の45.7%であることを勘案しても、製造業が76.7%と

多くを占めており(図2-3-15 問2-2と問1よりクロス分析)、発注者対受注者の関係が出ていると思

われ、自立化が進まず、真の意味の企業間取引とはなっていないと推察される。企業間取引のネ

ットワーク環境としては、社内外イントラネット（今回調査では全体の20% 問2-2）が今後増えると

予想される。  
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3-2．ＩＴ利活用の効果 （４）顧客利便性の向上
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の活用

現場と本社
の同時把握

＜顧客へのリアルタイム情報の提供による信頼獲得＞

 

 

（４）顧客利便性の向上 

インターネットの ブロードバンド化が常識となり、安価なディジタルカメラが入手しやすくなったな

どの状況もありこれらを有効に活用した事例も数多く見られるようになった。 

今回の調査ではWeb開設の目的として、社外への広報と答えた企業が約半数であった。(問

2-5)これも有効であるが、チョットした工夫で単なる宣伝から一歩進めて顧客や取引先へのサービ

ス向上に繋げることができる。 

ある自動車修理工場では、お客様から預かった車の現在の作業の進捗を、お客様から見られ

るようにしたところ、家からでも会社からでもほんのちょっとした手間で確認できると大喜びされたと

のことである。さらに、遠隔地のお客様には写真付きで進捗状況を見せるサービスも開始すること

により大きな信用を得られたとのことである。 

また、ある建設会社でも、建設現場の進捗状況の迅速な把握をWeb カメラにより施主が観察

できる仕組みを構築したところ、結果的に協力会社やサプライヤーはこれを見て、現場の進捗状

況から必要とする機材と人員を予め準備できるため、機材や人員の効率化が可能となり非常に喜

ばれているとのことである。 

このほか、ネット上で注文と同時に納期・価格を返答できる仕組を作成するなど多くの事例がみ

られるようになった。このような事例は前節--ITを梃子にした経営革新--でも数多く述べられている

ので参照頂きたい。 
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アンテナショップ
「ラ・ピッツェリア」

出資新会社 ㈱ガンジョーネ

改革を希望する業務店
新規開店希望者

ピザの研修施設

増田煉瓦
（築炉施工）

長岡製作所
（厨房板金）

藤村製作所
（厨房ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ製造）

北山厨房ｶﾞｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ

4社による協業

ＨＰによる発信

ノウハウの提供

http://www.pizzaoven.jp/

＜ピザ釜の施工販売を目指して新業態を立ち上げ＞

3-2．ＩＴ利活用の効果 （５）業務の拡大
新業態の開拓

 

 

（５）業務の拡大、新業態の開拓 

ITを活用することにより業務の拡大や新業態の開拓などのビジネスを創出できる。Web2.0と総

称されているテクニックの活用である。これまで情報の受け手であったユーザーが情報の発信者

へとシフトし、ユーザー参加型のビジネスモデルが広まってきている。Google、Yahooといった大

量のIDを所有する企業がメーカー、マーケティングや消費者との関係を結び付ける役割を担って

いる。これらサービスに必要なビジネスブログを簡単に構築できるサービスなどもネット上で取れる

ようになってきた。このビジネスブログ活用事例が総務省より公表されている。（ビジネスブログ及

びビジネスＳＮＳの活用事例 平成17年12月 総務省）本事例には10人以下の企業も含まれて

おり参考になる。 

ロングテールもこのWeb2.0の一環である。ロングテールとは、「ネット販売において、ほとんど売

れないニッチ 商品の販売額の合計がベストセラー商品の販売額合計を上回るようになる現象のこ

と（富士通総研）というのが本来の意味であろうが、マスメディアによる広告が効果ない商品（例え

ば、地域の飲食店、不動産など）をWeb2.0の中の仕組みを利用することにより（インターネットを

利用することにより）地域に密着した販売を可能とするやり方もロングテールの中に含めている。 

Web2.0は必ずしも消費者に直接働きかけなくともよい。BtoBの使い方として例えば、会社の広

報の一環としてブログを活用し、社長の考え方や職場の環境を伝えることにより取引先としての信

頼感を持ってもらうといった使い方もできる。従来のホームページのイメージがどちらかといえば会

社宣伝の一方通行であるのに比べ、自社のイメージを双方向的に伝えようとすることよりビジネス



チャンスが広がってくる。 
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経営者自身
が担当

CIOを設置

情報（データ）管理方法の取り決めの有無

44.3

83.3
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36.8

40.3
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経営者自身が担当

ＣＩＯ（情報担当役員）を設置
ＩＴ部門や
情報システム部門の責任者

担当業務の部門長

いない

その他

あり なし

情報化を目的とするシステム構築にあたっての取り決めの有無

29.6

83.3

48.5

37.7

9.3

35.7

70.4

16.7

51.5

62.3

64.3

90.7

経営者自身が担当

ＣＩＯ（情報担当役員）を設置
ＩＴ部門や
情報システム部門の責任者

担当業務の部門長

いない

その他

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

あり なし

3-2．ＩＴ利活用の効果

図2-13-16 ＩＴ化の責任者（問4-1）とＩＴ化への取り組み状況（問3-2）のクロス分析

 

 

IT利活用の様々なケースを見てきたが、いずれも広い視野を持ったCIO機能の必要性を示唆

している。経営者が兼務すれば良いのではと思われがちであるが、程度の差があるにせよITに関

する技術的知識も必要になる。今回調査でも、少し次元が異なるが、IT化への取り組み状況（問

3-2）とIT化の責任者が誰であるかの設問（問4-1）のクロス分析を、データ管理取り決めの有無・シ

ステム構築の取り決めの有無などIT化について重要な観点に関して行った。専任のCIOがいる企

業は整備できている反面、経営者がCIOを兼務している企業では十分な機能を発揮していない

傾向がみられる。（図 2-3-16） 

IT利活用は、中小企業の今後の経営を大きく変革可能性を持っている。このためにも、専任の

CIOを設けることが無理だとしたら、その場合は、経営者自らCIOの機能を高めていく必要がある。 

 

 



4-1．IT 化成功の要因 
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4．更なるIT化の促進に向けて
4-1．IT化成功の要因

戦略的経営活動

正しいIT知識

IT企画

経営者のリーダーシップ

社内の推進体制

外部の協力

検証・評価

成功要因
社員 外部協力者経営者

○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

△

△

○

ＩＴ化に参加する人

図 2-4-1 成功要因と参加者

 

 

 先に発表された、｢中小企業のIT化推進のための総合的な取り組み｣（経済産業省 平成19年6

月4日）では、IT化の課題として、①IT戦略の不足、②資金の不足、③人材の不足、④外部環境

への対応を挙げている。抽象的ではあるが、全体を捉えた場合には、この4点に集約されると思わ

れる。ここでは、I T化の実現プロセスに沿って、アンケート調査及び事例調査結果を参照しながら

IT活用の成功要因を考えてみたい。 

 IT化の実現プロセスは、前提として経営戦略が確立されていることが重要である。経営戦略立案

の際に、その戦略の実現がIT活用に依存するものであれば、戦略実現のための効果的なIT活用

方法を十分に検討する必要がある。その検討の際には、IT動向などITの活用環境が把握できて

いるかが重要である。例えばアンケート結果（問3-1）を見ると、Webや業務システム支援、事務処

理システム支援などの外部サービスについての認識度は8割程度あるが、EDI、ASP、SaaSなど

比較的新しい潮流については、大多数の企業では認識がない。 

 IT支援を通じて訪問した企業でも、正しいITの認識を持っている経営者は少なかった。次に重

要なことは、IT企画の内容である。企画のポイントは、経営課題を解決のためにITの効用をどのよ

うに活用するかである。 

今回の調査でもIT企画(計画)を立てていない企業が、全体の68.2%（問3-3のレべル0と1）を占

めている。 

 次に、経営者のリーダーシップであるが、本調査での経営者自らが情報化の責任者になってい

る比率（問4-1）は、27.2%に留まっている。このことは、大多数の中小企業では、経営者が機能的



に情報化に関与していないことを示している。 

 社内の推進体制については、本調査ではそのものを問う設問を設けなかったが、関連質問とし

て問4-1で、情報化担当の責任者がいない又は、担当業務の責任者である場合が合わせて

52.3%であり、過半数がITの専門的な知識や経験を持っていないことが推察できる。 

 外部の協力なくしてIT化をできる中小企業は稀であり、少なくてもIT資源の調達段階では、外部

の協力を得て導入するケースがほとんどである。その際のベンダーやシステムハウスの能力は成

否に大きく影響する。さらに、外部協力先として考えられるのは、計画段階における支援センター

やコンサルタントの役割であるが、支援センターの利用率（問3-7）は、19.6%となっている。企画、

導入、運用などIT化の各フェーズでのコンサルタントの活用状況は調査していないが、それぞれ

有用であると考えられる。 

 導入後の、検証・評価はIT化の運用に向けて必須であり省略することはできない。計画と導入さ

れた実際のシステムを比較した場合に、気づかなかった問題点が導入後に露呈する場合が多い。

また、システム上の不都合も多く見られるのが実際である。このようにして把握された問題点を漏

れなく検討し解決をしていくことが重要である。  
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クロス集計 問3-2（2）×問4-3

77.8

49.6

23.0

5.6

22.2

50.4

77.0

94.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

経営計画等で明確に予算づけられ 、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

あり なし

4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-2 情報化の取り決めと情報化プランの立案

 

 

（１）経営戦略とIT化企画 

 以前の当センターの調査（中小企業情報化対策事業 平成17年3月）によると、中小企業の経

営戦略の立案の比率は、90%を超えている結果が得られているが企業によって程度の差があり、

積極的な計画を持っている企業は、25%で4社に1社という状況である。今回の調査でも「経営計

画で明確に予算づけられ、これに基づき計画的に投資している」企業は、全体の6.5%にとどまる

（問4-3）。中小企業の実態をみると、経営計画は売上中心に留まり、過去の売上実績に一定の伸

び率を掛けて作成しているケースが圧倒的に多い。さらに、経営計画を立案しても、業務別の実

行計画書を持っていないことが多い。そのため経営計画書にIT化計画が十分に反映されていな

いのが現状である。IT化の予算を明確に定めていない企業は、全体の89.3%となっている(問

4-3)。 

｢情報化の取り決め｣は、経営計画等で明確に予算化している企業の77.8%で用意され、てい

る。これでわかるように、予算化している企業は、行動が計画的であり、準備が十分にされているこ

とがわかる。 

 

 

 



 

NIC

業務目標

教育計画

成功要因

ＩＴ化計画

IT費用

IT一時支出

一般職

管理職

役員
成

果

目

標

・スパイラル型の中期計画（ローリングプラン）
を立て、毎年見直す

・取得費用は 、減価償却費として費用化する

年度 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

ＩＴ化のマスタプランをつくる
業務処理方法の全社的
見直し
文書管理方式の見直し

ＰＣ10台の増設
情報共有のためのサーバー
設置

改善計画の内容を理解し、
経営計画に合致している
ことを確認

業務処理方法の改善策を
提案することができる
職場単位に改善意欲の
高揚をはかる

改善提案を発信できる
ｏｆｆｉｃｅを使いこなせる

ＢＰＲに関する技法教育
を実施
表計算ソフトの教育を実施

社内文書の選別
ＢＰＲの理解

画面から商品にかかる
情報をすべて入手できる

データを使って
シュミレーションできる

製品の原価情報を任意
に把握し、意志決定が
できる

パソコンを使ってデータ
ベースから目的別に
データを取り出して、
業務報告ができる

予算・原価管理のしくみを
理解し、コスト意識を持って
業務を遂行できる

4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画 図２－４－３ 簡単なIT化計画表の例

 

 

 今日のように、経営計画の実現にITの活用が半ば必須となっていると、ITにかかる出費は、もは

や投資ではなく、通信費のような運用に欠かせない費用と考えるべきである。そのためには、他の

経費と同様に、予算計画に反映される必要がある。ITの寿命を考えると4～5年で回遊する経費で

あるといえる。 

 IT化計画を成功させるためには、適切に立てられた経営計画に、IT化によって実現される計画

の範囲を明確に反映させる必要がある。さらに計画を間違いなく実現させるためには、活用は

PDCAのマネジメントサイクルによって支えられる必要がある。図2-4-3は、IT化プランを簡単に表

したものである。この表を作成する際には、全体を中期経営計画の期間に合わせて年度を設定す

る。以降は、経過した年度を総括して落として行き、新たに年度を加えるいわば毎年スパイラル型

に展開していく。表中の「業務目標」は経営計画に上がっている目標にリンクしている。「IT化計

画」にはソリューションの導入計画を記入する。（ソリューション：ITそのものを意味し、具体的には

ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、データベースなどを指す）「成果目標」には、社内の該

当する各職位がIT活用によって行動がどのように変化するかを具体的に表す。「教育計画」はそ

れらの成果を支えるためにソリューションの導入のために行なうべき教育の内容を示す。「IT費用」

はITを運用するために必要となる人件費を初めとしたすべての経費の合計を示す。これは必ずし

も金額である必要はなく、売上に対する比率であっても良い。「IT一時支出」は、ソリューションを

取得するためにその年度に一時的に支出する金額を示し、資金繰り上での支出を示すものであ

って、投資を意味するものではない。ITにかかる費用は、すべて各年度に「IT費用」として割り付け



られており、売上げから回収するような考え方に立っている。この計画と、例えば、各担当者（この

表の中の一般職、管理職）の個人目標管理とリンクしていると、計画は更に裏打ちされるようにな

る。「成功要因」には、計画実現の為に必ず達成されなければいけない事項を集約して記入する。

計画達成のためには必ずクリアーしなければいけない事項である。  

 この計画表を作成する際に重要となることは、「経営課題克服のためにITを活用する」という発案

が経営者の脳裏に描かれることである。このためには、経営者は、自社の業務計画にかかる想い

の他に、ITの環境を正確に把握することである。仮に、最初の発案が担当者であっても、そのプラ

ンを公正に評価できる知識と能力が必須となる。IT化で成功した多くの経営者の行動を見ると、情

報の取得は取引関連業者の動き、出入りするIT業者の話し、外部セミナーへの参加などが中心

になっている。中小企業の中には、この情報を得るためにコンサルタントを雇っている企業もある。

本調査でも「自社の業務を情報化する際に活用した外部機関」として、システムハウス（51%）、ベ

ンダー（44.1%）、システムインテグレーター（21.9%）、公的な機関や支援センター（19.6%）の順

に回答が出ているが、満足度を見ると、やや満足を含めた満足は半数以下でそれほど高いもので

はない。今まで報告された優良案件を見ると、そのほとんどが経営者の独創に富んだアイディア

にもとづくものであり、経営戦略に見られる「信念の追求」の成果であると思われる。 

 

 



 

NIC

図 2-4-4 情報化目的（業務の迅速化）と情報化の位置づけ

4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

クロス集計 問4-3 ×問2-8⑦

40.0

27.4

29.7

22.2

48.0

58.4

58 .1

44.4

12.0

14.2

11.0

33.3

1.2

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

（96.2）

（99.1）

（96.5）

（52.9）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

経営計画等で明確に予算づけられ、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜業務の迅速化＞

 

 

 これらの案件に共通したものが見られる。それは、従来の社内の情報化から顧客利便性の追求

であったり、新サービス提供の創出であったり、顧客の時間節約など「顧客」に焦点に合わせてIT

活用を計画していることである。これは、経済産業省のIT活用型経営革新モデル事業や中小企

業戦略的IT化促進事業でも見られた。ここで大事なことは、IT環境を正確に読み取ることであり、

それは、技術的な安定性と経済性に基づく実現可能性をもとに、受益者（ここでは主として顧客）

の利便性を読み取ることである。IT環境の評価は、過大であっても、過小であってもいけない。過

大に評価すると経済的な失敗につながり、過小に評価すると戦略の遅れを来たす可能性がある。 

 

 



 

NIC

4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ①

48.0

38.5

30.3

0.0

52.0

52.9

56.9

80.0

8.7

12.3 0.5

20.0

（96.2）

（92.0）

（77.7）

（35 .7）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

図 2-4-5 情報化目的（社内情報の共有化）と情報化の位置づけ

経営計画等で明確に予算づけられ 、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜社内情報の共有化＞
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4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-6 情報化目的（コスト削減）と情報化の位置づけ

クロス集計 問4-3×問2-8 ⑤

16.7

10.8

8.2

33.3

50.0

54.9

45.4

22.2

29.2

32.4

40.8

33.3

4.2

2.0

5.6

11.1

（92.3）

（89.5）

（78.4）

（56.3）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

経営計画等で明確に予算づけられ、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜コスト削減＞
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4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-7 情報化目的（自社の信頼性・安全性の向上）と情報化の位置づけ

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ⑨

22.7

13 .1

8.3

59.1

61.9

56.8

50.0

18.2

23.8

32.5

33.3

1.2

2.4

16.7

（75.0）

（67.9）

（37.5）

（84.6）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

経営計画等で明確に予算づけられ、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

＜信頼性・安全性の向上＞

 

 

NIC

4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-8 情報化目的（人員削減）と情報化の位置づけ

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ⑥

11.1

4.9

4.7

33.3

40.2

32.7

50.0

52.4

50 .0

83.3

5.6

2.4

12.7

16.7

（72.0）

（72.6）

（60 .7）

（37.5）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

経営計画等で明確に予算づけられ 、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜人員削減＞
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4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-9 情報化目的（売上の拡大）と情報化の位置づけ

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ④

33.3

9.1

4.6

12.5

38.1

59.1

50.9

25.0

28.6

29.5

41.1

37.5

2.3

3.4

25.0

経営計画等で明確に予算づけられ 、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜売上の拡大＞

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

(80.8)

(77.2)

(70.6)

(50.0)
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4-1．IT化成功の要因
（１）経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-10 情報化目的（顧客の拡大）と情報化の位置づけ

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ②

21.1

7.2

9.9

16.7

36.8

55.4

53.4

33.3

36.8

34.9

31.1

33.3

5.3

2.4

5.6

16.7

（73.1）

（72.2）

（64.7）

（37.2）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

経営計画等で明確に予算づけられ、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜顧客の拡大＞
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4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ③

11.8

5.7

8.8

20.0

41.2

45.7

36.0

20 .0

41.2

42.9

45 .6

20.0

5.9

5.7

9.6

40.0

（68.0）

（60.9）

（54.4）

（31.3）

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

経営計画等で明確に予算づけられ、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

＜新規事業の拡大＞

図 2-4-11 情報化目的（新規事業の拡大）と情報化の位置づけ
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4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

図 2-4-12 情報化目的（Webサイトを通じた情報公開

クロス集計 問4-3 ×問2-8 ⑧

31.3

17.4

12.6

43.8

44.9

48.8

50.0

25.0

36.2

34.6

25.0

1.4

3.9

25.0

経営計画等で明確に予算づけられ、
これに基づき計画的に投資している

明確な予算づけはしていないが、社内会議や
役員会等での決定によって、適宜投資している

計画的ではないものの、社内外の状況を
判断して、適宜投資している

その他

十分な効果があった やや効果があった あまり効果がなかった 全く効果がなかった

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

(66.7)

（66.3)）

(52.5)

(26.7)

( )内数値と折れ線は情報化目的とした比率

＜Webサイトを通じた
情報公開＞
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4-1．IT化成功の要因
（１） 経営戦略とＩＴ化企画

事業戦略 ＩＴ（情報技術）

ビジネスサイクルとのリンク

顧客サービスの向上

顧客との協働

 

 

 IT化企画は経営戦略に基づいて計画されるべきであることは周知のことであるが、調査結果をク

ロス分析すると明らかな傾向を見ることができる。それは、IT化の目的を社内向けと｢売上の拡大｣、

｢顧客の拡大｣など社外向けに大別してみると、｢社内情報の共有化｣、｢業務の迅速化｣、｢自社の

信頼性・安全性の向上｣など社内向けについては比較的効果は高く、経営計画に基づいて投資

を行っている企業がより顕著に効果が高くなっている。一方、｢売上の拡大｣など社外向けは、全

般に社内向けに比べると効果は高くないが、経営計画に基づいて投資を行った企業の効果は高

くなっている。｢顧客の拡大｣や｢新規事業の開拓｣については、会議体などの決定によって投資す

るよりも、状況判断によって投資する企業の効果が若干高くなっている。このことは、タイムリーな

動きも重要であることを示唆しているものと思われる。 

 経営戦略に基づくIT企画は、多くの場合、顧客へ提供できる付加価値を最大化するためにITを

いかにして経営活動（ビジネス・サイクル）に取り組むかである。そのために経営者は、営業活動な

どでのIT活用について理解を深め、工夫を通して革新を起こすことが求められる。このような活動

の成果として、IT活用によって顧客サービスの向上がはかられ、BtoBでの経営の究極目標である

「顧客との協働」が実現できる。  
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4-1．IT化成功の要因
（2） 経営者のリーダーシップと推進体制

＜CIOがリーダーシップを発揮するための要件＞

１．IT環境を正しく理解すること

2．ITを使ってビジネスプロセスの再構築をはかること

3．ITによる価値創造を組織に理解させること

4．ユーザとの密接な連携をはかること

5．IT化された成果を評価すること

 

 

（２）経営者のリーダーシップと推進体制 

 ａ. 経営者のリーダーシップ  

 当センターの過去の調査でも明らかであるが、情報化の成功要因の最大要因は、TOPのリーダ

ーシップである。本調査結果では、情報担当役員（CIO）を置いている企業は1.4%に過ぎない。

（問4-1）多くの企業は、情報化の責任を現場の責任者(34.6%)に任せているか、経営者自ら

(27.2%)が指揮している。IT部門が設置されている企業は、15.9%であった。情報化のモデル事

業での成功事例を見ると、ほとんどの経営者は、自ら直接リーダーシップを発揮している。 

 経営者（もしくはCIO）がリーダーシップを発揮するために必要な要件は、以下の5点に集約され

る。 

   ①IT環境を正しく理解すること。 

   ②ITを使ってビジネスの再構築をはかること。 

   ③ITによる価値創造を組織に理解させること。 

   ④ユーザとの密接な連携をはかること。 

   ⑤IT化された成果を評価すること。 

 上記の実施を通じて、担当者のやる気を醸成するなど、担当者とユーザがそれぞれの立場で積

極的に参加するように環境を整備していくことである。この中で、ITによる価値創造の必要性を全

社的に理解させ、一丸となって取り組む姿勢は、特に重要である。実際に様々なIT化プロジェクト

を見ると、プロジェクト途上で離反者が発生したり、ユーザに理解されなかったりするケースが多く



見られた。中には、プロジェクトリーダーを始めほとんどのメンバーが入れ替わったケースも発生し

ている。そのようなプロジェクトでは、導入後も問題点を引きずり、決して良い結果は得られていな

い。 

 IT化の評価についても課題は多い。現状は、定性的な評価がほとんどであって、定量的な評価

はあまり実施されていない。そのため、「費用対効果」という言葉はあっても決定的な評価方法は

定着していない。更に、単なる金銭的な評価から、例えば、「企業価値の増大」のようにもっと大き

な尺度で捕らえられるべきである。  
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4-1．IT化成功の要因
（2） 経営者のリーダーシップと推進体制

クロス集計 問4-1 ×問3-2（3）

21.7

50.0

30.9

24.8

11.7

7.1

44.3

50.0

58.8

55.0

71.4

33.9

10.3

20.1

50.6

21.4

37.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100%

経営者自身が担当

ＣＩＯ（情報担当役員）を設置

ＩＴ部門や情報システム部門の責任者

担当業務の部門長

いない

その他

満足 行っているが不満足 行っていない

図 2-4-13 情報化の担当者とシステム改善・改良の満足度

 

 

ｂ．推進体制 

 古くは、ITベンダーに自社のIT導入を一括外注したケースが散見されたが、最近では、そのよう

なことはほとんどなくなり、企業内部のメンバーが主体となってIT導入に取り組むようになってきた。

IT導入を成功させるためには、社内に強力な推進体制を用意する必要がある。推進体制として重

要なことは、IT化推進のガイドラインを決める役割と、IT導入を実際に行なう役割とに分けることで

ある。IT化推進の役割を担うのは、多くの会社では情報担当役員（CIO）及び諮問機関である。諮

問機関としては、常務会もしくは役員会メンバーをベースに必要に応じて、業務責任者が加わる。

情報担当役員（CIO）を置いている中小企業は少なく、本調査結果でも1.4%に留まる（問4-1）。 

全体の1/4強の企業では、この機能を経営者自らが担当している。IT導入を実際に行なう担当

は、最近では部門を越えて全社的な取組としている企業が多く、それに対応させるために、プロジ

ェクトチームを組織するようになってきた。中には、専門の教育を受けたPM（プロジェクトマネジャ

ー）を配置している企業もある。しかし、中小企業ではプロジェクトチームのリーダーとしての専門

の知識を持っている社員が極端に少ないことと、リーダーになる人間に対するワークロードが大き

いことが課題である。 

 時には、リーダーシップが発揮できず、その結果、ベンダーが社内のプロジェクチームのイニシ

アチブを取り、ベンダー主導型に進められる場合がある。このようになると、ユーザの要求項目は

聞き入れられず期待と異なったシステムができてしまう危険が伴う。推進体制の整備に関しては次

の点が特に重要である。 



①CIOと諮問機関の組織化 

 今や経営目標を実現するためには、情報活用は避けて通れない。そのため多くの企業では、IT

化を経営課題に挙げているが、調査結果ではIT化を担当している役員は、経営者が27.8％、情

報化担当役員（CIO）が1.4%（問4-1）に留まる。本調査では、これに、担当部門長で役員兼務の

比率12.1%（34.6%のうちの35％）をプラスすると、経営者を含め役員の関与している比率は、

41.3%となる。これでも全体の6割弱は、役員が関与しないでIT化を進めていることになる。中小企

業の場合は、経営者がCIOを兼務している状況は十分に理解できるが、役員の無関与のもとのIT

化は問題として指摘される。 

 情報化する際に、情報化の対象、内容、予算などの前提条件と期待効果などの達成目標を会

社の方針として決める必要がある。このような検討は、CIO及びその諮問機関（ステアリングコミッ

ティ）を通じて行なわれる。内容は、全社役員レベルで周知する必要がある。このような情報化方

針をガイドラインとして社内で取り決める仕組みが必要となる。諮問機関のメンバーの多くは、経営

陣であり、経営の側面から企業の情報化方針を検討する。また、情報化終了後運用段階での評

価も行う。導入推進担当となるプロジェクトチームはこのガイドラインを基に最適な活動をすること

が求められ、導入推進担当が情報化方針や評価を行うことは、場当たり的になり避けるべきである。  

 図2-4-13は、情報化の推進体制とシステムの改善・改良の満足度のクロス集計の結果である。こ

れを見ると、経営者がCIOを兼務専任のCIOを設置している企業の満足度が高いことがわかる。 

 

②導入推進担当の組織化とリーダー（プロジェクトマネジャー）の任命 

 情報化企画にあったっては、企画の内容に関係する職域のメンバーの代表（ステークホルダー）

を社内横断的に集めたプロジェクトチームの組織化は欠かせない。プロジェクトチームの体制とし

て関係する組織の要求が十分に反映できるしくみが必要である。プロジェクトを計画通り進めるた

めには、プロジェクトマネジメントが必要になる。プロジェクトマネジメントには、プロジェクトの企画

立案をし、プロジェクトを計画された枠内に収めることを目的としたコントロールを行ない、時として

相反する要求事項のバランスをとりながら能動的に活動し、期待以上の成果を生み出すことが求

められる。プロジェクトマネジメントのプロセスは、プロジェクトの範囲、期間、予算、品質などの要

素のほかに組織、コミュニケーション、リスク、調達などのサポートなどすべてを含むものでなけれ

ばならない。プロジェクト成功のための第一の鍵は、プロジェクトチームの組織化であり、第二の鍵

はプロジェクトマネジャーの選任である。本調査の内容に、「社内の情報化担当の責任者は誰で

すか」（問4-1）の設問に対して、担当業務の部門長が34.6%、経営者自身27.2%、IT部門や情報

システム部門の責任者15.9%の順となっているが、これはプロジェクトマネジャーを指すものでは

ない。ただ、一般的には、情報システム部門の責任者や担当業務の責任者がプロジェクトマネジ

ャーの役割に就いているケースは極めて多い。この調査結果によれば少なくても全体の2割強は、

プロジェクトマネジャーを置いていないことがわかる。また、18.6%の企業では、プロジェクトマネジ

ャーになる人材が不足していることがわかる（問4-4）。また、必要とするスキルとして、外部との折

衝能力（26.6％）や社内の調整能力（35.9％）をあげている。 



 プロジェクトマネジャーに求められる能力は、プロジェクト維持のための固有のマネジメント能力

など種々あるが、プロジェクトの失敗の原因がコミュニケーション不足という過去の結果からみても

マネジャーのコミュニケーション能力が一番重要である。プロジェクトマネジャーの選定に当たって

は役職に囚われずに、コミニュケーションスキルが高く、社内の業務内容に通じている担当者を選

定する必要がある。また、プロジェクトメンバーに対する教育も重要であり、プロジェクト計画に組み

込む必要がある。 
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図 2-4-14 IT化計画の成熟度

 

 

（３）ITガバナンス 

ITガバナンスとは、「IT活用を支える力」として理解されている。ITガバナンスには、複数の尺度

が存在しており、その中でもCOBIT（Control Object for IT）がメジャーな標準として理解されてい

る。COBITは、IT管理を目的にした枠組みで、「計画と統制」、「調達と導入」、「サービス提供と支

援」、「モニタリング」の4つで構成している。このような基準が存在しないと、IT管理プロセスにおけ

るリスクとその統制は主観的で曖昧となる。COBITは、そのような状況に対応させた実務にあては

めた合理的な枠組みとなっている。全体で34区分ある各枠組みの細目に対して0から5までの成

熟度に合わせた状態が記述されているので、簡単に自社の成熟度を知ることができる。 

またCOBITには、「有効性」、「効率性」、「機密性」、「完全性」、「可用性」、「整合性」、「信頼

性」などの情報基準が用意されていて、ITプロセスがどれくらい適切な発展をしているかをモニタリ

ングし、改善する視点を示してくれる。 
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図 2-4-15 ITサービス基準の成熟度

 

 

 今回の調査では、中小企業のITガバナンスがどのような状況にあるかを調査した。調査項目は、

34項目のうちの3項目ではあるが、状況を知るためにはきわめて重要な設問ポイントとなっている。

調査項目は、「計画と統制」から「戦略的なIT化計画」を「IT化の計画」として（問3-3）、「サービス

提供と支援」から「サービスレベルの定義と管理」を「ITサービス基準」として（問3-4）、「モニタリン

グ」から「プロセスのモニタリング」を「ITを活用した業務活動成果の監視活動」（問3-5）として設問

した。結果は、図に示す通りである。 

図に示されるように、中小企業では、ITガバナンスが極めて低いことが判る。0は何も実施してい

ない状態で、1についても気づきはあるが、ほぼ実施していない状態を表している。0と1を加えて

も、ＩＴ化の計画については全体の7割近くが、計画を立てていないことが判る。ITサービス基準に

ついては、同じように全体の8割強が作成していない。さらに、モニタリングについては、実に9割

強の企業で活動が行なわれていないことが 明らかになった。このことは、今の段階では、実施状況

が低すぎて、COBITのような標準的なITガバナンスの尺度が十分にあてはまらないことになる。 

ITガバナンスが低いと、良質のソリューションを選択することも難しく、或いは選択したソリューシ

ョンの活用もできなくなる。良いソリューションを活用しなければIT化の初期の目標を達成できなく

なり、それは、事業戦略や経営戦略の実現に支障を来たすことになる。ITガバナンスは、IT化活

動の礎石であって、これを引き上げることが多くの中小企業の当面の目標である。 
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図 2-4-16 モニタリングの成熟度
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 ITガバナンスを高めるためには、以下の項目に従って対策を講じる必要がある。 

①育成する担当者を任命する 

  調査結果によると（問4-1）現在は、担当者がいない企業が2割弱あり、3割強は、他の  

 仕事をメインにしている。 

②予算化する 

  明確に予算化していない企業が9割強あった（問4-3）。 

③計画的な教育と学習を行なう 

  調査結果では、随所に教育を実施していることが認められるが、計画的に取り組む必要 

 がある。 

④マネジメントサイクルに従ったIT化を進める 

  調査結果を見ると、予算面（問4-3）、実施面（問3-3）などから見ると場当たり的に取り 

 組んでいる状況が推測される。 

⑤ITサービスの基準を明らかにする 

  ITの投資規模やシステムの機能は、設定されたサービス基準によって変化する。従って、 

 サービス基準が高くなると機能を高める必要から投資規模が増加する。一方サービス基 

 準が低いと効果が低くなる。そのためには、サービス基準を事前に十分に検討しておく 

 ことが求められる。 

 

 



⑥ソリューションに対する知識を高める 

  IT活用に必要なハードウエアやソフトウエアの種類は多く、又日進月歩で進化している。  

 そのために、自社に適切なソリューションは常にチェックしておく必要がある。 

⑦モニタリング項目と評価のしくみを決める 

  業務活動の成果、IT活用状況などを常にチェックする必要があるが、チェックを属人性 

 に依存すると、担当者の変更によって管理レベルが低下する恐れがある。多くの重要な 

 情報はシステムで自動的に取り出せるしくみを構築することが望まれ、そのためには事 

 前に情報項目を取り決めておき、あるべき基準をセットすることによって自動的な評価 

 が可能となる。  
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図 2-4-17 必要な知識やスキルと対応
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○
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○ ○
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4-2．IT人材の育成 

 前項にあるCIOがリーダーシップを発揮するための5つの要因は、いずれも人の能力による。特

に「外部の協力」以外は社内にある。従って、IT化の成功の条件は、社内担当者能力の向上によ

ってほとんど決まる。IT化に必要な知識は多岐にまたがり一人の人間で賄うことは難しくなってい

る。IPAの「ITスキル標準」を見てもセールス、コンサルタント以外に、ソリューションの枠組みを考

えるITアーキテクト、プロジェクトを成功裏に導くプロジェクトマネジメント、システムを設計するITス

ペシャリスト、アプリケーションを構築するアプリケーションスペシャリスト、導入と保守を支援するカ

スタマサービス、運用をサポートするITサービスマネジメントなどが必要になる。実際に社内で企

画する場合には、それ以外に、業務の精通、改善・改革の立案などのスキルや知識が重要となっ

てくる。 

 産業構造審議会（経済分科会）のまとめである2007年6月の「ITによる生産性向上の加速化に

向けて」では、「IT人材戦略展開」には以下の5つの施策が必要であるとしている。 

 

①高度IT人材の具体像（キャリア・スキル）の可視化、共有化   

②実践的かつ先端的な人材育成手法の確立、実践 

③客観性の高い人材評価メカニズムの構築 

④わが国発の人材育成・評価システムの国際展開 

⑤高度IT人材育成のための推進体制つくり 

 



 その第一の、高度IT人材の具体像の可視化、共有化では、以下3つの人材像を挙げており、情

報処理技術者試験もこれらに準拠させる動きがある。（各人のキャリアを7段階に区分し、3段階[ミ

ドルレベル]までは、レベル判定のツールとして情報処理技術者試験を位置づける。） 

  ①経営における付加価値を創造する「基本戦略系人材」 

   情報工学系知識と経営工学知識を持ち合わせることを推進する 

  

  ②信頼性や生産性の向上を実現する「ソリューション系人材」 

   ソフトウエア工学手法、モデリング手法などの実践的かつ先端的なソフトウエア開 

   発、管理手法の開発 

 

  ③技術イノベーションを創造する「クリエーション系人材」 

   創造性に富んだ優れた人材 

 しかし、同まとめでは、IT関連人材の供給・育成についての将来展望が不透明であるとし、現在

はIT人材の処遇（働き方）に対する不満・不安から慢性的な人材不足に落ち入っていることを指

摘している。 

 この報告書は、主としてITを支える産業及びユーザ企業のIT部門を対象に意見が述べられてい

る。解決の方向としては、国内の人材の育成のみ焦点を当てるのではなく、諸外国の人材の有効

利用も含めた「選択と集中」戦略が重要だとも述べている。実際に情報産業では、かって人材の

手配が頭数中心であった時代から、労働人口の減少に伴い、また一方で仕事の高度化が進み

“量”から“質”に移行、選択と集中は始まっている。量（頭数中心）の時代には、十分な資質を持

たない技術者が客先や開発現場に送り込まれ、トレーニングを受けながら作業に従事していた。

中には、導入するERPのテンプレート開発に１人月280万円出して, 学校を出て間もない技術者

を大量に受け入れていた中小企業もあった。   

 また、ソフトウエア開発企業は基本的に受注産業であって、客の指示によって何でも開発する体

制を取っている。一方中小企業のユーザ部門は、どのようなものをどのように 開発して良いか解ら

ない状況であり、このため双方の意思疎通は十分でなく、結果としておかしなシステムができてし

まう場合も多く見受けられた。例えば、食品製造業のオートメ化が進んだ時代に、食品の専門家

に加えて機械工学の専門家が必要になったように 、IT活用を前提とした経営を展開するためには、

スキルのあるIT担当者を企業内に配置することが必須となっている。また、経営者においては、IT

に関する意思決定とリーダーシップは避けて通れない。 

 IT人材を社内に育てるためには、IT構築に際して必要となる知識やスキルを明確にし、社内で

持つべきかアウトソースするかを決め、社内で持つべきものに対して現在保有しているスキルや経

験を棚卸し、充足するスキルを明確にする必要がある。 

ITに対する知識不足によりIT導入をしない中小企業は業種、企業規模にかかわらず未導入企

業の6割程度ある。特に企業規模の小さい企業で従業員に対するIT教育が不足している。（中小

企業IT利活用実態調査平成18年3月） 



 企業内でのIT活用人材の育成の成果は、企業文化の共有のもとに、プロセスの共有、情報の共

有が可能になることである。企業文化は、そこに働く人達の｢具体的行動の共有｣に支えられてい

る。その内容は、価値観の共有、パラダイムの共有、行動規範の共有などである。価値観は、動機

付けのベースになり、IT人材としては、仕事の価値、仕事を通じて得られる情報価値などである。

パラダイムは、行動領域を表し意志決定を行なうときのベースになる。さらに、行動規範は、コミュ

ニケーションのベースとなっている。これらは、仕事をするときの行動の支えとなる。従って、企業

内で協働して仕事をするときの心のよりどころにもなっている。言い換えると皆と一緒に仕事をする

ことの意味を十分に理解していることである。企業文化の共有をベースに、努力によって最適化し

た業務プロセスを共有し、そのプロセスを通じて得られた情報に社外からの情報を付加して加工

した情報や知識・知恵を使うことによって企業価値は高まっていく。従って、IT人材の育成を考え

るときには、この側面から考えていく必要がある。 
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業務プロセス処理に必要な知識とスキル

情報活用・創造に
必要な知識とスキル

 

 

 プロセス系の人材育成については、前項のITガバナンスを高める項目に準じて行われるが、情

報系のIT人材の育成は若干異なる。情報系は、共有～活用～創造のサイクルであり、一般には、

ナレッジマネジメントといわれている。ナレッジマネジメントの目指すところは、情報活用・創造を行

って、業務活動を円滑にし、ビジネスの改革や新たなビジネスの構築を行うことにある。調査対象

企業のうち、36.3%の企業が何らかの形でこれに取り組んでいることが明らかになっている。ただ、

最初の情報共有に留まっている企業が21.3%で、取り組んでいる企業の60％に当たる。情報共

有の実現は、比較的ハードウエアの環境に負うところが大きく、企業内ネットワークと情報サーバ

ーの設置によってそこへ情報を注入することによって可能となる。情報活用や創造を行っていくた

めには、可能な人材を育成する必要がある。人材育成には、教育やトレーニングとともに、組織の

ミッションを実現するための能力の引き上げが求められる。企業内であるべき人材像をモデル化し

て、そのモデル像（コンピテンシーモデル）に近づける活動が行われる。コンピテンシーモデルと

は、優れた業績をあげる人材の具体的な行動特性を抽象化することによって、人材が持つべきス

キルやナレッジの体系をモデル化したものである。人材育成及び評価を実現した企業では、この

モデルを使って従業員のスキルインベントリー（ナレッジやスキルの棚卸）やスキルプロファイルを

作成してスキルマップとして情報共有化できる。 
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＜情報系人材育成の研修ステップ＞

１．企業目標の理解向上とKM活動の意識と理解

2．グループウエア活用

3．課題発見能力開発

4．問題解決能力

5．創造的提案能力

 

 

情報系人材育成では、以下のステップで研修が行われている。 

＜研修ステップ＞ 

１．企業目標の理解向上とナレッジマネジメント活動の意識理解のための研修 

２．グループウエア活用研修  

３．課題発見能力開発研修 

４．問題解決能力開発研修 

５．創造的提案能力開発研修 

これらの研修は、コンピテンシーモデルを参照しながら組織的、継続的に行われる必要がある。

研修効果を高めるためには、経営者はナレッジを活用する｢場｣（時間や環境）の提供をする必要

がある。 

21世紀の中小企業は、組織の生産性を高め、ネットワーク社会の中で更に経営基盤を強化し

ていかなければ勝ち抜けない。その資源は、知力と資本調達力といわれている。中小企業にとっ

て企業内の知力を強化するためには、従来のプロセス処理系のIT化の視点から情報系のIT化へ

移行していくことが重要な課題である。 
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第２章 

中小企業と情報セキュリティ 
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第 1節 情報セキュリティに関わる最近の話題 

 1．情報漏洩、不正アクセス、ウィルスの事例 

 

【解説】 

生命保険会社、航空会社、テレビ局、学校、警察、自衛隊などを情報流出元とする情報

漏洩事件が相次いでいる。 

本テキスト執筆時点の 2007年 1月 18日にも T大学医学部付属病院から患者の病名、X

線画像など 150人分が流出したとの報道があった。この情報流出は、これまでに幾度も 

発生しているファイル交換ソフトWinnyによる流出であり、まだまだ情報セキュリティに

関する意識レベルの低さを痛感させられる。 

 

これまでの同種の事件の多くは、個人のパソコン等を利用して仕事をしているときに発

生したもので、個人のパソコンにはファイル交換ソフト「Winny」 がインストールされて

いるなどの共通点がある。 

Winny ネットワークに送信された情報は、ネットワークに参加しているパソコンのキャ

ッシュに残るため、殆ど回収不能である。 

 

ウィルスとは利用者のパソコン内の情報を破壊、流出、改竄などを行うソフト。スパイ

ウェアは、利用者に知られないうちにパソコン内の情報を特定の受取人に通知するソフト

である。これらがパソコンに侵入する機会は、「インターネットでフリーウェアやシェアウ
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ェアをダウンロード・インストールするとき」や「ウェブサイトにアクセスしたとき」、「メ

ールの添付ファイルを開いたとき」などがある。 

 

以上の Winny やウィルスに関連した情報漏洩の他には、メールや FAX の誤送信による

ものやプログラムミスによるものがある。事例を挙げると、 

・A電力会社品川支社では、送信先のメールアドレスを表示しないように設定すべきところ

を誤って氏名及びメールアドレスが互いに知りうる状態で 170名に送信してしまった。 

・B 銀行は客の外国送金依頼書 3 件（送金依頼人および受取人の住所、氏名、口座番号、

送金金額を記載）を外為事務委託銀行宛にFAXを送信する際、FAX番号の誤入力により、

誤送信を行い情報流出した。 

・C自動車会社が開発した車両管理WEBシステムにおいて、入力した車両データの一部が

プログラムミスにより他の客から閲覧可能になる不具合があった。 

（平成 17 年度中小企業における情報セキュリティに関する調査研究報告書、平成 18 年 3

月、財団法人全国中小企業情報化促進センター発行、pp130－135参照） 

 

などがある。 
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 2．インターネットの脅威 

 

【解説】 

ウィルス、ワーム、ボットと呼ばれるソフトは、何らかの手段でパソコンに侵入し、パ

ソコン内の情報を破壊、改竄、流出することを目的としたソフトである。 

嘗てこれらが活動すると明らかにパソコンが不具合になるなどの症状が見られることが

多かったが、最近のボットなどでは、侵入したこと自体が分からないように活動するもの

も出てきている。スパイウェア・アドウェアと呼ばれるソフトは、ウィルス同様なんらか

の手段でパソコンに侵入するが、パソコン内の情報を破壊するなどを目的とするものでは

なく、特定のあて先にパソコン内の情報を収集して通知することが目的である。 



 

  42

 3．スパイウェアとアドウェア 

 

【解説】 

アドウェアという呼び方はスパイウェアを含む広い概念での呼び名である。従って特定

のソフトウェアを購入インストールすると購入ソフトに関わる情報をパソコン内から収集

し、ソフトウェア製造会社に通知するなどの用途で利用されるものもある。この場合、そ

のようなアドウェアをインストールする際に何らかの説明と許可を求める手続きを踏むの

が一般的である。 

一方、スパイウェアは、一般に悪意による情報収集行為に利用されるソフトウェアであ

る。パソコン内に保存されたパスワード、電子メールの内容、利用ソフト、OSのバージョ

ンなど情報収集者から見て直接価値のある情報の場合もあれば、後にパソコンへ不正に侵

入する際の予備調査である場合もある。 

 

パソコンに対する破壊行為は、バックアップ等によりデータ回復も可能であるが、漏洩

した情報は取り戻すことが出来なく、またその漏洩に気付かない場合には致命的である。

この意味で、スパイウェアの脅威は何にも増して深刻である。 
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 4．スパイウェアのいろいろ 

 

【解説】 

スパイウェアはパソコン内で利用者がキーボードから入力した文字を記録し、特定の受

信者に通知するもの（キーロガー）や、OSの種類、バージョンや通信ライブラリ等を調べ

て外部から不正侵入を可能にするための仕込みを行うもの、ダイアルアップ設定を変更し

て、特定の通話先に電話をかけさせるなどの単純な情報改竄を行うもの（ダイアラー）、電

子メールのアドレス帳のコピーを特定の受信者に通知し、迷惑メールのあて先に登録する

ものなど様々な用途で利用される。 
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5．ウィルスのいろいろ 

 

【解説】 

ウィルスはAntinnyのようにWinnyのようなセキュリティ上の脆弱性の極めて高いファ

イル交換ソフトに取り付いて、これらファイル交換ソフトの機能を利用して情報漏洩を行

うものから、パソコン内の情報を破棄するような破壊を目的とするもの、侵入したパソコ

ンを利用して迷惑メールを配信するもの、侵入したパソコンを利用して他の特定パソコン

に対して不正アクセス（侵入、攻撃など）を行うものまで色々である。 
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6．ウィルス・スパイウェアの侵入パタン 

 

【解説】 

ウィルスやスパイウェアがパソコンに侵入するには、いくつかのパタンがある。一般的

には、正規のルートで購入したメジャーな市販ソフトを、正規の方法でインストールする

場合にはウィルスやスパイウェアは侵入しない。インターネット上で正規のメーカーから

ではなく、ソフトウェアをダウンロードした場合などウィルスやスパイウェアに感染した

ソフトウェアをダウンロードする可能性がある。感染していなくとも、ダウンロードしよ

うとするサイトにアクセスした時点で感染する場合もある。 

最近では、学業は業務で Yahooや Googleなど検索エンジンを利用することが珍しくなく

なってきたが、検索エンジンがリスト表示した検索結果へのアクセスは、上記のようなウ

ィルスやスパイウェアの侵入する機会にもなる。 

 

その他、電子メールに添付されたファイルを開いたときにウィルスやスパイウェアにシ

ステムが感染する場合などがある。最近では、プロバイダなどが電子メールの送受信時に

ウィルスチェックを無償で行うサービスなどが普及して来たが、感染を完全に予防するこ

とは難しい。 
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第 2節 情報セキュリティの考え方 

  

【解説】 

（１）セキュア・システムの要件 

 情報セキュリティの対策を行う上で、「人をも含めて組織というシステムが安全（セキュ

ア）であるということは、どのような要件を満たしているときに言えることなのか」とい

うことを知らなければ適切な時間と予算で適切な対策をすることは不可能である。 

 これは丁度、プロジェクトを実施する上でゴールがない、或いはゴールが曖昧であるよ

うな場合にそのプロジェクトは十中八九失敗するだろうことと似ている。 

 安全なシステムが満たすべき要件を知り、その観点から組織やシステムの実態を観察す

れば自ずとその組織やシステムのセキュリティという観点における弱点が見えてくる。 

 組織やシステムに関わる人々のすべてが同様の観点でシステムの実態を把握し、より安

全なシステムに近づけるための対策や改善を考えるようになることが組織におけるセキュ

リティを検討する上で最も基本的なところである。このことは、セキュリティにおいて最

も重要かつ基本的なことが、「人のセキュリティに関する教育である」ということである。 

 

（２）セキュリティ評価の視点 

 安全なシステムがどのようなものであるかということが理解できると実際のシステムが

どの程度、安全なシステムであるのか、逆にシステムがどの程度危険な状態にあるのかと

いうことを定量的に分析、評価する視点が必要になる。 



 

  47

この視点について具体的に説明する。 

 

（３）不正行為の分類 

 セキュリティ評価の視点を得て、実際のシステムの分析・評価するためには、どのよう

な不正行為があるかを既知のものについて体系的に分類・把握しておくこと重要である。

この分類について簡単に解説する。 

 

（４）情報セキュリティ安全管理措置 

 情報セキュリティ対策の推進するために経済産業省からガイドラインが発行されている。

このガイドラインに沿って、安全管理措置の解説を行う。 

 

（５）情報セキュリティマネジメント 

 情報セキュリティ対策は、一度行えば良いというものではなく、情報に関わる事業が続

く限り、計画的に見直し改善を続けなければならないものである。情報セキュリティに関

する維持・運用に関する考え方、手法等について解説する。 
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2-1．セキュア・システムの要件 

【解説】 

セキュア・システムとは、コンピュータシステムの場合、システム内に格納されている

情報が保護されていること、システムをネットワーク（通信路）経由で使用する場合、通

信路を行き来するデータが第三者に漏洩しないこと、正当なアクセス権（使用権）を持っ

ている利用者のみがシステムを使用していること、システムに何らかの不具合が発生した

ときでも総体としてシステムが正常に動作し続けること、が保証されているシステムであ

る。 

これは、一般に会社組織の場合にも当てはまる。上記のシステムを会社と読み替え、情

報を経理、営業、開発等の企業秘密情報、通信路を電話や FAX、アクセス権を通話相手の

信憑性と読み直せば、安全に組織を運営するための条件として分かり易いだろう。 

また、何らかの問題が発生しても、会社としての業務継続性が保証できることは、会社に

とっても、客から見ても安全な会社であるための条件である。 
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 2-1-1．情報の保護 

【解説】 

安全なシステムとは、システム或いは組織に格納されている情報が正しく維持されるこ

とが保証されていることが必要である。 

情報が正しく維持されない要因には、使用しているソフトウェアが不良であったり、ネ

ットワーク機器、サーバなどコンピュータが故障することによる情報の破壊など必ずしも

人為的でない原因による場合と、何らかの意図が伴う情報を改竄したり消失するなどの人

為的な原因による場合がある。何れの原因に対しても、常にシステムや組織の情報の正し

さが保証されるような対策が講じられていなければならない。 



 

  50

 2-1-2．通信路の安全 

 

【解説】 

安全なシステムとは、システム或いは組織の内外で利用される通信路、つまり電話回線

やインターネットのようなデータ通信回線が盗聴されていないことが必要である。 

アナログ電話回線では電話機や FAX機、或いは構内交換機などに盗聴装置を取り付けら

れることによる通信内容が盗聴されてしまうが、盗聴者にとって取り付けるための手間が

かかり、また発見もされ易い。これに対して、インターネットや LANなどのようなデータ

通信回線を使用する通信では、一般に通信回線を利用するネットワーク機器やパソコンが

ひとつのデータ回線を共有している。通信はパケットと呼ばれるデータ単位で送受信され

るので、データ回線に接続している機器は等しくパケットを読み取るチャンスがあり、例

え第三者が悪意を持ってパケットを取り込み、内容を読み取ったとしても通信を行ってい

る正当な利用者が気付くことは難しい。ネットワーク通信では、誰もがパケットを読める

ことが通信を可能にする原理であるので、パケットを読まれないようにするという対策は

無意味で、むしろパケット内容を読まれても内容がわからないように暗号化して通信する

ことが必須である。 
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 2-1-3．アクセス権の安全 

 

【解説】 

組織やシステムにとって、対応相手（通信相手）やシステム利用者が正当であることが

重要である。店にかかって来た電話の相手が得意客を装って、店の持つ得意先情報を聞き

出す、或いは変更するというような、いわゆる「成りすまし」による詐欺などを考えれば、

通信相手が正しいこと認証できることが安全なシステムの要件となることを理解できる。

このことは、システムがコンピュータである場合にも同様であり、正規のアクセス権限を

持つ利用者であると認証できることが、コンピュータが安全であることの必要条件である。

正規のアクセス権限を持っているか否かを調べることをユーザ認証という。ユーザ認証に

は、コンピュータシステムではパスワードなど、メールなどでは電子署名などが使われ、

会社・組織では、従来から入出退用 ICカードや社員証などによる認証が多く使われている。 
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 2-2．セキュリティ評価の視点 

 

【解説】 

安全なシステムを維持するためには、安全を脅かすシステムに潜在的な危険性を洗い出

し、それに備えなければならない。情報セキュリティでは、システムの潜在的な危険性を

リスクと呼ぶ。システムを安全に維持するための対処事項を検討することは、システムの

リスクを調べ挙げリスク別に回避するための対策・方針を検討することである。 

家屋の強度を上げて大地震に備えるためには、先ず家屋の耐震強度の診断をしなければ

どのような補強をすれば良いのかなどの対策が決まらないが、システムのセキュリティも

同様である。 
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 2-2-1．セキュリティを診断する＝リスク分析 

 

【解説】 

リスクとは、情報の改竄や漏洩、システム停止などの危険性をいう。リスクによる影響

とはリスクが現実化した場合の金銭的損失や業務中断、信用失墜などの損害を意味する。

従ってセキュリティの診断、つまりリスク分析とは、リスクを洗い出し、リスクによる影

響の度合いを推定することで、対策の範囲やそのために必要な技術やコストを整理・見積

もるための資料を作成することである。 
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 2-2-2．リスク分析で着目する要素 

 

【解説】 

システムの潜在的な危険性という意味のリスクを分析するということは具体的には、ど

のようなことに関して着目し分析すれば良いのか。 

セキュリティでは、リスクを次の３つの要素で定量化するのが一般的である。 

１．情報資産 

２．脅威 

３．脆弱性 

以下、これらについて解説する。 
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 2-2-2.1．情報資産 

 

【解説】 

情報資産とは、情報システムや企業の活動を支える要素の中で、守るべき価値がありこ

れを失うと何らかの損失が発生するものをいう。通常の資産と同様に、情報資産にも有形

情報資産と無形情報資産がある。 

有形情報資産としては、サーバやパソコン、OS（基本ソフト）、アプリケーションソフト

ネットワーク関連機器（例えば、HUB、ルータ、トランシーバなど）、個人情報、顧客情報、

商品取引関連のデータなどがある。 

一方、無形情報資産としては、円滑な業務サービスの遂行、営業機会、信用など企業活

動を支える基本要素とも言えるものが挙げられる。 
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 2-2-2.2．脅威 

 

【解説】 

脅威とは、情報資産に多大な影響を与え、損失を発生させる直接の要因となるものをい

う。例えば、地震、風水害などのような自然界の脅威もあれば、機器や記憶媒体の破損・

破壊盗難、コンピュータウィルスの侵入によるシステム破壊などのような人為的な犯罪行

為、データ棄損・欠損の原因となるソフトウェアのバグや操作ミスなども脅威として考え

る。 
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 2-2-2.3．脆弱性 

 

【解説】 

脆弱性とは、システムや制度など環境上の弱点や欠陥を意味し、脆弱性があることで脅

威が現実化すると考える。つまり、自然界の脅威のように人為的に取り去ることができな

い脅威であっても脆弱性がなければシステムは脅威から保護できるという考え方である。 

脆弱性の具体例としては、建築物における構造上の欠陥などが分かりやすい。建築構造上

の欠陥という脆弱性がなければ、地震の発生（脅威）は避けられないが、建物の倒壊とい

う事態を回避できるが、脆弱性が見つかれば、建物の倒壊を避けるために対策を講じなけ

ればならない。 

情報セキュリティ上では、顕著な脆弱性の例としてソフトウェアのバグ、ウィルス対策

の不備が挙げられるが、社員など人に対するセキュリティ教育の不備や監視体制の不備も

脆弱性となる。 
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 2-2-3． リスク分析の進め方 

 

【解説】 

リスク分析を行うには、すべての情報資産を書き出す必要がある。その後、一つひとつ

の情報資産についてその脅威と脆弱性を記すことから始める。脅威は自然界の脅威もあれ

ば、人為的な脅威もある。特に人為的な脅威の場合、「誰が」「どのようにして」「何の目的

で」「何を」「するのか」に着目して明確に記述する。 

例えば、「クラッカーが、セキュリティの脆弱性を衝いて、悪戯目的でホームページを改

竄する」などのように記述すると分析が容易になる。 
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 2-2-3.1．リスク分析の注意点 

 

【解説】 

リスク分析では、脅威が人為的である場合、その行為者や攻撃者の視点で捉える必要が

ある。 

組織において脅威を分析する場合、組織内には脅威を与えるような悪人はいないという

前提は避けなければならない。悪意であるか否かに寄らず、人為的な脅威は情報セキュリ

ティの立場からは主要な脅威である。 
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 2-2-3.2．リスク分析は速やかに！ 

 

【解説】 

リスク分析は、すべての情報資産について行わなければならないが、時間をかけて精密

に分析する必要はない。むしろ、当初は粗い分析でも良いのでできるだけ早急に行うこと

が必要である。というのは、組織やシステムの置かれている状況は常に変化しているので 

リスク分析はリアルタイムに現状を反映していなければ意味がない。 

リスク分析は、各情報資源に関する脅威に対して対策を講じるためのものであるから、

大雑把でも良いからリスク分析を速やかに行い、速やかに対策を講じるのが良い。 

その後、長期的、定期的にリスクを見直し、セキュリティ対策を修正・改善する活動が

最も重要である。 
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 2-2-4． 脅威分析の視点 

 

【解説】 

脅威を記述するにあたり、大よそ情報資産に関する脅威は、破壊、改竄、漏洩、資源の

浪費、不正使用の何れかの範疇になるが、不正使用では「不正使用されることにより被害

者になる」場合と「不正使用されることにより、加害者になってしまう」場合とある。破

壊については、人為的な場合と非人為的な場合とがあるので、リスク分析ではこれらを明

確に分けて考えなければならない。 
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 2-2-5． リスク評価 

 

【解説】 

従って、リスクを分析し、各リスクの度合いなどを評価するには一定の基準や尺度で測

ることが重要であり、正確な値を算出する必要はない。 

リスク評価によって、対策の優先度や影響度を分類可能な値に置き換え、効果的な対策

のための予算や対策における優先順位、後に述べるポリシーの策定に必要なカテゴリを把

握できることが重要である。 
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 2-2-6． リスクへの対処を検討 

 

【解説】 

リスクを分析した後は、その対処方法を検討する。 

リスクは既に述べたように情報資産、脅威、脆弱性の 3 要素が互いに作用して決まるも

のだから、これらの要素の中、どれか一つでも無くすことができればリスクは無くなる。 

例えば、情報資産が無ければリスクは無い。これは当然のことを言っている訳であるが、

実はこの考え方が身に染みていれば、日頃から不要な情報資産を作らない筈である。 

使用済みの情報で組織としては使わないものでも漏洩すれば問題が発生するような情報

というものはある。このような情報は、使用済みになった時点ですべて完全に消去するな

どの規則を作り遵守することで無駄なセキュリティ投資を回避することができる。 

脅威は通常外部的要因性が強いので、これを無くすことなどは難しいが、脆弱性は内部

的要因性が強く、対策により軽減、或いは無くすことができる。例えば、人為的な脆弱性

である操作ミスや情報資産の取扱に関するモラルの低さなどは、情報セキュリティ教育な

どによって脆弱性のレベルを下げることが出来るだろう。 

このようにリスクは、適切な対処を検討し、規程し、これを遵守することにより低減さ

せることができるので、組織において誰にも無理の無いやり方で実行できる対処法を決め

ることが重要である。 
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 2-2-7． リスクへの対策：４つの機能 

 

【解説】 

リスクへの対処としては、内部反抗や社内犯罪などを抑制するための対処、不正アクセ

スや改竄、漏洩を防止するための対策、ウィルスやスパイウェアや不正アクセス・不正侵

入を検知するための対策、そして不測事態が発生した際に早急に発生以前の状態に回復す

るための対策という４つの観点から検討し、対処規定を作るのが一般的に見通しが良い。 
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2-3．不正行為の分類 

 

【解説】 

セキュリティ対策上、検知や防止対策を講じなければならないリスクに不正行為（不正

アクセス）がある。不正アクセスは一般に次に 4つの行為に分類できる。 

１．調査行為 

２．サービス妨害行為 

３．侵入行為 

４．踏み台行為 

 である。 
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 2-3-1． 調査行為 

 

【解説】 

不正アクセスにおける調査行為にあたるものには、不正にアクセスする目的で特定のパ

ソコンの IPアドレスを指定して ping（ネットワークを介した応答性能を調べるコマンド）

によりパソコンがアクセス可能か否かを調べたり、後で述べる TCP/UDP プロトコルによ

り特定のパソコンに接続要求を送信することによりホストの存在を調べるなどの調査行為

が行われる。 

この調査行為自体は不正ではないが、この調査行為の目的は、次のステップでの不正侵

入や攻撃のためのものであることから調査行為自体も不正行為として分類し、対策を講じ

る必要があるわけである。サーバなどの存在がこの調査行為で分かると、サーバに対して

例えば ftp、telnetや httpプロトコル等によりアクセスを試みたりするが、この際セキュリ

ティ上の脆弱性が放置されたままのサーバなどでは、これらプロトコル操作上で特定のパ

ラメータを指定することでサーバ側のバグによって異常動作が誘起されるものがある。 

不正アクセス者はこのような異常動作をサーバに起させ、OSやアプリケーションの種類

やバージョン、ユーザ名、パスワードファイルなどの内容等を取得してしまう。 

「OSやアプリケーションプログラムの種類、バージョン番号やユーザ名、或いはパスワ

ード」が分かると、不正アクセス者は、堂々と正規のアクセス者に成りすましてサーバへ

ログオンするなどの不正侵入を果たすことが出来てしまう。 
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 2-3-1.1．調査行為の例 

 

【解説】 

調査行為の具体例を示す。 

SMTPサーバとは、Small Message Transfer Protocol サーバであり、電子メール送信に

使われるサーバである。「EXPN」「VRFY」の二つのコマンドは攻撃者が情報を取得するた

めにしばしば利用されるものである。このように SMTPサーバで備わったコマンドで容易

に情報が取得されるというのは、仕様が持つ脆弱性と言えるものであるが、仕様が持つ脆

弱性を利用する攻撃は簡単な場合が多い。 

正常な利用法でも使う者とアイデアによって攻撃に繋がるものが多い。しかし、脆弱性

が明らかになるたびに仕様は改善されて行くので、利用者は常に改善された仕様にソフト

ウェアを更新することが必要である。 

さて、SMTPサーバの VRFYは、ユーザ名を確認するためのコマンドである。引数にユ

ーザ名を付けて実行すると存在すればそのユーザのメールアドレスを教えてくれる。これ

だけなら、特に問題はないが、問題はそのユーザ名を含むユーザが複数存在する場合のサ

ーバの応答である。仕様上では「複数のユーザが該当する旨を伝えるか、該当するユーザ

のリストを返しても良い」と規定されている（RFC2821参照）。 

つまり、SMTPサーバで「VRFY」を許可しているサーバを見つけることができれば、ユ

ーザ名のリストを作成することは容易であることになるのである。 

これと同様の危険性をもつコマンドが「EXPN」である。これは引数がメーリングリスト
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ならば、その登録メンバーのリストを返す。これで VRFYや EXPNコマンドはスパム（迷

惑メール）送信業者に役立つコマンドであることが理解できるだろう。 

では、実際にユーザ名のリストがあれば何ができるのか。 

例えばサーバが telnet や ssh などのリモートログインを許可しているコマンドの場合、

ユーザリストがあれば Joe アカウント（ユーザ名とパスワードが同じアカウント）を探す

ことが容易になる。 

現在では、このようなセキュリティの理由から、VRFYや EXPNのどちらも許可しない

サーバがほとんどである。 
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 2-3-2． サービス妨害行為 

 

【解説】 

不正行為において直接に被害を与える目的で行われるものにサービス妨害行為

（DoS:Denial of Service）がある。これは攻撃対象のサーバ等を利用できなくしてしまう

直接的な攻撃である。 

よく知られている DoS攻撃方法としては、次のようなものがある。 

後に詳しく説明するがネットワークで通信するには、IPプロトコルや TCPプロトコルと

いう言わば通信規則に基づいて行わなければならないが、その際にデータとしてパケット

というデータ伝送に関わる情報をデータと共に送る構造が定まっている。 

IPや TCP/UDPパケットのヘッダには、データ伝送上のアドレスやパラメータが記入さ

れるが、これに規約外の不正値を入れて送ることにより通信プログラムに異常を引き起こ

す方法の他に、サーバに対してサーバが処理できる以上の大量なデータを送り続くけるこ

とにより、正当な利用者に割り当てられるべきメモリ資源や処理時間を奪ってしまい、サ

ービス不能にしてしまうという方法がある。 
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 2-3-2.1．サービス妨害行為の例 

 

【解説】 

サービス妨害行為の例を示す。 

攻撃対象のサーバに対してデータを送る際、非常に大きなデータ、つまり IPパケットの

最大長を超える大きさのデータを送る場合、この送るデータは IPパケットに納まる大きさ

に分割されて複数の IPパケットで送られるのであるが、IPパケットにはこの複数に分割さ

れたデータを受け取ったサーバ側で再構成して元の大きなデータに戻すことができるよう

に、データを分割した場所をデータ先頭からのオフセット値で IPパケットに記録するよう

になっている。このオフセットとして、再構成の際にデータが重複するように不正な値を

設定して IPパケットを送信すると、サーバはデータ再構成の際にパラメータの矛盾のため

にクラッシュする。このような仕様の脆弱性を利用したサービス妨害行為が可能である。

これらの IPプロトコルソフトの脆弱性はほとんど修正されているので、現在ではこのよう

なサービス妨害への対策は完了している。 

サービス妨害行為として典型的なものに、通信パケットを大量にサーバ側に送り付け、

サーバ側の能力を著しく低くしてしまうものがある。 

この例として、TCPプロトコルにおけるSYNパケットを大量に送りつけるSYN-FLOOD

という妨害行為が有名である。SYN パケットというのは、通信を開始する前にクライアン

トとサーバ間で通信チャネルを開設する際に使うパケットであるが、これを受信すると、

サーバはクライアントとの通信チャネル開設のために決められた応答 SYN-ACK を送り返
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すが、これにクライアント側が応答しないと、サーバ側はクライアントの応答を待ち続け

る状態になる。この SYN パケットを大量にサーバに送り、これに対するサーバからの

SYN-ACKに応答しなければ、サーバ中にはクライアントの応答待ちをする多くのプロセス

が発生してサーバはほぼ停止状態になってしまうのである。 
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 2-3-3． 侵入行為 

 

【解説】 

不正行為における侵入行為とは、ネットワークを介して攻撃するコンピュータにアクセ

スしてそのコンピュータに保存されているファイルを読み出すことや、そのコンピュータ

をリモートで操作する権限を奪取して、特定のアプリケーションやコマンドをそのコンピ

ュータ上で実行してしまうことである。 
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 2-3-3.1．侵入行為の例 

【解説】 

rloginコマンドは、リモートホストにログインするときに使用する。rloginコマンドの引

数にリモートホストのアドレス（例えば victim.example.net）と-froot オプションを付け

て rlogin  victim.example.net  -l  -froot のようにコマンドを実行すると、以前のバー

ジョンの rloginサーバは、パスワードなしで rootのプロンプトが出た。これは旧 AIXシス

テムに多く、Linux Slackware3.1,  RedHat2.1 などはこの流れをくむ unix系 OSである

ため注意が必要である。Unixでは root権限でログインすることは、どのようなコマンドで

も特権的に実行できることを意味するため、侵入者はこのような場合、リモートホストを

如何様にも悪用できることになる。 

上記の他に、FTPサーバに接続することが出来ると、SITEコマンドを使ってサーバ OS

に応じた任意のコマンドを実行できる。FTP はファイル転送プロトコルであるが、リモー

トホストとの間でファイルの送受信を行うこのコマンド使うには、FTP サーバへのログイ

ンが必要である。SITE コマンドは標準の FTP コマンドでは実行できないサーバ OS に応

じた任意のコマンドを実行する。引数はその実行するコマンド名そのものである。 

これは、もともと FTPコマンドで表現できない機能を、新たに追加コマンドを用意する

のではなく、この SITEコマンドで対応できるようにしたものである。必ずしも無条件にす

べての OSコマンドを実行できるわけではなく、多くのサーバでは、実行可能な OSコマン

ドは制限されている。しかし、SITEコマンドが侵入行為として使われる危険性の大きい 

ものであることは疑いない。 
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 2-3-4．踏み台行為 

 

【解説】 

踏み台行為とは、侵入したリモートホストに対して何らかの直接的被害を与えるもので

はないが、侵入したリモートホストを媒介して、他のホストに対して不正アクセスをする

のである。 

このような踏み台行為により、たくさんのリモートホストを媒介して、最終的な攻撃対

象のコンピュータに対して何らかの攻撃を行った場合、攻撃を受けた側から攻撃経路等を

追跡することで攻撃者を特定するにも、多くのリモートホストを経由しているため、特定

に時間がかかることになる。このように、攻撃者が自らのホストを発見されにくくするた

めの手段として踏み台行為が行われるのである。 

踏み台にされたリモートホストの保有者は、本来、このような攻撃には関与していない

のであるが、社会的には攻撃者を援助したことと同程度の信用失墜を招きかねない。 
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 2-3-4.1．踏み台行為の例 

 

【解説】 

踏み台行為の良く知られた例として、FTPサーバに接続して PORTコマンドにより第三

者のホストのアドレスを指定することで第三者のホストをポートスキャンできる。 
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2-4． 情報セキュリティ安全対策 

 

【解説】 

情報セキュリティ対策は、安全なシステムを維持することに尽きるが、そのための方策

は、組織において情報を取り扱う従業者の責任や権限の管理・監督から、従業員及び関連

する人々とのセキュリティに関わる契約や教育、入退室時の管理やネットワークシステム

での認証やアクセス制御・管理まで広範囲に及ぶ。 

このように広範囲に及ぶ情報セキュリティ対策の推進・普及のため、経済産業省は安全

対策ガイドラインを公表した。 

安全対策ガイドラインは、 

（１）組織的安全管理措置 

（２）人的安全管理措置 

（３）物理的安全管理措置 

（４）技術的安全管理措置 

について具体的に要件を示し、これらについて措置を講じなければならないとしている。 
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 2-4-1．組織的安全管理措置とは 

 

【解説】 

組織的安全管理措置とは、従業者の責任と権限を明確に定めて、安全管理に対する規定

や手順書の整備運用、そしてその実施状況の確認することを求めている。 
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 2-4-1.1．組織的安全管理措置として講じるべき事項 

 

【解説】 

組織的安全管理措置として講じるべき事項は、 

（１）従業者の役割、責任を明確化し、事故発生時などの連絡体制を整備すること。 

（２）情報の取扱に関わる建物、部屋、保管庫などについて安全規定を策定し、これに従

った運用をすること。 

（３）情報保管場所、利用期限、利用者などを記した情報取扱台帳を整備して、取扱状況

を一覧できるようにすること。 

（４）監査計画の立案、監査実施結果の代表者への報告など安全管理措置の評価、見直し・

改善を続けること。 

（５）事故や違反があった場合、事実関係や再発防止策の公表などについて規定を定めて

おくこと。 

などが挙げられている。 
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 2-4-2．人的安全管理措置とは 

 

【解説】 

人的安全管理措置とは、従業者に対する業務上の秘密と指定された情報に関する非開示

契約や教育・訓練を行うことである。 
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 2-4-2.1．人的安全管理措置として講じるべき事項 

 

【解説】 

人的安全管理措置として講じるべき事項としては、 

（１）雇用契約時や委託契約時における非開示契約を締結すること 

（２）情報システムの安全管理に関する従業者の役割、責任を定めた内部規定を周知させ

るための教育、訓練の実施、および適切に教育・訓練が行われていることの確認 

が必要であるとしている。 
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 2-4-3．物理的安全管理措置とは 

 

【解説】 

物理的安全管理措置とは、入退室の管理や情報盗難を防止するための措置に関するもの

である。 
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 2-4-3.1．物理的安全管理措置として講じるべき事項 

 

【解説】 

物理的安全管理措置として講じるべき事項としては、 

（１）入退室、入退館時を管理して、物理的に保護された室内での情報取扱を実施するよ

うにすること 

（２）席を離れるときには、書類、情報媒体（CD、DVD、フロッピーなど）、携帯可能な

PCなどを机上に放置しないようにし、コンピュータはパスワード付きスクリーンセ

イバー等を起動して、盗難防止に努めること 

（３）重要情報を扱う機器や装置が盗難、破壊、破損などによる被害に遭わないように物

理的に保護すること 

などを求めている。 
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 2-4-4．技術的安全管理措置とは 

 

【解説】 

技術的安全管理措置とは、情報システムへのアクセス制御、ウィルスやスパイウェアと

言った不正ソフトウェア対策、および情報システムの監視などを行い、重要情報を技術的

に管理・保護することである。 
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 2-4-4.1．技術的安全管理措置で講じるべき事項 

 

【解説】 

技術的安全管理措置で講じるべき事項としては、 

（１）ユーザ識別と認証を行い、システム利用者の真正性を確保する 

（２）アクセス制御により、業務上関わりのない情報やアクセス権限のない情報にアクセ

スできないようにする 

（３）アクセス権限の管理を行い、情報の種類別に、情報にアクセスできる権限を必要最

小限に止めて従業者に割当るようにする 

（４）情報へのアクセスを記録し、誰が、何の目的で、どの情報に、何時、アクセスした

かなどを記録保存することで、不具合時の原因究明に役立ち、アクセス記録の実施

により不正行為を抑止する 

（５）不正ソフトウェア対策を適切に行うことで、ウィルスやスパイウェアがシステムに

侵入することを防ぐ 

（６）情報の物理的な移送や電子的な送信を行う場合に、誤送信や不測の事態による情報

流出等が起こらないよう、適切な規定を作成し、運用する 

（７）情報システムの動作確認時の対策 

（８）情報システムの監視を行うことでシステムのサービス停止を防ぐ 

などが求められている。 
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 2-4-4.2．最小限の技術的安全要件 

 

【解説】 

企業の大小を問わず、として最小限要求される技術的安全要件としては 

（１）定期的にパスワードを変更することや、適切な長さのパスワードにする、他人に知

られないようにするなど、パスワードを安全に管理すること。 

（２）システム利用者、一人ひとりにユーザ IDを与えて管理する。複数のシステム利用者

が１つのユーザ IDを共有するなどを避けるようにする。 

（３）システムにログオンする場合には、必ずログオン認証をするようにする。 

（４）情報へのアクセスは、権限を越えて不要なアクセスができないようにアクセス制御

方針を作り、管理する。 

（５）アクセス記録をとり、情報への不要、不正、或いは不適切なアクセスを記録上でも

監視をすることで、不正行為を未然に防ぎ、事故発生時には迅速な原因究明ができ

るようにする。 

（６）不正ソフトウェア対策のためにウィルス対策ソフトやスパイウェア対策ソフトを備

え、それらの定義ファイルを常に最新のものに更新しておく。 

（７）宅配便、郵送など業者に移送を依頼する場合でも業者への必要なセキュリティ対策

を求め、適切に対応できる業者を選定し、事故発生に備えてデータ等は暗号化して

おく。また、メールなどによる情報送信の際には、宛先の間違い等に基づく誤送信

や盗聴などにも配慮してデータを暗号化するなどの対策を行う。 
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（８）インターネットなどに直接接続しているような場合、不正アクセス対策を何もして

いない状態では、5分とかからない間にコンピュータは攻撃を受けると言われている。 

ネットワークが直接インターネットに接続しているか、或いは ADSL によりインタ

ーネットに常時接続状態になっている場合には、ファイアウォールなどインターネ

ットから直接の攻撃を阻止するための設備が必要である。 

 

などが挙げられる。次に、各要件について個別に解説する。 
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□ユーザ ID管理 

 

【解説】 

ユーザ IDは、情報にアクセスする人を特定するための、言わばシステム上での個人名で

ある。（ユーザ ID、パスワード）の組が登録されたものと一致しなければならない。 

従って、複数ユーザでユーザ IDを共有するようなことはセキュリティ上問題が大きい。 

良くあるケースであるが、複数のパート従業員に対して 1つのユーザ IDを与えて、仕事を

行わせているような会社がある。 

このようなケースでは、パソコンを使うという作業上の機能性のみが優先されているが、

セキュリティ上、問題が発生した場合、アクセス者の特定は難しい。セキュリティ上は、

職制や雇用形態に寄らず、情報にアクセスが必要な従業員は一人ひとり個別のユーザ IDを 

割付けて管理するべきである。 
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□認証 

 

【解説】 

認証とは、正当なユーザであるかどうかを見極めて、不正に他人が正規のユーザに成り

すましてシステムにアクセスすることを防止する手段である。このためには、使い捨てパ

スワードを含むパスワード認証や ICカードによる認証、指紋や静脈などの情報を利用した

生体認証などが使われる。 
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□バックアップ 

 

【解説】 

システム障害、誤操作、災害による情報の破壊が脅威として考えられ、これによりシス

テムの安全を要素である可用性や正常業務の持続性を損なうリスクがある。 

これに対して、重要情報の複製を保管することで、情報の毀損時に速やかに復帰できる

ようになりサービスを提供できない事態を回避することができる。 

 

但し、バックアップを行うことでバックアップ媒体という新たな情報資源が増えること

になりバックアップ媒体の流出等による情報漏洩などのリスクにも対処しなければならな

いことに注意が必要である。 
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□アクセス権の管理 

 

【解説】 

アクセス権限の管理とは、「誰が、どの情報に、どのように、アクセスできるか」を定め、

管理することである。 

アクセス権限の中、「どのようにアクセスできるか」の例としては、「登録できる」「閲覧

できる」「更新できる」「削除できる」「印刷できる」などが挙げられる。つまり、職務遂行

上、ある情報の閲覧は必要だが、登録、更新、削除を行う必要のないものに対しては、必

要最小限のアクセス権限として、その情報への閲覧を許可するわけである。 
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□アクセス権の管理例 

 

【解説】 

アクセス権限の管理例である。 

管理職は、人事情報に関しては閲覧はできるが印刷はできず、経営情報については閲覧・

印刷ともに許可されている。 

 

人事部は、人事情報の閲覧や更新のためのアクセスが許可されている。 

 

営業部は、顧客情報の登録、更新、及び閲覧のためのアクセスが許可されている。 

 

このように、仕事遂行上、必要最小限のアクセス権限に止めることにより不正アクセス

の防止を行う。 
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□アクセス履歴の管理 

 

【解説】 

アクセス履歴を採り、管理することで不正アクセスが行われていれば発見することがで

きる。また、不正アクセスが行われる前にその兆候を検知することも期待できる。 

アクセス履歴は、「何時、誰が、どの情報に、どのようにアクセスしたか」が分かるよう

に記録する。 

この履歴を管理しておくことにより、以下のことが期待できる。 

 

○セキュリティ事故・事件が発生した時点の証拠を収集できる。 

○定期的にアクセス履歴を分析することで、不正行為の兆候を捉える。 

○アクセス履歴を採ることで、不正行為の抑止効果が期待できる。 



 

  93

□ネットワークの安全を確保する＜通信に対する対策＞ 

 

【解説】 

ファイアウォールは、通過しようとするパケットを検査し、予め許可したパケットだけ

を通し、それ以外のパケットを遮断するもので、ファイアウォールの機能は、このパケッ

トフィルタリングの方法で決まる。パケットフィルタリングの方法については、次章の情

報セキュリティの主要技術で解説する。 

 

侵入検知システム（IDS）とは、コンピュータやネットワークに対する不正行為を検出し

て、通知するためのシステムのことである。不正行為とは、ネットワークの外部からのア

クセスに限ったことではない。内部の誰かが社外秘や機密情報などを外部に送信すること

も不正行為となる。 

IDSには、商用のものでは、侵入検出アルゴリズムによって不正検出（Misuse detection)

と異常検出( Anomaly detection)に分類される。 

不正検出は予め登録された、既知の侵入手口を使った攻撃のみを検出できるものである。 

一方、異常検出は、通常とは異なる挙動を検出する方法によるもので、未知の手法による

攻撃も発見することができるが、検出結果が必ずしも不正行為や攻撃であるとは限らない

ため、「異常」という分類名になっているのである。 
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□通信に対する対策例 

 

【解説】 

VPNとは Virtual Private Network（仮想専用回線）として、インターネット上で相互に

通信する二つの局間を暗号化されたチャネルで結ぶことにより、パケットが盗聴できない

ようにしたものである。インターネット上でパケットは第三の局から読み取られる恐れが

あるが、パケットは暗号化されているため、その内容を読み取られることはなく、あたか

もインターネット上に専用回線を設けて通信しているように機能するため、このような名

称で呼ばれている。 

電子メールは、誤送信などが発生しないように注意しなければならないが、仮に誤送信

が発生しても、メールの内容を暗号化しておくことにより、情報流出を防ぐことができる。 

外部からのアクセスに対しては、ファイアウォールで適切に制限し、外部から権限を越え

た不正アクセスが行われないようにする。また、仕事上で扱う情報別に、ネットワークを

構成して、仕事上参照する必要のある情報のみを参照可能であるように構成することによ

り、不正アクセスが発生し難くすることも必要である。
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  □不正ソフトウェア対策 

 

【解説】 

不正ソフトウェア対策の目的は、コンピュータがウィルスやスパイウェアに感染しない

ようにすることである。そのためには、ウィルスやスパイウェアが侵入した場合、これを

検知し、駆除するウィルス対策ソフトやスパイウェア対策ソフトを導入しておく必要があ

る。 

さらに、不要なデータをむやみにインターネットからダウンロードをしない、出所が疑

わしいソフトなどをむやみにコンピュータにインストールしない、明らかに脆弱性が大き

い Winny などのようなファイル交換ソフトをインストールしない、・・・などの取り決め

が重要である。



 

  96

  □不正ソフトウェア対策例 

 

【解説】 

ウィルス対策ソフトやスパイウェア対策ソフトを導入することは最低限必要であるが、

導入後は、適切にウィルス定義ファイル、スパイウェア定義ファイルを最新のものに更新

するように管理しなければならない。 

ウィルスやスパイウェアに関する定義ファイルが最新のものに更新されていない場合、

ウィルスやスパイウェアの対策ソフトが導入されていないにも等しいと心得なければなら

ない。 

また、OSなどのバグや脆弱性を突いた攻撃などにも対処して、当該 OSに関する最新の

セキュリティパッチを適用しなければならない。 

如何なる場合でもWinnyなどのファイル交換ソフトはインストールしてはならない。ウ

ィルスやスパイウェアは、ファイルシステムを改竄する恐れもあるため、ファイル性ステ

ムの改竄を検出するツール（Tripwireなど）等も導入しておくと良い。
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  □スパイウェア対策 

 

【解説】 

スパイウェアは、SPAM などの迷惑メールの添付ファイルを開いたり、迷惑メールに記

された怪しいサイトへアクセスするなどにより侵入するケース、および出所が明らかでな

いフリーウェアやシェアウェアプログラムを使用して感染するケースが非常に多いことか

ら、スパイウェア対策としては、 

○信用できないメールの添付ファイルをむやみに開かない 

○興味本位で怪しいサイトにアクセスしない 

○出所の明らかでないプログラムの使用を避ける 

などの IT運用上の注意事項を厳格に守ることが重要である。 

そのほか、スパイウェアが侵入してしまった時に備えて、スパイウェア対策ソフトと導

入しておくこと、OSのセキュリティパッチ（セキュリティ上の不具合・脆弱性を修正する

プログラム）を適用しておくことも主要な対策になる。
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  □情報の移送（運搬・通信） 

 

【解説】 

安全なシステムの要点の一つとして「通信の安全」があるが、この通信とは、ネットワ

ーク上の通信や電話などによる通信のみを意味するものではない。企業では、電気通信以

外にも、CDROM、DVDROM、磁気テープ、磁気ディスクなど、様々な媒体に記録した重

要情報を移送することがしばしばある。また、ノートパソコンなどを直接持ち歩くなども

情報の移送である。このように情報媒体の移送には、紛失、盗難という脅威がある。つま

り情報の物理的な移送にも、情報が漏洩・流出するなどのリスクが伴うのである。 

このような情報の移送に伴うリスクへの対策としては、移送を業者に委託する場合、業

者とのセキュリティ上の取り扱いに関する契約を行うこと、万が一にも移送中に情報媒体

が紛失するなど、漏洩のリスクに対処して情報を暗号化しておくことが重要である。 

上記のような物理的な移送のみならず、電子メールなどのようなネットワーク上の情報

通信においても誤送信や盗聴に備えて、通信内容を暗号化することが望ましい。
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  □情報システムの管理 

 

【解説】 

安全なシステムの要件の一つとして「正常なサービスの継続」がある。特に企業活動を

支える情報システムのサービスが停止することなく正常に継続できることは、企業活動で

もっとも重要な要件であると言って良い。情報システムが正常にサービスを提供し続ける

ためには、システムを安定動作させ、システム異常による応答性の悪化やデータ処理エラ

ー、システムダウンなどの発生を防がなければならない。 

そのためには、 

（１）ハードディスクの残量（ハードディスクの使用量と残量の比率で、残量が極端に少

なくなっていないか） 

（２）CPUの負荷状況（CPUで実行中のプログラム数が異常に増えていないか） 

（３）ネットワークトラフィック量（情報システムがその利用者との間で行っている通信

で、送受信しているパケット量が異常に増えていないか） 

などについて常に監視するなど、情報システムの管理・運用上の対策が必要である。 
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 □機器・媒体の廃棄 

 

【解説】 

企業で広く使われている複合コピー機などは、印刷物の印刷情報を画像として読み取る

スキャナとそれを格納するディスク、そして格納した画像を印刷するプリンタから構成さ

れているものが多い。つまりコピー機は、スキャナ、パソコン、プリンタの組み合わせで

出来ているので、コピーした資料は、画像としてコピー機内部のハードディスク中に格納

されている。したがってコピー機のリース切れに伴い廃棄、或いはリース会社に返却する

場合に、ハードディスク中の画像データとして残された状態でコピーした情報が漏洩する

可能性がある。 

上記のような漏洩可能性は、コピー機だけではなく、パソコン本体なども当然当てはま

ることである。これらの記録媒体を含む IT機器を廃棄する際には、記録された情報を確実

に消去する対策が必要である。そのために、専用のデータ消去ツールなどを使ってディス

ク内に無意味な情報を上書きすることにより消去するか、焼却や裁断などにより物理的に

記憶媒体を破壊するのが一般的である。 

なお、パソコン等で OSコマンドによりファイル消去をした場合、ディスク中の記録デー

タ自体が消去されないことに注意が必要である。
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 2-5．情報セキュリティマネジメント 

 

【解説】 

情報セキュリティマネジメントは、企業、組織のリスク管理の一環として、経営者が情

報セキュリティに関わるリスクに関して自らの企業を規律することである。この規律の基

準となるものがセキュリティポリシーであり、先ずは企業、組織の実態に即したセキュリ

ティポリシー策定を行う。本節では、セキュリティポリシーとはどのような内容の文書で

あるのか、企業、組織としてセキュリティポリシーを策定するための委員会に招聘する委

員には、どのようなスキルが求められるか、また一般的にどのような手順でセキュリティ

ポリシーを策定するのか、について解説する。 

セキュリティポリシー策定後、企業、組織においてセキュリティレベルの維持、向上、

或いはそのための管理に関する考え方についても述べる。
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 2-5-1．セキュリティポリシー 

 

【解説】 

企業、組織の情報セキュリティを考えるには、リスクという視点が必要であることはす

でに述べた。また、リスクを分析・評価するためにはリスクを情報資産、脅威、脆弱性の

三つの要素で把握することが重要であることも述べた。企業、組織の情報セキュリティ対

策を行うには、先ずすべての情報資産を洗い出し、情報資産一つ一つについてリスク分析

を行い、これらリスクを低減させる対策を講じなければならない。そして、この対策は一

時的なものではなく、企業活動が続く限り、遵守・実施され、見直され、改善されなけれ

ばならない。 

セキュリティポリシーは、企業、組織の情報資産をリスクからどのように守るかという

対策が記述され、実施、運用、見直し、改善ができるようにすると共に、企業の事業計画

に情報セキュリティ対策を盛り込むための基準となる文書である。 

また、対外的には、企業、組織がどのようなスタンスで情報セキュリティに取り組んで

いるかということを表明する文書でもある。 
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 2-5-2．ポリシー策定手順 

 

【解説】 

一般的なセキュリティポリシー策定手順を示す。 

先ず、セキュリティポリシーを策定するための委員会（セキュリティフォーラム）を設

立する。セキュリティフォーラムでは、最初にセキュリティ対策の位置づけや、ポリシー

策定作業範囲を決める。策定作業範囲は、セキュリティポリシーを適用する範囲で、たと

えば部署や支社、或いは部屋、館など物理的な区分でも良い。 

 次に、セキュリティポリシーを策定するためのスケジュールを作成する。セキュリティ

ポリシーは、長期の時間をかけて詳細精密に行うよりも、できるだけ速やかに策定し、運

用を開始することが重要である。そのため、最小限の時間で効率よく策定できるようにス

ケジュールを作成することが必要である。 

 スケジュールができたら、情報資産の洗い出し、そしてリスク分析・評価を行う。この

際、できるだけ多くの人々からヒヤリングやアンケートなどによりリスクを調査するのが

良い。この作業によりすべての社員に対して、セキュリティポリシーやリスクへの意識付

けを同時に行うことができるからである。 

 リスクの分析・評価が大凡終了すれば、各リスクに対する対策を整理し、セキュリティ

ポリシーとしてルール化を行い、その承認を受け、運用を開始する。 

 運用開始後は、一定期間ごとにセキュリティポリシーの遵守状況を調べ、またリスクの

見直し・再評価・セキュリティポリシーの改善を繰り返す。
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 2-5-3．セキュリティ委員会の設立 

 

【解説】 

セキュリティフォーラム（委員会）の設立にあたっては、経営者が会社の権威を持って

セキュリティ対策の担当者を選出し、任命しなければならない。これは、会社における情

報取扱に関わる業務規程を作成することであるので、これに違反したものへの罰則も含む

ため、充分に権威付けられていることが必要である。 

担当者の適正としては、情報セキュリティ対策に関しての見識を持っていることが必要

であるが、会社における業務に新たな規制を加えることでもあることから各部署間の調整

役を担える人望を兼ね備えている人物が適している。 

 

委員会のメンバーには、セキュリティポリシー策定作業範囲から一様に募るのが望まし

い。たとえば、セキュリティ対策を講じる範囲が部署であれば、営業部、技術部、工場、

支社というように各部署からメンバーを選出する。 
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 2-5-4．セキュリティ委員会メンバー例 

 

【解説】 

セキュリティ委員会のメンバーとしては、セキュリティ委員会が会社の命を受けてセキ

ュリティポリシー策定作業を行っているという権威を与えることで、策定への作業協力や

策定後の遵守状況が変わるため、必ず会社を代表できる役員を入れることが重要である。 

 また、セキュリティポリシーが違反に対する罰則規定などを盛り込む必要があることか

ら、人事・総務の規定に通じる委員、たとえば人事部長、総務部長などを入れる。 

 セキュリティ対策は、情報システムの具体的な運用や管理形態に関して専門的な見識が

必要となるので、情報システム管理者がメンバーになることは必須である。 

セキュリティポリシー策定後は、これを社内外に告知し、また何らかの障害発生時には

顧客対応をする委員が必要であるため、広報担当者が加わることが望ましい。 

上記の社内委員に加えて、社外からセキュリティコンサルタントなどの専門家を起用す

ることで偏りの少ないポリシー策定を行うことができる。 
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 2-5-5．基本計画立案時に考慮すべき事項 

 

【解説】 

セキュリティポリシー策定に向けて計画立案をする際に考慮するべき事項として、 

（１）経営方針としてセキュリティが重要である旨、経営者層による意思表明として行わ 

れることが重要である。 

（２）セキュリティポリシーは、運用できてはじめて意味を持つものであるので、ポリシ

ーの雛形の受け売りで見かけの立派なポリシーを作ることは失敗の原因になること

が多い。 

（３）リスクは常に変動している。したがってポリシーを作成中でも何らかのセキュリテ

ィ上の問題は発生した場合、リスク分析をやり直すくらいの柔軟な取り組みが重要

である。 

（４）セキュリティポリシーは、全社員が理解し、実行してこそ、機能するものである。

そのため、なぜこのようなセキュリティポリシーを策定するのかという策定の意図

を全社員に理解させると共にセキュリティ教育を行うことが必要である。セキュリ

ティポリシーは、法律書のようなものである。やってはならないという条文を教条

的に実践するのではなく、その条文の意味する精神を理解して行動するよう教育す

ることが大切である。 

（５）セキュリティポリシーは、一度策定して終わりというものではなく、運用と共に、

見直し、改善を繰り返しながら、企業が存続する限りセキュリティ体制を維持する
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ための規範となるものである。そのために継続したセキュリティ対策実施体制の確

立も考慮しておかなければならない。 
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 2-5-6．セキュリティポリシーの構成 

 

【解説】 

セキュリティポリシーの構成は、形式的には、ポリシー、スタンダード、プロシージャ

なる 3階層の構成になる。 

 

 先ず、ポリシーは、経営者トップによるセキュリティ対策に関する基本方針を、経営者

による宣言として記述されたものである。 

 

 セキュリティ対策に関する基本方針に従って、セキュリティポリシー適用される部署や

職種別に記述されたセキュリティ対策・規定を列挙する。 

 規模が大きくなれば、この部分は部署ごとに分冊化されて纏められる場合もある。これ

らはスタンダードと呼ばれる。 

 

 その他、スタンダードに記載されたセキュリティ対策・規定を実行する際の手順書やワ

ークフローなどを具体的に記したマニュアルを必要に応じて作成する。 

 



 

  109

 2-5-7．プロジェクトフォーラムの作業例 

 

【解説】 

セキュリティフォーラムにおける作業例を示す。 

（１） 先ず情報資産の洗い出しを行い、分類し、ラベル付けを行う。 

（２） 洗い出した情報資産についてリスク分析を行う。リスクは常に変動しているので、

これはできるだけ速やかに行う必要がる。 

（３） リスクごとに対策を整理し、セキュリティポリシーを策定する。また、これらをド

キュメント化し管理する。 

（４） セキュリティポリシードキュメントをできるだけ速やかに各部署に配布する。 

（５） セキュリティポリシーの実施計画を作り、その後、その遵守状況を監査する。 

（６） セキュリティポリシー運用を開始してから、一定期間ごとにセキュリティポリシー

が現状のリスクに適切に対応しているかなどリスク再分析・再評価も含めてポリシ

ーの見直し、改善を行う。 

（７） セキュリティ対策では、セキュリティ教育の企画と実施は重要である。 

セキュリティ教育の実施についての規定もセキュリティポリシーに記述されている

ものであるが、適切にセキュリティ教育を実施することもセキュリティフォーラム

の作業である。 

（８） セキュリティポリシーの維持・管理を行うと共に、セキュリティに関する事故の状

況把握や報告を行う。また、セキュリティ違反者への勧告等も行う。 
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（９） ウィルス感染、不正アクセス被害などセキュリティ事故が発生した時には、いち早

く被害状況を把握し、被害を最小限に止めるための処置を行うと共に社内外の関係

者への通達を行う体制を確立する。 

 

このようなセキュリティ事故処理に関する体制は、事故発生時の応急処置の指導体制を

有し、事故発生時の連絡網が整備されており、事故発生時には速やかに事故対策委員会を

召集できる体制を意味する。 

 

 例えば、全社的セキュリティを統括する責任者をセキュリティフォーラムの委員から選

出する。また、各部署からセキュリティ管理責任者を選出する。 

 部署ごとには、事故発生時の対応に関する応急手順が決められており、一定期間ごとに

応急対応に関する確認や教育、演習が行われている。 

 

【応急対応の例】、ウィルス感染の場合には、部署の LAN と外部インターネットとの接続

を一時的に切り離し、感染を確認したホスト（コンピュータ）を停止させ、LANから切り

離す（LANケーブル、或いは、無線 LANカードを外す）。 

 

【備考】これら部署ごとの事故対応手順などはセキュリティポリシーのスタンダードに

規定されている。 

 

 部署内では、事故発生の発見者は、応急処置を行うと共に部署のセキュリティ管理責任

者へ連絡する。部署のセキュリティ管理責任者は、事故の発生内容によって、速やかに全

社的セキュリティ統括責任者に連絡するか、事故処理後に報告する。 

 

 このように事故発生に関わる情報を、発見者から各部署のセキュリティ管理責任者へ、

そして全社的セキュリティ統括責任者へ、速やかに伝達できる連絡網を確立し、適宜に、

適切な対応策の指示を受けられる体制が確立していなければならない。 
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 2-5-8．セキュリティポリシーの運用 

 

【解説】 

策定したセキュリティポリシーに基づく運用で重要なことは、セキュリティポリシーの

遵守状況の監査を行い、全社員によるセキュリティポリシーを遵守するように指導するこ

とである。遵守状況が悪い場合、セキュリティポリシーが現状のリスクや作業に適してい

ない場合があるので、遵守状況の改善として、リスクの再分析やポリシーの適切性に関す

る見直しを行う。これらの作業の結果、ポリシーが修正されることになれば、修正次第、

ポリシーの修正部分を告知し、迅速に新ポリシーへの対応を促す。このように情報セキュ

リティポリシーは、計画し、実行し、再評価、改善することを繰り返しながら、常に最新

のリスク状況に対応し、最善のセキュリティ対策体制を維持する指標、指針として保守し

なければならない。また、外部の機関を活用して監査を行う場合、当該機関に情報システ

ムの弱点が知られることになるということを十分留意の上、機関の信頼性について慎重な

検討と選定を行うことが必要である。 

 

【備考】 

 上記の PDCA（Plan、Do、Check、Action）サイクルは、企業が存続する限り、繰り返

し行われなければならない。 
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【セキュリティポリシー運用における侵害時の対応】 

 1．緊急時対応計画の円滑な実施のため、定期的に訓練を実施し、訓練の結果を  

踏まえて、緊急時対応計画の評価・見直しを適切に実施する。 

 2. 連絡手段は、情報セキュリティ上安全なものを用いる。 

 3. 調査に時間をとられることによって、必要な連絡に遅れがあってはならない。 

 4. 処理を実施する際に、責任者の許可無く担当者が実施できる範囲、責任者の許可

が必要な範囲を定めておく。 

 5. 発防止計画については、当該侵害に関するリスク分析の結果を踏まえ、ポリシー、

各種措置、緊急時対応計画、実施手順の評価・見直しに係る検討結果を具体的に

示す。 

 

【備考】上記の規定例は、財団法人全国中小企業情報化促進センターにおける情報セキ

ュリティポリシー運用規定より抜粋したものである。 
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 2-5-9．セキュリティレベル向上のポイント 

 

【解説】 

セキュリティレベルを向上させるポイントは、 

（１）セキュリティとはどのようなことか 

（２）なぜ組織内の情報資産を守らなければならないのか 

（３）どのようにすればリスクから情報資産を保護できるのか 

（４）自らの環境にどのような脅威が潜んでいるか 

を理解させ、具体的な対処方法を周知徹底させることが重要である。 

 この際、ポリシーというルールを守るという意識よりも、ポリシーに書かれたルールは、

日常業務において情報資産を保護するために必要な最低限の遵守事項であるという認識を

共有できるようにすることである。そのためには、セキュリティ教育を定期的に実施し、

セキュリティ意識の持続を図ることが大切である。 
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第 3節 情報セキュリティの基本技術 

 

【解説】 

情報セキュリティの基本技術を理解するためには、ネットワーク通信がどのような原理

で行われているかを知ることが必須である。ネットワーク通信の原理が理解できると不正

アクセスがどのようにネットワーク通信の原理を利用しているかが理解できるようになり、

そのような不正アクセスを防止するための安全管理ではどのような技術が必要になるかが

理解できるようになる。 

本節では、このような観点からネットワーク通信の原理を理解しようとするときに必要

となる通信の考え方を解説する。 
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 3-1．ネットワーク通信の基礎 

 

【解説】 

情報セキュリティについて、特にネットワークに関わるセキュリティ対策を理解するに

は、ネットワーク通信の仕組みや通信プロトコル等に関する基本的理解が必要である。し

かしながら、本テキストはネットワーク通信に関する技術書ではないので、後の情報セキ

ュリティ対策に関して理解を助ける程度の最小限の解説を行う。 
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 3-1-1．ネットワークにおける通信 

 

【解説】 

ネットワーク通信、特にインターネット、LAN などでは通信プロトコルとして TCP/IP

プロトコルを用いる。 

TCP/IPプロトコルの最大の特徴は、クライアント・サーバモデルによる通信である。こ

れは、通信する２つの PCの一方がクライアントであれば、他方は必ずサーバでなければな

らず、通信が開始できる条件はサーバが先に動作を開始していて、クライアントからの接

続要求を待っていることである。従ってサーバは通信をするためにクライアントからの接

続要求を待っているため、クライアントからの接続要求が着信すると必ずこれに応答する

ようになっている。 

クライアントの接続要求は TCP では SYN パケットというパケットを使う。サーバがこ

の接続要求への応答する場合には ACKパケットを返すが、サーバは ACKによる応答に対

して再びクライアントからの SYN応答が返されることを期待している。 

この一連のやり取りでクライアントとサーバ間で仮想回線と呼ばれるチャネルが開設さ

れ、以降、通信を終了するまでこのチャネルが保たれるのである。クライアント・サーバ

間でのチャネル開設に関するこの一連のやり取りは TCPプロトコルと呼ばれる、クライア

ント・サーバ間でデータを誤りなく交換できるようにするための通信規約で定められたも

のである。 

実際に接続要求に相当する SYN パケットやデータを送るためのパケットなどの TCP パ
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ケットをクライアントからサーバに、或いはサーバからクライアントに届けるにはクライ

アント、サーバ共に相手のアドレスを指定してデータを送らなければならないが、このア

ドレスを管理して指定されたアドレスのマシンに TCPパケットをデータとして送るための

通信規約が IPプロトコルと呼ばれるものである。 

このように二つのコンピュータ間でデータ通信を行うには、データを誤りなく伝送する

ことのみを制御するための TCPや、データを指定されたアドレス（IPアドレス）に届ける

ことのみを制御する IPのように、いくつものプロトコルが階層的に作用している。 
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3-1-2．ネットワーク通信モデル 

 

【解説】 

通信は、クライアント･サーバによる TCP/IP通信で説明したようにいくつものプロトコ

ルが階層的に作用して成り立っている。プロトコルは通信規約意味するが、一つの 

プロトコルに関してクライアントとサーバ間で仮想的な通信回線＝チャネルが存在する

ものとしてネットワーク通信のモデルを表現することができる。 

このとき、１つのプロトコルに関してクライアント・サーバ間にできるチャネルを含む

機能領域を「レイヤー」或いは「層」と呼び、現在では、一般的な通信を 7 層で表現され

る OSI（Open System Interconnection)モデルが使われる。 

OSI モデルが制定される以前は、TCP/IP モデルが使われていたが、OSI モデルにより、

更に詳細に通信層の機能定義が可能になった。 

 

本テキストでは、通信の原理をわかりやすく解説するという目的から、従来のシンプル

な TCP/IPモデルによる通信を例に以下解説を進める。 
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3-1-3．TCP/IPモデルでの通信 

 

【解説】 

TCP/IPモデルでは、最下層であるネットワーク層から始まり、インターネット層、トラ

ンスポート層、アプリケーション層の 4層で通信をモデル化する。 

 

最下層は、実際にハードウェアとして電気信号レベルでのデータをやり取りするための

通信規約（プロトコル）が支配することになるが、インターネットや LAN では Ethernet

（イーサネット）プロトコルなどが使われている。 

 

インターネット層では IPプロトコルが支配するが、IPプロトコルはその上のトランスポ

ート層からの依頼によるデータを指定された IPアドレスまで転送するための経路選択など

の制御をするプロトコルである。このようなネットワーク上のデータ伝送経路を制御する

プロトコルを有する層がインターネット層である。 

 

トランスポート層は伝送制御を行うためのプロトコルを有する層である。伝送制御プロ

トコルは主としてデータを誤りなく、チャネルを介して目的とするコンピュータの同じ層

に届けるための手順を管理するプロトコルである。これは通信する上で経路制御などの問

題は、下位のインターネット層にある IPプロトコルが解決してくれるので、トランスポー

ト層では伝送制御のみに集中特化できるわけである。 
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最上位層のアプリケーション層では、FTPや SMTP、POPなどのアプリケーションがフ

ァイルの転送や、メールの送受信をするなど、我々通信を利用するものが直接必要とする

機能を実現するためのプロトコルやプログラムが動作する。 

 

このように通信機能が階層化されることにより、例えばファイル転送を行う FTPを実装

するには、トランスポート層以下の既にある機能を利用することで、実現できるため、FTP

プログラムなど、アプリケーションをコンピュータの機種構成に影響されずに作成するこ

とができる。このようにして、TCP/IPモデル上で、どの機種のコンピュータでも同様に動

作するアプリケーションが作成できるわけである。 
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 3-1-4．ネットワーク通信におけるパケット 

 

【解説】 

TCP/IPモデルによる通信の説明で、各層ごとにプロトコルが規定され、そのプロトコル

に従って制御を行うためには、各層ごとのチャネル間通信に必要なデータ形式を定めてお

く必要がある。そのために、各プロトコル特有のパケット形式が決められている。 

 

パケットは、通常、パケットヘッダと称する送信元アドレス、送信先アドレスやヘッダ

と共に送るデータ本体のサイズなどの通信制御に必要な情報を格納する領域を持つ。従っ

て、パケット＝パケットヘッダ＋データ本体 から構成されている。 

 

通信の用語では、これらはプロトコルの如何によらずパケットと表現されるが、Ethernet

パケットをフレーム、IPパケットをデータグラム、TCPパケットをセグメントと呼ぶ慣わ

しもある。 
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 3-2．不正アクセス手段の特徴・検知手順 

 

【解説】 

不正アクセス対策を検討する上で、どのような不正アクセスがあり、どのような原理に

基づいて行われているのかを知ることは有用である。 

これまでに明らかになっている不正アクセスを収集し、技術的に分類・整理すると数種

の特徴に分かれ、これらの特徴を逆に不正アクセスを検知するための手がかりや方針とし

て利用できることがわかる。 

 

これまでネットワーク通信の基礎に関して解説したクライアント・サーバ間のやり取り

が通信を開始するには必須の手順であることを考えれば、クライアント側が、不正アクセ

ス時にこれらの通信規約上の手順を悪用することでサーバ動作を混乱させ、問題を発生さ

せることが容易にできるということが理解できる。 
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 3-2-1．不正アクセス手段の特徴 

 

【解説】 

不正アクセス手段の特徴には、大きく分類すると、次の 4つがある。 

（１）通信プロトコルの仕様に違反したパケット或いは制御手順を行うことで、攻撃対象

のリモートホストのエラーを引き起こす。 

（２）攻撃対象のリモートホストに対して、その処理能力を超えた、短時間に膨大な数の

アクセスを行うことにより、リモートホストのエラーを引き起こす。 

（３）攻撃対象のリモートホストに対して、その処理能力を超えたサイズの巨大なデータ

を送り付け、リモートホストのエラーを引き起こす。 

（４）攻撃対象のリモートホストに対して、不正なコマンドや URLを使用するアクセスを

行う。これは実行可能なコマンドの脆弱性を利用することで、リモートホストに非

公開のコマンドを実行させ、異常な動作やエラーを引き起こす。 

 

以下にこれらの不正アクセス手段の特徴に注目して、不正アクセスを検出する手順につ

いて解説する。 
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 3-2-1.1．プロトコル仕様違反 

 

【解説】 

プロトコル仕様に違反したアクセスにより、攻撃対象にエラーを引き起こす類の不正ア

クセスは、IETF における通信規約が制定される際に発行される各プロトコル別の RFC ド

キュメントに既定された項目、例えば 

 

（１）パケットフィールド形式の規定 

（２）フィールド長の規定 

（３）フィールドに含まれる数値の取り得る範囲 

（４）フィールドに含まれる文字列（コマンド名称など）の制限 

（５）フィールドとフィールドの間で期待されるデータの整合性 

 

などについて RFC の規定と異なるので、パケットを RFC 規定に則って調べることで不正

アクセスを検知することができる。 
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  □IPパケットヘッダフィールド許可値の例 

 

【解説】 

RFCに規定された IPパケットにおけるヘッダフィールドの許可値を参考のため掲げる。

フィールド毎に設定し得る値の範囲は、各フィールドが有するバイト長分の値が可能であ

るが、許可値として、IP パケットのフィールドとして意味ある値には上限、下限が付いた

ものがある。先ず、これらの許容値を逸脱していないかという観点でパケット検査を行う

のである。 
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 3-2-1.2．短時間に膨大なアクセス数 

 

【解説】 

次に、短時間に膨大なアクセスを発生することにより、攻撃対象のリモートホストにエ

ラーを引き起こすような不正アクセスでは、アクセスの許容量がリモートホストの性能や

通信ソフトの実装により異なることから、アクセス数を計測するためのプログラム等を使

って、単位時間のアクセス数を計数し、別途定めた単位時間あたりの許容アクセス数を超

えた場合に、不正アクセスであると検知する方法が必要になる。 

このためには、アクセスポリシーとしてサイトで許可するアクセス頻度を定め、アクセ

スをモニター及び計数するプログラムを用意する。 
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 3-2-1.3．巨大なデータサイズ 

 

【解説】 

巨大なデータを送りつけることで攻撃対象にエラーを引き起こすような不正アクセスは、

膨大なアクセス数による場合と同様に、アクセスポリシーとして、サイトで許可するデー

タ量の最大値やパラメータ長の最大値を定めておき、パケットヘッダやデータパケットに

ついてその実態を計測するソフトウェアを具備することで検知する。 
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 3-2-1.4．不正パラメータや URLを使用 

 

【解説】 

不正パラメータや URLを伴うプロトコルにより、攻撃対象にエラーを引き起こそうとす

る不正アクセスの場合、このような手法は、FTPや SMTP、HTTPなどアプリケーション

プロトコルに対して適用されることが多い。 

そのため、アプリケーションプロトコル毎に、サイトで許可するパラメータ（コマンド、

引数、URL）の内容を、アクセスポリシーに記述し、これに違反したアクセスを検知する。 

アプリケーションプロトコルの場合、上記のような不正パラメータや URLの指定による不

正アクセスが発覚した場合、アプリケーションプロトコル自体で、このような不正使用が

できる原因となる脆弱性を取り除いた修正版、或いは修正パッチがリリースされることも

多いので、サーバ管理者は、努めて最新版のアプリケーションプロトコルを使用するよう

にしなければならない。 
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 3-2-2．不正アクセス検知手順 

 

【解説】 

これまでに説明した不正アクセスの検知について、検知手順を体系的に示したものが本

図である。 

このような検知フローを実装した商用のセキュリティ機器もある。 

以下にフローに沿って、その動作を解説する。 



 

  130

 3-2-2.1．パケットの取得と精査 

 

【解説】 

Ethernet（イーサネット）など LAN上を流れるパケットの中、監視対象ホスト宛のパケ

ットのすべてを取り込む。 

通常、Ethernet インタフェースにおいてプロミスカスモードに設定すると、自己アドレ

ス宛以外のパケットも取り込むことが出来る。取り込んだパケットの中、Ethernet アドレ

スが監視対象ホスト宛てのパケットを取り込み、それ以外を捨てるプロセスである。 
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 3-2-2.2．IPパケットの異常チェック 

 

【解説】 

取り込んだ Ethernetパケットのデータ領域には IPパケットが格納されている。この IP

パケットについて、そのヘッダ部分が RFCドキュメントに規定された仕様を満たしている

か否かのチェックを行うプロセスである。 
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  □IPパケットヘッダフィールド許可値の例 

 

 

【解説】 

IPパケットのヘッダを検査する際の許容値の例を再掲する。 

フィールド値の中、特に下限、上限が指定されているものについて厳密にチェックする。 
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3-2-2.3．IPフラグメントの再構成 

 

【解説】 

IP フラグメントの再構成プロセスでは、IP パケットが非常に大きく、複数の IP パケッ

トに分割して送られてきている場合、先ず IPヘッダが正常か否かをチェックし、これが正

常であれば、IPヘッダに基づき複数の IPパケットで送られたデータの再構成を行う。 

この際、再構成に必要な IPパケットヘッダ中の Fragment Offset値が不連続なものや、

パケット長が 65535バイトを超えるようなものは異常とする。 



 

  134

 3-2-2.4．トランスポート層のチェック 

 

【解説】 

トランスポート層で使用されるプロトコルの多くは、TCP、UDP、ICMP などであり、

これらの FLOOD系攻撃が多い。TCP、UDP、ICMPの場合、固定フィールド長であるた

め、フィールド長が規定値であるかどうかのチェックを行う。TCP、UDP、ICMP のいず

れのプロトコルが使われているかは IPパケットのProtocolフィールド値により判断できる。
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 3-2-2.5．アプリケーション層のチェック 

 

【解説】 

アプリケーション層では、実際に通信しているクライアント側のアプリケーションとサ

ーバ側のサービスプログラムとの間で、サービス内容、サーバ動作、クライアント動作に

直接関連するコマンドやパラメータの受け渡しが行われる。これらのコマンドやパラメー

タについて、許可されたものであるか否かをチェックする。サーバ側のサービスプログラ

ムを開発する過程で動作試験を簡便に行う目的で組み込まれた特権的なコマンドなどが、

開発終了後も組み込まれたままになっているような脆弱性は、しばしば指摘されている。  

このような脆弱性を衝いて不正アクセスが行われる場合が考えられる。 
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 3-2-2.6 単位時間あたりのアクセス回数 

 

【解説】 

IP パケットの異常チェック（3-2-2.3～3-2-2.4）を行いながら、これと並行して IP パケ

ットの単位時間あたりの個数を記録することで、アクセス回数が分かる。FLOOD系の攻撃

であれば、このアクセス回数が異常に大きくなるが、これがアクセスポリシーとして定めた

許容回数以内かどうかをチェックし、単位時間あたりのアクセス許容回数を超えていれば、

攻撃（異常）と見なして以後の IPパケットを破棄するなどの不正アクセス処理を実行する。
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 3-3．安全管理の主要技術 

 

【解説】 

技術的安全管理措置の解説でも述べたが、情報の改竄などへの対策には、アクセス制御に

より特定の権限を持つ者以外が情報資源にアクセスできないように制限することが有効で

あり、また、情報の流出や漏洩などへの対策には、情報の暗号化が有効である。 

また、通信の相手が「成りすまし」などではない正しい相手であることを確認するには、

認証技術が有効である。このように安全管理に関わる主要技術は、暗号技術、アクセス制

御技術、認証技術である。これらの技術は、これからのネットワーク社会において安全な

行政手続きや商取引を行う上でも基盤技術となっている。本節では、これらの主要技術に

ついてセキュリティ対策法を理解するための必要最小限の解説を行う。
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3-3-1．ファイアウォール（機密性） 

 

【解説】 

ファイアウォールは、通過しようとするパケットを検査し、予め許可したパケットだけ

を通し、それ以外のパケットを遮断するもので、ファイアウォールの機能は、このパケッ

トフィルタリングの方法で決まる。 

フィルタリング手法は、次のようなものがある。 

１．スタティック･フィルタリング 

２．ダイナミック・フィルタリング 

３．ステートフル・パケット・インスペクション 

４．アプリケーション・データ検査 

 

スタティック・フィルタリングは、パケット転送の向き、宛先 IP アドレス、送信元 IP

アドレス、プロトコル番号（プロトコルを識別する）、宛先ポート番号、送信元ポート番号

の 6 種類の情報を予めファイアウォールに登録しておくことで、その登録上に適合するパ

ケットの通過を許可したり禁止したりする。スタティック・フィルタリングではファイア

ウォール内部のネットワークを流れるパケットが誤って外部に流出するとか、外部から内

部に不要なパケットが流入することを防ぐことができるが内部から外部のインターネット

サーバなどにアクセスした時のサーバからの応答パケットを装って内部に送り込まれる不

正（攻撃）パケットを防ぐことが出来ない弱点がある。 
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ダイナミック・フィルタリングは、このようなスタティック・フィルタリングの弱点を

補ったもので内部から外部のインターネットサーバにアクセスした時に、アクセス先のサ

ーバの IPアドレス等を一時的に記録しておき、そのサーバからの応答パケットに限って通

過させるように振舞う方式である。内部から外部へのパケット送信を許可するか否かを弁

別する機能は、スタティック・フィルタリングと同等である。 

ステートフル・パケット・インスペクションとは、ファイアウォールを通過するパケッ

トのデータを読み取り、内容を判断して動的にポートを開放・閉鎖する機能をいう。 

従来のパケットフィルタリング機能では、「最初にデータを送信したのが、LAN側かWAN

側か」「アクセス先のポートが何番か」など、TCPや UDPのヘッダを元に判断できる定型

的な条件をセットしてパケットを遮断・通過させていたが、特定のサーバを攻撃するため

に生成された不正なパケットを適切に処理できないことがあった。ステートフル・パケッ

ト・インスペクションでは、LAN側から送信したデータをセッションログとして保管して

おき、WAN側から到着したパケットがセッションログに矛盾しないかを確認するのである。

例えば、WAN側から ACKフラグが付いたパケットを受信した際に、そのパケットに対応

するデータが LAN 側から送信されたかどうかセッションログを用いて確認する。もし、

WAN 側から送信されてきたパケットとセッションログが矛盾する場合にはパケットを遮

断し、LAN内部のマシンを不正アクセスから保護する。このように、パケットのデータ部 

の内容まで監視し、セッション状態やアプリケーションレベルのプロトコル状態を調べる

ことでパケットを通過させるかどうかを判断するので、あるプロトコルを使った接続での

み特定のアドレスの特定のポートからの接続要求を許可したい、などという要求にも応え

ることができる方式である。 

アプリケーションデータインスペクションとは、FTPや SMTPなどユーザレベルのアプ

リケーションで送受信されるデータの中身まで検査してパケット通過の許可・禁止をしよ

うとするもので、言わば究極のフィルタリングである。しかしながら、OSIモデルや TCP/IP

モデルからも分かるように、通信は複数の層に渡って多くのプロトコルが適用されている

ため、ファイアウォールを通過するパケットのデータ部には上位パケットが幾重にも織り

込まれている。このため、ファイアウォールがアプリケーションレベルで送受信されるデ

ータを検査するには、これらのプロトコル階層を分解し、検査し、再構築する必要があり、 

データ量の大きい場合には、複数の通過パケットについて取り出したデータを連結してか

ら検査しなければならないという様に、その実装は複雑で、処理時間も通信システムの性

能の観点から無視できない大きさになる。今日、アプリケーションデータインスペクショ

ンの欠点を補うための多くの技術改良がなされてきているが、まだファイアウォールとし

ては一般的とは言えない。アプリケーションレベルでのデータ検査という観点では、ウィ

ルスやスパイウェアがデータに含まれているかという特定の特徴を検査する不正ソフトウ

ェア対策用のワクチンプログラムなど、特化したものが普及している。 

 



 

  140

3-3-1.1．ファイアウォールの特徴 

 

【解説】 

ファイアウォールは、インターネットなどの外部ネットワークと企業内 LANなどの内部

ネットワークを接続する境界部に配置され、ファイアウォールを通過するパケットについ

て、予め設定されたルールに従って、パケットの通過許可・拒否などのフィルタリングを

行うものであるが、外部からの攻撃において、設定したルールで攻撃パケットを阻止でき

なかった場合、つまり侵入に成功した攻撃者による不正アクセスには無力である。また、

同様にファイアウォールを通過しない内部の利用者による内部への不正アクセスにも無力

である。このファイアウォールの欠点を補うものとして侵入検知システム（IDS : Intrusion 

Detection System）がある。 
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 3-3-2．IDS（侵入検知システム）（機密性、完全性） 

 

【解説】 

侵入検知システム（IDS）とは、コンピュータやネットワークに対する不正行為を検出し

て、通知するためのシステムのことである。 

不正行為とは、ネットワークの外部からのアクセスに限ったことではない。内部の誰か

が社外秘や機密情報などを外部に送信することも不正行為となる。 

IDSには、商用のものでは、侵入検出アルゴリズムによって不正検出（Misuse detection)

と異常検出( Anomaly detection)に分類される。不正検出は予め登録されたシグネチャと呼

ばれる侵入手口のパタンとパケット挙動とを照合することにより検出する手段であり、ウ

ィルス対策プログラムなどと同様に、既知の侵入手口を使った攻撃のみを検出できるもの

である。 

一方、異常検出は、通常とは異なる挙動を検出する方法によるもので、未知の手法によ

る攻撃も発見することができる。異常検出では、ログイン時刻や使用コマンド、ネットワ

ークトラフィックの状況なども判断基準として使われる。異常検出は、未知の手法による

攻撃に有効であるが、必ずしも、検出結果が不正行為や攻撃であるとは限らないため、「異

常」という分類名になっているのである。 

 

データ収集法では、２つのタイプに分類できる。 

OSが記録するログを監視するホスト型、とリアルタイムにネットワークトラフィックを
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監視するネットワーク型である。 

ホスト型 IDSは、OSの監視機能と連携して不正侵入を検知するので、保護したいコンピ

ュータにインストールして、ログファイルやファイルの改竄の監視を行う。従って、イン

ストールしたコンピュータ自身に対する攻撃以外を検出することはできない。 

ネットワーク型 IDS は、ネットワークカードのプロミスキャスモード（無条件受信モー

ド）を利用して、接続しているネットワークのセグメントのすべてのトラフィックを監視

する。 

具体的にはネットワーク上を流れるパケットを収集し、そのプロトコルヘッダやデータ

を解析する。クラッカーが不正侵入を試みる際に不正な形式のパケットを送り付けること

や、セキュリティホールが存在するサービスに関連するポートに接続しようするが、その

ような疑わしいパケットを発見して、これを通知する。 
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 3-3-2.1．IDS（侵入検知システム）の例 

 

【解説】 

IDSには、商用のほかに、無償で入手可能な SNORTと呼ばれている IDSがあり、これ

は無償・非商用であるが、サポート団体があり、シグネチャも日々更新されている。 

多くの IDS 教育、研究目的で利用されており、サポート団体の運営する WEB からダウ

ンロードすることにより利用することが可能である。 

 

有償（商用）のものでは、シグネチャ方式の RealSecure Network Sensorなどが不正検

出、また Dragon Sensorなどが異常検出の例として知られる。 
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 3-3-3．暗号（Cryptography）とは何か 

 

【解説】 

暗号とは、メッセージを構成する文字列を何らかの規則で変換し、その規則を知らない

ものが本来のメッセージを推定できないようにするための方法である。したがって、メッ

セージが送信者から受信者へ渡るまでの過程で盗聴され、或いは漏洩する危険がある場合

に、通信の秘密を確保することを目的に発展してきた。最も初歩的な暗号としては、古代

ローマの時代に考案されたシーザー暗号が有名である。 

 シーザー暗号は、文書の文字を一定間隔だけずらした文字に置き換える換字方式であり、

たとえば、「2文字だけずらす」という規則で置き換えれば、文書中の Aは Cに、Bは Dに

変換されることになる。このような規則で文書全体を書き換えれば、「2 文字ずらす」とい

う規則を知らなければ、置き換えられてできた文書から、本来の文書を推定することは一

見して難しい。 
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 3-3-3.1．暗号化の実用例 

 

【解説】 

暗号化を行うケースを考えてみると、通信では電子メールなどを送る際にメッセージを

暗号化して送るケース、およびWebなどにアクセスする際にWebとの間でのパスワードや

個人情報などの送受信について盗聴されないように暗号化するケースがある。 

 電子メールのメッセージを暗号化するツールとしては、PGP（Pretty Good Privacy）や

S/MIME（Secure Multipurpose Internet Mail Extensions）が多く使われている。 

 また、Webのアクセスでは、httpプロトコルした暗号化した httpsプロトコルで使われ

ている SSL(Secure Socket Layer)がもっとも多く使われている。 

 

【備考】 

 上記の SSLは Internet Explorer、Netscape、Firefox、Safari、Operaなどのブラウザ

に標準で組み込まれているので特別な設定をしなくても利用できるが、 

 PGP など、電子メールのメッセージを暗号化するツールは、暗号化ソフトウェアとして

市販されており、ソフトウェアを購入してインストール（パソコンに組み込む）しなけれ

ば Outlook、Outlook Express、Mailなどの電子メールソフトで使用することができない。 
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 3-3-3.2．暗号用語の説明 

 

【解説】 

メッセージに暗号を施す、つまり何らかの規則でメッセージを変換して、本来のメッセ

ージを推定できないような新たなメッセージに作り変えることを「暗号化」という。 

 暗号化される前の本来のメッセージを「平文（ひらぶん）」という。 

 暗号化した文を「暗号文」といい、暗号文から平文に戻すことを「解読」或いは「復号

化」という。 

 

 たとえば、aを bに、bを cに、cを dに・・・・というようにすべて文字を次の文字で

置き換える暗号では、平文 abcは、暗号化されると bcdという暗号文になる。 

 

 このとき、「字をずらす」という規則をアルゴリズム（暗号アルゴリズム）と呼び、 

「字をずらす間隔（この例では 1文字）」を鍵という。 

 

 したがって、アルゴリズムが分かっても、鍵が分からなければ解読できない。この「1文

字ずらす」というような単純な鍵の場合、暗号文はそれほどの時間をかけなくとも解読さ

れてしまう。それは、鍵が単純で類推が容易だからである。この鍵を複雑にすることで、

アルゴリズムが分かっても、鍵を類推することが難しく、したがって解読の難しい暗号を

作ることができる。 
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 3-3-3.3．暗号の強さ 

 

【解説】 

暗号を解読するには、暗号アルゴリズムと鍵が必要である。したがって、これらの何れ

も分からなければ、暗号文を不正に入手しても内容を知ることはできない。 

 しかし、多くの暗号文や平文の一部を入手し解析すると、時間はかかるがアルゴリズム

や鍵を類推できる。つまり、暗号は、永久に知られない強度を持っているわけではない。

しかし、暗号の強さ、すなわち解読し難さは、暗号の鍵を見つけるまでにかかる時間（計

算量）で測ることが今では一般的である。 

 

 というのは、平文を暗号化することにより暗号文にするが、この暗号文が、何らかの手

法で解読されるまでにかかる時間以内に、平文を秘匿する価値が無くなれば暗号化の目的

は達成されているからである。 

 

 したがって暗号の強度は、平文を秘密にしておきたい時間だけ持ち堪えることができる

程度の強度であれば充分であると考える。 
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 3-3-3.4．暗号の運用法 

 

【解説】 

暗号の運用では、通常、軍事運用では強度を優先するため、暗号アルゴリズムと鍵の両

者を秘密にする。 

 しかし、商業的な情報伝達では、情報の陳腐化が早いため、暗号により平文を秘匿しな

ければならない時間は軍事運用時に比べて短い。そのため、通信相手別に異なる暗号アル

ゴリズムと鍵を使って通信するよりも、すべての通信相手に対して同一の暗号アルゴリズ

ムを使い、鍵のみを通信相手ごとに秘密に管理するほうが低いコストで暗号を運用できる。 

このことから、商業利用では、暗号アルゴリズムは標準規格化されてきた。その代表例は、

後で解説する共通鍵暗号方式の DESや公開鍵暗号方式の RSA暗号である。 
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 3-3-3.5．共通鍵暗号方式（Common Key Cryptosystem） 

 

【解説】 

共通鍵暗号方式は、古くはシーザー暗号で知られるように古代ローマの時代から使われ

てきた暗号方式である。特徴は、暗号化および解読を一つの鍵で行う。通信を行う二者間

で同じ鍵を保有し、送信者がメッセージを暗号化し、その暗号文を送信すると、受信者は、

送信者と同じ鍵で、暗号文を解読してメッセージを復元する。通常の金庫や家屋の鍵に似

ている。閉めるのも、開けるのも同じ鍵を使う。したがって鍵を共有する二者以外には、

鍵が知られないように秘匿・管理しなければならない。 

 

このことは、暗号に使う鍵を変更する際に発生する「鍵の配送」において、鍵を安全に

配送することが難しいという問題の原因になる。 

 

 しかしながら、この共通鍵暗号方式は、方式自体が単純であるため、その処理負担は後

で説明する公開鍵暗号方式と比較して非常に軽く、従って暗号化の処理速度が速いため、

現在でも最も多く使われている方式である。 
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 3-3-3.6．共通鍵暗号方式の例 

 

【解説】 

共通鍵暗号方式には、米国の DES（Data Encryption Standard）規格、スイスの IDEA、

日本では、NTTの FEAL、日立のMULTI、三菱のMISTYなどがある。 

 標準暗号は、現在 DES、TripleDES、AESなど、DES規格を基本として鍵の強度を向上

させたものが主体である。 
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 3-3-3.7．共通鍵暗号方式による通信 

 

【解説】 

共通鍵暗号方式による通信は、送信者と受信者で同一の鍵（共通鍵）を保有し、送信者

が暗号化に使った鍵と同一の鍵で受信者は暗号文を解読する。 

 この共通鍵暗号方式が安全に通信できる前提は、送信者と受信者で共に保有する共通鍵

が、これら二者以外には知られていないことが確かな場合である。 

 したがって、共通鍵暗号方式による暗号通信を行うには、それ以前に、何らかの安全な

手段により送信者と受信者の間で鍵の受け渡しを行わなければならない。 



 

  152

 3-3-3.8．公開鍵暗号方式（Public Key Cryptosystem） 

 

【解説】 

公開鍵暗号方式は、数学的に唯一対作ることのできる二つ互いに異なる鍵を使って暗号

およびその解読を行う暗号方式である。二つの鍵の一方で暗号化した暗号文を解読するこ

とができる鍵は、もう一方の鍵だけであることが数学的に保証されており、しかも一方の

鍵から他方の鍵を類推することは極めて困難になっている。 

 公開鍵暗号方式で使う二つの鍵は、互いに双対的であり、どちらの鍵を暗号化に使って

も、他方の鍵でのみ解読でき、しかも暗号化に使った鍵で解読することはできない。 

 

 このような性質の鍵を作成することにより、共通鍵暗号方式における最大の課題である

鍵の配送に関わる問題が解消される。 

 さらに、管理する鍵の数も共通鍵暗号方式に比べて少なく、また一方で暗号化したもの

が他方の鍵でのみ解読できるという性質を応用することで電子署名（ディジタル署名）機

能をも実現できる。 

 

 公開鍵暗号方式の欠点は、暗号方式の複雑さのため計算量が著しく多く、共通鍵暗号方

式などと比べて著しく処理速度が遅いことである。したがって、通常の暗号通信には共通

鍵暗号方式等が使われ、共通鍵の配送などに公開鍵暗号方式が利用される。 
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 3-3-3.9．公開鍵暗号方式による通信 

 

【解説】 

公開鍵暗号方式による通信は、唯一対をなす二つの鍵の中、一方を公開し、他方を秘密

にする。通常は、送信者は、受信者が公開した公開鍵で暗号文を作り、これを受信者宛に

送信する。このようにすることにより、送信者が公開鍵で暗号化したメッセージを解読で

きるのは、秘密鍵を唯一所持している受信者だけに限られることが保証されるからである。

受信者以外の者は、送信者と同じ公開鍵しか知りえないので、暗号化はできるが解読はで

きない。 

 したがって、公開鍵暗号方式では、通信する相手の公開鍵でメッセージを暗号化して送

ることにより互いに暗号通信を行うことができ、かつ誰にも知られずに秘匿管理する鍵は、

自分の秘密鍵のみである。公開鍵は、一般に公開してしまって良いので、鍵を通信相手に

配送する場合でも盗聴などのリスクが生じない。 
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 3-3-3.10．公開鍵暗号方式の仕組み 

 

【解説】 

公開鍵暗号は、情報を暗号化したり、解読したりするための鍵として、公開鍵と秘密鍵

の二つを使う。この公開鍵と秘密鍵は、唯一の組み合わせであり、公開鍵に対応する秘密

鍵はただ一つしか存在しない（作り得ない）。また、秘密鍵に対応する公開鍵も唯一つしか

存在しない。そして、一方の鍵で暗号化したものは、他方の鍵でしか解読できない。つま

り暗号化した鍵で解読はできないという一組の＜公開鍵と秘密鍵＞を使って暗号文のやり

取りをする。 

 

 暗号化およびその解読に使う 2 つの鍵の中、一方の鍵を公開鍵として公開し、他方を秘

密鍵として秘匿する。秘密鍵の保持者へ送りたいメッセージは、公開鍵で暗号化して、そ

の暗号文を秘密鍵の保持者へ送信する。通信経路の途中で、この暗号文が盗聴されても公

開されている鍵は公開鍵だけであり、公開鍵は暗号化できるが解読するためには使えない。

したがって、秘密鍵の保持者は、自分宛の暗号文を解読できる唯一の者である。 

 

この例からも分かるように、鍵を共有しないため、鍵配送の問題が発生しない。 
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 3-3-4．ディジタル認証技術 

 

【解説】 

認証とは、一般に人、物、情報が偽りのないものであることを確かめる手段である。 

電話による通話相手が名乗っている人物であるかどうか、最近、しばしば報道される犯

罪の「振り込め詐欺」などは、典型的な「成りすまし」、つまり、通話相手が名乗っている

人物ではない場合の例である。この「成りすまし」という手口による犯罪は、ネットワー

ク通信やコンピュータへのアクセスでも頻繁に行われる不正行為の手口である。他人のロ

グオン IDとパスワードを使ってコンピュータを利用することは、このこと自体が犯罪的な

行為となるか否かは別にして、「成りすまし」によるシステム利用である。この「成りすま

し」による犯罪を防止するためには、本人認証が必要である。 

 つまり、本人しか持ち得ない情報、或いは身体的特徴を検出して、本人であることを確

認する。 

 上記の本人認証の他には、メッセージ認証がある。これは、通信途中でメッセージが第

三者に書き換えられてしまうことを防止するために、メッセージの作成者が送信したメッ

セージが受信者に渡るまでに、そのメッセージに第三者の手が加えられていないことを確

かめる手段である。メッセージ認証には、後で解説する PKI（公開鍵暗号基盤）で提供さ

れる電子認証技術を使うことでメッセージが改竄されていないことを確認することができ

る。 
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 3-3-4.1．ディジタル認証の方法 

 

【解説】 

本人認証の基本は、本人しか持ち得ない情報（生物的な身体情報も含む）や、本人しか

持ち得ない唯一の物（他の人が持つことができないもの）を予め登録しておき、認証の段

階で本人のもつそれらの情報や物を登録と照合することで行う。これは、従来、実印登録

を行い、本人であることの証明として、登録印影と実印証明を提出する方法と原理的に等

しい。つまり本人であることを証明するために、本人しか持ち得ない実印を押印し、その

実印の印影が、権威ある法務局に登録されていることを証明する実印証明書によって確認

できることを示すのである。この実印証明の例では、同じものを作ることが難しい「印鑑」

という物を保持することで本人認証を行うのであるが、この印鑑に代えて、本人しか持ち

得ない ICカードや、本人しか知りえないパスワード、本人の指紋などを利用することがで

きる。 
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 3-3-5．PKIと公開鍵暗号方式 

 

【解説】 

メッセージ認証は、すでに解説した公開鍵暗号方式を応用した PKI（公開鍵暗号基盤）

に基づいて、電子署名技術を使うことで実現できる。PKI は、社会における諸活動がネッ

トワークを利用して行われる際に、ネットワークを介してやり取りされる情報の真正性を

保証するために考えられたインフラである。従来、本人証明のために実印登録、実印証明

という手段を実現するために法務局にその機能を設け、また郵便内容が差出人が確かに書

いたものと等しいことを証明する内容証明という手段を実現する機能が郵便局に設けられ

た。これらと同等の証明機能をネットワーク社会でも実現しようとするものが PKIである。 

 この PKI の核となる技術が公開鍵暗号である。実印に相当する秘密鍵、実印の印影に相

当する公開鍵、印影を登録し、これを証明する実印証明を発行する法務局に相当するもの

が認証機関（CA：Certificate Authority）である。公開鍵暗号は、情報を暗号化したり、

解読したりするための鍵として、公開鍵と秘密鍵の二つを使う。この公開鍵と秘密鍵は、

唯一の組み合わせであり、公開鍵に対応する秘密鍵はただ一つしか存在しない（作り得な

い）。また、秘密鍵に対応する公開鍵も唯一つしか存在しない。そして、一方の鍵で暗号化

したものは、他方の鍵でしか解読できない。つまり暗号化した鍵で解読はできないという

一組の＜公開鍵と秘密鍵＞を使って暗号文のやり取りをすることで、通信相手を特定でき

ることを応用して認証機能を実現するのである。 
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 3-3-5.1．公開鍵による電子署名 

 

【解説】 

PKIにおいて、電子署名を実現するための原理を解説する。 

電子書名を実現するには、すでに解説した公開鍵暗号の原理を利用することで、メッセ

ージ作成者が記したメッセージが受信者に渡る間に、第三者がメッセージを改竄できない

ことを証明できる手順を実現すればよい。以下にその手順を説明する。 

 メッセージ送信者は、自分の持つ秘密鍵に対応する公開鍵を受信者に予め配っておく。

メッセージを受信者に送る場合、作成したメッセージと共にそのメッセージを秘密鍵で暗

号化した暗号文も一緒に送る。受信者は、メッセージを受け取ると、暗号文を公開鍵で解

読して、解読した文とメッセージ文が同じであることを確認する。このとき、同じである

と確認できれば、このメッセージを暗号化するために使われた鍵は、受信者が持っている

公開鍵に対応する唯一の秘密鍵であることが保証されているから、正しいメッセージ作成

者が書いた文を読んでいることになる。この暗号文は秘密鍵を持っているメッセージ送信

者しか作ることができないので、メッセージが送信者から受信者に渡る間に第三者がメッ

セージを改竄しても、改竄したメッセージを暗号化して、その暗号文をメッセージに添付

できない。そのため、受信者が暗号文を公開鍵で解読しても正しく解読できず、メッセー

ジ文と異なる解読結果になってしまう。つまり、通信路の途中で改竄されたことが判明す

る。したがって、公開鍵暗号を利用することで、メッセージ作成者本人の書いたメッセー

ジであることを証明できるのである。このようにして電子的に署名する機能を実現するこ 

とができるのである。 
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 3-3-5.2．公開鍵の正当性証明 

 

【解説】 

公開鍵暗号方式を応用することで、メッセージ作成者が、受信者に配られた公開鍵と唯

一の組をなす秘密鍵の持ち主であることは確認することができる。 

 しかし、犯罪者が予め、受信者のもつ公開鍵を、犯罪者の秘密鍵に対応する公開鍵に掏

りかえておけば、犯罪者は、メッセージを通信経路の途中で改竄し、改竄したメッセージ

を犯罪者の秘密鍵で暗号化して、その暗号文を添付することにより、受信者はそのメッセ

ージを正当なものと思い込んでしまう。このような公開鍵の掏りかえを防止するために、

正しいメッセージ送信者は、自分の使う秘密鍵に対応する公開鍵を認証機関（CA）と呼ば

れるネットワーク上の法務局のような機関に予め登録しておく。これにより受信者は、自

分の有する公開鍵が正しい通信相手のものかどうかを認証機関に問い合わせることにより

確認できるようになる。 
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 3-3-5.3．認証機関（CA） 

 

【解説】 

電子署名の利用者は、公開鍵暗号方式で作成された二つの鍵の中の一方を公開鍵、他方

を秘密鍵とし、公開鍵を認証機関（CA：Certificate Authority）に自分の氏名、住所、本

人特定情報と共に登録を行う。このことは、公開鍵を照合することで、その登録者を確認

することができるようにすることである。認証機関は、公開鍵の登録者に対してディジタ

ル IDを証明書として発行する。 

 このようにすることで、公開鍵の持ち主は、通信相手に対して、ディジタル IDつまり証

明書を電子メールなどに添付して送ることができる。通信相手は、認証機関に電子メール

に添付された証明書について問い合わせることにより、認証機関よりその証明書で登録さ

れている公開鍵を受け取ることができる。 

 このようにして通信相手は公開鍵を受け取ると、この公開鍵でメッセージを暗号化し、

公開鍵の持ち主である公開鍵登録者へ暗号文を送ることができる。 

 

 このように公開鍵の登録者の正当性を証明する認証機関は、充分な権威を有しなければ

ならないが、ネットワーク上では、この認証機関でさえ何らかの権威証明が必要である。

そのため、認証機関自体が真正性を証明するためにひとつ上位の認証機関に公開鍵を登録

し、証明書の発行を受けるなど、階層的に認証されている。 
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 3-3-6．電子商取引（EC）のための本人認証 

 

【解説】 

個人レベルでのインターネットを利用した商取引が普及してきた。このような中で、商

取引を行う相手に、クレジットカードなどの個人情報を開示することは極めてリスクの高

いことである。入力したクレジットカードやその有効期限情報を利用されて、カード決済

されてしまう場合があるからである。 

 取引先の店舗が正当であったとしても、その情報を扱う担当者が窃用する場合もある。

また、インターネット上の店舗が架空の場合、つまりフィッシング詐欺のような場合もあ

る。これらの場合、通信の盗聴などを防ぐ暗号化などは役に立たない。通常、SSL（Secure 

Socket Layer）などWebページを暗号化することが行われているが、厳密にはリスクは回

避されていない。 

 電子商取引におけるこのようなリスクを回避するには、クレジットカード番号やその他

の個人情報を必要以上に開示しなくても良いインフラを整備することである。 

 

 店側は「客に支払い能力があり、品物を送付する確かな住所があること」さえ保証され

ればよく、これらの保証があれば、注文情報と送り先が分かれば良いため、カード会社を

中心として、客からの注文書と送付先のみが店に通知され、支払いのための処理や客の認

証についてはカード会社が処理を行うインフラが構築された。これは SETと名づけられて

いるが、システムの利用料金が高額であるなどの理由で普及が遅れている。 
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 Appendix．参考資料 URL一覧 

 

【解説】 

参考資料として、情報セキュリティに関する最新事情、および情報セキュリティ教育に

適した資料掲載を行っているWEBサイトを掲げる。 
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当財団及び当財団の会員組織が自らの体制構築や研修活動において利用する

場合を除き、本資料の複製および無断転載を禁止する。 
 

 

    財団法人全国中小企業情報化促進センター 

東京都中央区銀座 4丁目 10番 5号 

三幸ビル本館 6階 

電話 03-3549-1820 
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第３章 

個人情報保護法の理解と中小企業における対応 
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第１節 本章の概要 

1．個人情報の保護に関する法律について 

 2004 年 4 月 1 日に、完全施行された「個人情報の保護に関する法律」は、部分施行か

ら約２年の期間があったにもかかわらず、周知や理解が十分とはいえないまま施行の日

を向かえ、大きな話題となりました。それから約３年を経過した現在では、施行当時の

騒ぎは収まったものの、依然として理解不足による誤解や過剰対応が散見されます。特

に、中小企業においては、一応の対応が終了した大手企業から、取引に関連して個人情

報保護への対応を迫られるというケースが見られます。 

 本章は、中小企業の皆様に、個人情報保護法の趣旨をご理解いただき、適正な対策を

構築いただけるよう、必要な情報をご提供することを目的としています。 

 本資料はあくまで、一般例を想定していますので、個別の対応においては、変更が必

要です。また、中小企業における及第点を目指したものですので、大手企業等の場合に

は、さらに変更が必要となります。 

 

2．本章の利用について 

 本章は、実際の利用にあたり、被説明者のニーズに応じて、抜粋して利用することが

できるよう、「第２節 個人情報保護の必要性」「第３節 個人情報保護法の解説」「第４

節 中小企業における個人情報保護対策」「第５節 個人情報保護対策で利用する調査手

法の解説」の４節で構成しています。 

①「第２節 個人情報保護の必要性」では、「なぜ保護しなければならないのか？」につ

いて個人情報に関する事件事故や個人情報保護への取組状況等をもとに解説しています。 

②「第３節 個人情報保護法の解説」では、「個人情報の保護に関する法律」を理解する

ため、用語の定義を中心に遵守すべき事項の概要を解説しています。 

③「第４節 中小企業における個人情報保護対策」では、対策の構築及び運用に関する

具体的な手順を示しています。 

④「第５節 個人情報保護法対策で利用調査手法の解説」では、第４節の対策を構築す

るにあたって実施する調査の具体的な方法を解説しています。 

 

3．本章の構成について 

 本章は、「説明資料画面」（パワーポイント画像を添付したもの。）「解説」「利用上の注

意点」により構成しています。 

①「解説」は、説明者が「説明資料画面」を用いて説明する際の内容を示したものです。 

②「利用上の注意点」は、説明者が、「説明資料画面」を利用して被説明者に説明する場

合の注意点を示したものです。具体的には、「説明資料画面」の内容の時間的な更新、被

説明者の属性（例えば、業種、地域等）による変更、あるいは、説明にあたっての注意

点を記載しています。 
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第２節 個人情報保護の必要性 

1．個人情報保護の必要性 

ＮＩＣ

１．個人情報保護の必要性

情報社会の進展に伴い、

個人情報の 重要性 が高まっている。

個人情報をとりまく 環境 が 悪化 している。

情報社会の進展に伴い、

個人情報の 重要性 が高まっている。

個人情報をとりまく 環境 が 悪化 している。

＜発生している問題＞

電子データ上での個人と現実の不整合

個人情報の悪用（振込詐欺、ネット詐欺）

個人情報の漏洩（悪意の従業員の存在） 個人や企業
が被害を受
けるケース
が増加して
いる。

振込め詐欺事件被害額：252億円（既遂：21612件、認知：19840件）
※検挙件数2539件・検挙者819人

＜2005年 警察庁＞

 

【解説】 

1-1．知らないところで個人情報が収集され、利用されています。 

クレジットカードやポイントカード等の普及により、企業が個人情報を収集する機

会が急増しています。企業はこうして収集した個人情報を分析し、商品開発や販売戦

略に利用しています。例えば、携帯電話会社は、通話履歴（どの電話番号の人が、何

時、どの電話番号の人に、どれくらいの時間電話したのか）や加入者情報をもとに、「○

○割」等の商品プランを開発しています。また、小売店で行われているポイントカー

ドサービスでも、購買履歴（だれが、何時、何を買ったのか）を収集し、自社の商品

陳列やダイレクトメールに利用するのはもちろん、メーカー等に販売しているケース

もあります。 

インターネットの利用についても、登録制のサイトなどでは、アクセス履歴（誰が、

何時、どのサイトを見たのか、何の購入を申し込んだのか）を収集し、上記のポイン

トカードサービスのように利用しているケースがあります。 

このように、皆さんの知らないところで個人情報は収集され、利用されているのです。 

 

1-2．個人情報の重要性が高まっています。 

「電子データ上の個人情報と現実の本人との不整合による不利益」 

カード決済やＡＴＭでの入出金のように、人による現金のやり取りではなく、機械

による処理が増えるにあたり、「本人確認」や「電子データ上での記録」が非常に重要
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になっています。 

例えば、旅行先で帰りの電車の切符を手配する場合、もしクレジット会社にあるあ

なたの利用履歴データが、何かのトラブルで与信限度額ギリギリになっていたらどう

でしょう。手元にある現金が少なく、カードでの決済しかなかったら、帰りの切符は

買えないかもしれません。あるいは、何らかのトラブルで本人確認に関する情報が誤

っていた場合、たとえ本人であっても、機械は「あなたはご本人ではない」と判断さ

れてしまい、切符を買えなくなるかもしれません。このように、電子データ上でのあ

なたの個人情報が誤っていることで、現実のあなたが不利益を被る可能性が高くなっ

ています。 

 

1-3．個人情報をとりまく環境が悪化しています。 

①「個人情報の漏洩（悪意の従業員の存在）」 

先に説明しましたように、企業では多くの個人情報を収集、利用するようになって

います。こうした個人情報が適性に管理されていればよいのですが、従業員が顧客デ

ータを外部に持ち出し、販売するような事件が多発しています。実際に、Ｌ遊園地で

は、委託先の従業員が年間チケットの購入者の情報を持ち出し、名簿業者に販売して

逮捕されました。この他にも、漏えいしたルートの解明までは至っていませんが、企

業から流出した顧客データが多数発見されています。このような傾向は、労使関係の

悪化や雇用条件の多様化等に伴い、益々増加する可能性があります。 

 

②「個人情報の悪用（振込め詐欺、悪質な勧誘）」 

外部に流出した個人情報は、ダイレクトメールや勧誘電話、振り込め詐欺やクレジ

ットカード詐欺などに利用されています。 

振り込め詐欺は、一時期よりも減少傾向にあるものの、依然として膨大な被害が発

生しています。特に、最近では、マスコミ等において、「本人確認」を奨励しているこ

ともあり、犯罪者が本人に関する情報を提供することで、逆に相手を信じ込ませるこ

とができるようになっています。 

このため、振り込め詐欺の犯罪者は、以前のように電話帳等を使ってランダムに電

話するのではなく、複数の個人情報が含まれる名簿等を入手し、利用しています。 

また、チケット販売会社Ｊ社から個人情報が漏えいした事件では、実際に、数ヶ月

間にわたって、毎日のように消費者金融等から勧誘葉書や電子メールが届き、毎日の

ように、数件の電話勧誘が発生しました。毎日数件の消費者金融等からの電話がある

というのは、高齢者や女性等にとって精神的な負担は軽いものではありません。 

 

このように、個人情報の利用の増大に関連して、個人や企業が被害を受けるケース

が増えていることから、何らかの対策が必要となっているのです。 
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【利用上の注意点】 

振り込め詐欺被害の数値は、警察庁のホームページで定期的に公表されている「「振

り込め詐欺（恐喝）」の認知・検挙状況等について」を参照し、最新のものに変更して

ください。 

○警察庁のホームページ（http://www.npa.go.jp/） 
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2．個人情報に関連した事件事故の事例 

ＮＩＣ

２．個人情報に関連した事件事故の事例

Ｅ市民病院で、医師が所有するデジタルカメラが外来で紛失した。デジタル
カメラには、患者１３名分の皮膚病変や顔の画像や個人情報が記録されて
いた。

08/10

ＣＡＴＶ局Ｄ社の委託業者が営業活動中、顧客宅前に止めていた車両内
においてあった顧客管理表を紛失。４世帯分の氏名、住所、電話番号が記
載されていた。

09/13

Ｂ公庫は、Ｃ銀行の２支店において、Ｂ公庫の顧客情報を流用し、ローン
の借り換え勧誘が行われていたことから、これらの支店に対して、B公庫融
資の新規受付業務を３ヶ月間停止する措置を決定した。

09/21

Ａテレビ局の人気番組の取材先店舗の担当者４７名分の氏名や携帯電
話の番号が、制作会社で働いていた派遣社員の私用PCからWinny上に流
出した。9月27日に外部からの指摘を受けて事件が発覚した。

10/06
事件事故の内容公表日

個人情報に関する事件事故は、悪意のある従業員による犯罪の
ほかに、「不正ソフト」「紛失や置忘れ」「盗難」「目的外利用」等があ
る。

個人情報に関する事件事故は、悪意のある従業員による犯罪の
ほかに、「不正ソフト」「紛失や置忘れ」「盗難」「目的外利用」等があ
る。

資料：2006年12月時点での新聞報道、企業による公表等をもとに作成

 

【解説】 

 個人情報の利用にあたって発生している事件事故には、先に説明しましたように悪意

を持った従業員が故意に持出す（内部犯行による窃盗）というケース以外に、以下のよ

うなものがあります。 

①不正ソフトによる漏えい 

最近は、ファイル交換ソフト（Winny）の利用者がウイルスに感染したことにより、

会社や自宅のパソコン内にある個人情報が外部に流出するケースが増えています。警察

や海上自衛隊、発電所メーカー等の極秘情報の漏えい問題は、まだ記憶にあると思いま

す。これらの多くは、自宅のパソコンから流出しているというのも特徴です。こうした、

ファイル交換ソフト以外にも、パソコンがスパイウエアと呼ばれる不正ソフトに感染し

て、パソコン内にある個人情報等が外部に持ち出されることもあります。 

 

②紛失や置忘れによる漏えいや紛失 

整理整頓されていないために、保管中に他の書類や電子データといっしょに廃棄して

しまったり、帰宅途中に鞄ごと置き忘れてしまい、紛失や漏えいしてしまうというケー

スです。置き忘れについては、泥酔が原因というものも少なくありません。 

 

③盗難 

 営業担当者の外訪時や工事担当者の現場作業に伴い、車上あらしや引ったくりにより、

車ごと、あるいは鞄ごと盗まれるようなケースです。車での帰宅途中に買い物に立ち寄
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り、車上あらしにより盗難されるというケースも多いようです。 

 

④目的外利用 

 本人が知っている目的以外に勝手に利用するというのも、「個人情報の保護に関する

法律」に関連して重大な違反行為です。「説明資料画面」では金融機関の例を示してい

ますが、通販会社などでも発生しています。発生の報道は少ないですが、認識が低いの

で発生しやすい事件事故です。 

 

【利用上の注意点】 

 「説明資料画面」のように、具体的な事件事故報道の例を示しながら、上記の分類を

説明し、被説明者の身近な問題であることを認識できるようにすることが重要です。 

事件事故の例は、できるだけ最新の内容、あるいは被説明者の同業種での例や近隣で

の例を利用するのが効果的ですので、インターネットの検索サイトを利用して情報を収

集し、変更してください。 
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3．個人情報に関する事件事故の企業への影響 

ＮＩＣ

３．個人情報に関する事件事故の企業への影響

①ブランドイメージや信頼の低下による影響
（長期に渡る売上げダウン、将来の戦略展開への障害 等）

②取引停止や購控え等による売上げ低下あるいは伸びの鈍化
（短期的な業務停止、自粛、顧客の取引停止 等）

③業務の混乱や停止による対応能力の低下による機会の損失
（業務の混乱に伴う業務処理能力の低下 等）

間
接
的
な
被
害

①再発防止対策費
（厳密・厳重なセキュリティ対策費 等）

②漏洩事故に対する直接の対応費
（顧客対策費（連絡費用、お詫び料）、マスコミ対策費 等）

③訴訟対策
（弁護士報酬等の裁判費用、損害賠償支払費用 等）

直
接
的
な
被
害

個人情報に関する事件事故の発生により、信頼の低下、取引停止
や買控えによる売上減等につながる可能性がある。

個人情報に関する事件事故の発生により、信頼の低下、取引停止
や買控えによる売上減等につながる可能性がある。

 

【解説】 

 個人情報に関する事件事故が発生した場合の企業に対する影響は、出費を伴う「直接

的な被害」と、機会損失による収入減の「間接的な被害」があります。 

 

3-1．直接的な被害 

①再発防止対策費 

 頻繁に個人情報の漏えい事件を発生するような企業は、顧客の信頼を得られません。

そこで、一度個人情報の漏えい事件を起こしてしまった企業は、再発を防止するために

膨大な費用と手間を投入する必要があります。例えば、通信販売事業者Ａ社における顧

客情報の漏えい事件では、数ヶ月間営業を停止し、数百億円の対策費用を投入していま

す。 

 

②漏えい事故に関する直接の対応費 

 漏えいした個人情報の内容等にもよりますが、顧客への報告のための郵送物やお侘び

料の支払い、取引先や監督官庁、マスコミ等のへの説明と対応等に関する費用が発生し

ます。なお、漏えいした顧客に対して５００円程度の商品券を配るケースがありますが、

これは慰謝料ではなく、単なるお詫び料であり、損害賠償には当たらないと考えられて

います。 
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③訴訟対策費 

 エステ業者Ｔ社や情報通信事業者Ｂ社等のように、被害者が集団訴訟を起こすケース

もあります。こうした場合には、弁護士への報酬等の裁判費用や損害賠償の支払いが必

要となります。最近の判決では、一人当たり１万円～５万円程度の損害賠償の支払いが

命じられています。 

 

3-2．間接的な被害 

①ブランドイメージや信頼の低下による影響（長期的な影響） 

個人情報の漏えい事件が大々的に報道された場合、会社のブランドイメージや顧客か

らの信頼が低下し、長期にわたって売上の伸び悩みや低下につながる恐れがあります。

また、新規の取引先の開拓、あるいは重要な個人情報を取り扱うようなビジネスに進出

する際にも、「あそこは個人情報管理に信頼が置けない」ということになると、大きな

障害となります。 

以下に示すような短期的な損害に目が行きがちですが、影響する期間を考えると、こ

うした被害のほうが大きくなるケースもあります。 

 

②取引停止や買控え等による売上の低下あるいは伸びの鈍化 

 上記は、長期的なダメージを考えたものですが、こちらは一時的な取引停止や買控え

による影響を示しています。個人情報の漏えい事件を起こした場合、事件の内容にもよ

りますが、買控えや取引の見直し等が行われるケースがあります。 

もし、取引先がプライバシーマークの付与認定を受けているような場合には、付与認

定や更新審査において、「委託先の選定」について審査員から厳しい指摘が増えており、

個人情報の漏えいなどの事件事故を発生させた企業に対して、委託を継続したり新規で

契約をしずらい状況になりつつあります。 

 

③業務の混乱や停止による対応能力の低下に伴う機会損失 

 個人情報の漏えい事件や事故が発生した場合、顧客への説明、取引先への説明はもち

ろん、場合によってはマスコミへの対応も必要になります。役員はもちろん、営業担当

者や総務部門は対応に追われますので、通常の業務に支障が生じます。さらに、従業員

の間にも動揺が発生し、「仕事どころではない」ということになり、売上も減少します。 

また、「①再発防止策」を実施に伴い、事務量の増加等に伴い生産性が低下した結果、

売上の減少につながるといったこともあります。 

 

 個人情報の漏えい等の事件事故が発生した場合の企業における影響は、事件事故の内

容や業界の状況等により、損失の程度や内容が異なります。中小企業においては取引の

停止や見直しによる影響が大きいと考えられます。 
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特に、取引先が大手企業の場合には、契約の見直しにより取引量が減少したり、最悪

の場合取引を停止される恐れがあります。こうした傾向は、大企業を中心として広まり

つつある「コンプライアンスの徹底」や「リスク管理の導入」により、益々強まる可能

性があります。 

 

【利用上の注意点】 

 個人情報の漏えい事件事故については、個人顧客の信頼低下よりも、企業間取引にお

ける信頼の低下のほうが、深刻な影響を与えることを強調してください。 
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4．各企業における個人情報保護対策への取組み 

ＮＩＣ

個人情報保護対策として、プライバシーマークの付与認定を受け
る企業が急増している。

個人情報保護対策として、プライバシーマークの付与認定を受け
る企業が急増している。

出版・印刷業界におけるプライバシーマーク使用許諾事業者数

４．各企業における個人情報保護対策の取組み

資料：ＪＩＰＤＥＣ「プライバシーマーク使用許諾事業者一覧」（20070206）より抜粋

749社合計

6社製本業・印刷物加工業

7社製版業

3社新聞業

42社出版業

681社印刷業

10社印刷関連サービス業

 

【解説】 

 個人情報保護法への取組み状況は、業種により大きく異なっています。例えば、印刷

業界では、名簿やダイレクトメールの印刷及び送付事務代行等を請け負っている関係で、

比較的個人情報保護の取り組みに熱心です。また、広告業界でも、大手広告代理店の指

示などにより、制作会社等において、個人情報保護の取り組みやプライバシーマークの

付与認定に熱心な傾向があります。 

 業界や地域における企業の個人情報保護対策の状況について正確な統計等はありま

せん。アンケート調査等が実施されていることもありますが、設問方法やサンプリング

等に問題があるケースも少なくありません。比較的有効なものとして、日本情報処理開

発協会（通称ＪＩＰＤＥＣ）による「プライバシーマーク使用許諾事業者一覧」があり

ます。上記の印刷業界や広告業界等の傾向は、この資料によって確認することができま

す。 

 これら以外にも、「電気通信事業者」や「金融業（銀行・生保等）」では、監督官庁の

強い指導により、個人情報保護の取り組みが積極的に行われています。一方で、重要な

個人情報を取り扱っているにも関わらず、個人情報保護の取り組みに対して消極的な業

界もあるといわれています。 

 

【利用上の注意点】 

 「プライバシーマーク使用許諾事業者一覧」

（http://privacymark.jp/list/clist.html）を参考にして、被説明者の業界団体や地
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域におけるプライバシーマークの付与認定を受けている事業者数や事業者の一覧に差

し替えてください。また、個別企業名を紹介することにより、被説明者の理解を促進す

ることができます。 
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第３節 個人情報保護法の解説 

1．個人情報保護法の目的 

ＮＩＣ

個人情報保護法の目的は、情報社会の進展のため、個人情報
の有効活用と個人の権利利益の保護をバランスさせることで
ある。

個人情報保護法の目的は、情報社会の進展のため、個人情報
の有効活用と個人の権利利益の保護をバランスさせることで
ある。

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
（第１条）

一定のルールの中で「 」を保護すること
により、情報の利用を促進する。

「企業や組織が個人情報を利用する権利」
「個人が自己の情報をコントロールする権利」

１．個人情報保護法の目的

従来のプライバシー保護の考え方とは異なる点に注意！！

個人の権利・利益

 

【解説】 

 「個人情報の保護に関する法律」では、「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１条）とあり、一定のルールにもとづき「企

業や組織が個人情報の利用する権利」を認める一方、「個人が自分の情報をコントロー

ルする権利」を認めることにより、個人情報の利用を促進し、利便性を高めることを狙

っています。 

 つまり、「個人情報の保護に関する法律」の本来の目的は、「個人情報の保護」ではな

く、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有効活用」にあります。 

 このことから、個人情報の保護対策を考えるにあたって、「個人情報の全てが同一に

重要であり厳密な管理が必要である」というのではなく、「権利利益を侵害する程度＝

企業として取るべき対策のレベル」として、必要な対策を考えていくことが求められて

いるのです。 

 なお、「個人情報の保護に関する法律」の条文の中には、「プライバシー」という表現

はどこにも記載されていません。よく、「氏名や住所はプライバシーではないので、個

人情報には当たらない」と考えている人がいますが、これは誤解であり、注意が必要で

す。 

専門家の間では、「プライバシー」＝「個人が自分の情報をコントロールする権利」

との意見もありますが、一般の皆さんは、従来のプライバシー保護の発想と「個人情報

の保護に関する法律」の趣旨とは異なっていると考えたほうが、混乱を避ける意味で懸
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命です。 

 

【利用上の注意点】 

 本資料で重要なのは、「個人情報」ではなく「個人の権利利益」を保護するというこ

とです。そのため、中央部分の「個人の権利利益」を表示しない状況で説明し、被説明

者に考えさせることで、認識を深めることが有効です。 
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2．関連する法令等の体系 

2-1．関連する法令等の体系 

ＮＩＣ

２．関連する法律等の体系

「個人情報の保護に関する法律」（平成15年5月30日法律第57号）

「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年4月2日閣議決定）

「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」（平成
15年12月10日政令第506号）

「個人情報の保護に関する法律施行令」（平成15年12月10日政令第507号）

政府

省庁

「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」（平成16年7月厚生労働省）

「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」（平成16年12月経済産業省）

「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取扱うに当たっての留
意事項について」（平成16年10月厚生労働省）

２－１ 関連する法律等の体系

個人情報に関する法律は、「個人情報の保護に関する法律」のほか
に、各業界を所管する官庁が指導監督の基準として各種ガイドライン
を設定している。

個人情報に関する法律は、「個人情報の保護に関する法律」のほか
に、各業界を所管する官庁が指導監督の基準として各種ガイドライン
を設定している。

 

 

2-2．主な省庁の個人情報保護に関するガイドライン 

ＮＩＣ

２－２ 主な省庁の個人情報保護に関するガイドライン

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）

電気通信

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（厚生労働省）

雇用管理
（健康情報）

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）

雇用管理
（一般）

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）

農林水産省

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）

国土交通

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）

事業全般

ガイドライン名・省庁名分野名
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【解説】 

2-1．関連する法令等の体系 

 個人情報保護に関する法律は、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30

日法律第 57 号）のほかに、施行日を定める政令、用語の定義等の補足事項を定めた施

行令等があります。 

個人情報の保護に関する法律は、実際の運用にあたっての指導監督について、各省庁

に委ねられていることから、法律や施行令等とは別に、「省庁ガイドライン」と呼ばれ

るものがあります。 

 このため、各企業においては、「個人情報の保護に関する法律」はもとより、自社の

業務に関わる監督官庁が公表している個人情報保護に関するガイドラインを遵守する

必要があります。 

 

2-2． 主な省庁の個人情報保護に関するガイドライン 

 個人情報保護に関する省庁ガイドラインとしては、別表に示したものがあります。各

省庁は、このガイドラインにもとづき、指導監督することになりますので、各企業は、

自社の業務について、どの省庁のガイドラインが関係するかを確認しなければなりませ

ん。極論を言えば、「個人情報の保護に関する法律」ではなく、「省庁ガイドライン」を

遵守する必要があります。 

 例えば、介護事業を手掛けている建設会社を想定した場合、自社の保有する個人情報

あるいは事業について、以下のような省庁ガイドラインが関係しています。 

対象事業・個人情報 遵守すべき省庁ガイドライン 

建設業における個人情報の利用 

（例：顧客名簿、個人住宅の図面、

支払い請求関係書類等） 

○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） 

従業員の個人情報 

（例：従業員名簿、与・人事情報、

健康診断の結果 等） 

○雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を確保

するために事業者が講ずべき措置に関する方針

（厚生労働省） 

○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(厚生労働

省) 

医療介護事業における個人情報 

（例：入居者名簿、介護カルテ等）

○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） 
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【利用上の注意点】 

「個人情報の保護に関する法律」にもとづく各省庁によるガイドラインについては、

制定改廃が頻繁に行なわれていることから、内閣府国民生活局の関連ホームページ

（http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html）で確認し、必要に

応じて資料の内容を訂正する必要があります。 

 各省庁ガイドラインについては、「個人情報の保護に関する法律」を丸写ししたよう

なガイドラインもあれば、医療・介護分野のガイドラインや電気通信分野のガイドライ

ンのように、より詳細に内容が定められているものもあるので、被説明者の業界に応じ

て、事前に内容を確認しておく必要があります。 
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■主な省庁ガイドライン 

分野 所管省庁 ガイドラインの名称 

(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（局長通達）） 

(2)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（局長通達） 

(3)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（局

長通達） 

一般 厚生労働省 

(4)国民健康保険組合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（局長通達） 

医療 

研究 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

(1)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（告示）

(2)疫学研究に関する倫理指針（告示） 

(3)遺伝子治療臨床研究に関する指針（告示） 

(4)臨床研究に関する倫理指針（告示） 

金融 金融庁 

(1)金融分野における個人情報保護に関するガイドライン

（告示） 

(2)金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの

安全管理措置等についての実務指針（告示） 

金

融・信

用 

信用 経済産業省 
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（告示） 

電気通

信 
総務省 

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

（告示） 
情報

通信 
放送 総務省 放送受信者等の個人情報の保護に関する指針（告示） 

事業全般 経済産業省 

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（告示） 

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（告示） 

一般 厚生労働省 

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（告示） 

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（局長通達） 

雇用

管理 

船員 国土交通省 
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（告示） 
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警察 警察庁 

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（告示） 

警察共済組合が講ずべき個人情報の保護のための措置に関

する指針について（局長通達） 

防衛 防衛庁 
防衛庁関係事業者が取り扱う個人情報の保護に関する指針

（告示） 

法務 法務省 

法務省が所管する事業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（告示） 

債権管理回収業分野における個人情報の保護に関するガイ

ドライン 

外務 外務省 
外務省が所管する事業を行う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（告示） 

財務 財務省 
財務省所管分野における事業者に対する個人情報の保護に

関する指針（告示） 

教育 文部科学省 
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（告示） 

福祉 厚生労働省 
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（局長通達） 

職業紹介等 厚生労働省 

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（告示） 

労働者派遣 厚生労働省 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（告示） 

労働組合 厚生労働省 
個人情報の適正な取扱いを確保するために労働組合が講ず

べき措置に関する指針（告示） 

企業年金 厚生労働省 企業年金等に関する個人情報の取扱いについて（局長通達）

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（告示） 国土交通 国土交通省 

不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方 

農林水産 農林水産省 
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（告示）
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3．個人情報保護法に関する用語の解説 

3-1．個人情報等の定義 

ＮＩＣ

『 』：生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人
を識別することができるもの。

『 』：生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人
を識別することができるもの。

３．個人情報保護法に関する用語の解説

『 』：特定の個人情報をコンピュータを用い
て検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情
報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合でも一定の規則に
従って整理。分類し、容易に検索可能な状態においているもの。

『 』：特定の個人情報をコンピュータを用い
て検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情
報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合でも一定の規則に
従って整理。分類し、容易に検索可能な状態においているもの。

『 』：個人情報データベースを構成する個人情報。『 』：個人情報データベースを構成する個人情報。

『 』：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り、６ヶ月以上保有しているもの。

『 』：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り、６ヶ月以上保有しているもの。

『 』：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者を除いた、個人情報
データベース等を事業の用に供している者。

『 』：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者を除いた、個人情報
データベース等を事業の用に供している者。

『 』：個人情報によって識別される特定の個人。『 』：個人情報によって識別される特定の個人。

個人情報

個人情報データベース

個人データ

保有個人データ

個人情報取扱事業者

本人（情報主体）

３－１ 個人情報等の定義

 

【解説】 

 「個人情報の保護に関する法律」を理解するためには、まず関連する用語の定義を正

確に理解しなければなりません。実は、用語の定義をきちんと理解していないで対策を

実施しているケースは少なくありません。また、プライバシーマーク制度で利用してい

る「JISQ15001」の用語と混同して使用されるケースもありますが、用語の定義が微妙

にことなりますので注意が必要です。特に、以下に示す３つの用語は、非常に重要です。 

①個人情報 

 「個人情報」とは、まず「生存する個人に関する情報」です。つまり、死者の情報は

対象外となりますが、たとえ海外在住者の個人情報であっても、生きている限りは個人

情報となります。また、死者の個人情報は対象外ですが、たとえ死者の個人情報であっ

ても、生存している遺族などが特定されるような場合には、生存する遺族に関する個人

情報となりますので注意が必要です。ちなみに、個人情報保護マネジメントシステムに

関する規格である「JISQ15001」では、死者の情報も個人情報になるとされています。 

 さらに、「特定の個人を識別することができるもの」とあります。これは、個人の氏

名はもちろんですが、顔写真や声であっても、それが誰であるのかを特定することがで

きれば、全て個人情報となります。ちなみに、医療系の省庁ガイドラインでは、血液等

も個人情報であるとされています。 
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②個人データ 

 上記で確認した個人情報のうち、「複数人の個人情報を検索できるような状況で整理

している」場合は、さらに個人データとなります。 

例えば、表計算ソフトで作成されたファイルやデータベース内にあるマスターデータ

等に登録された個人情報は、個人データとなりますが、たとえ紙ベースであっても、申

込み用紙を受付順などでファイリングしているような場合も個人データに該当します。 

よく、「ランダムに並べれば、個人データにならない」という意見もありますが、もし、

漏えいして犯罪に利用されるということを想定すると、ランダムであるか否かよりも、

多くの個人情報の集合体であることに意味があることかお分かりいただけるかと思い

ます。 

要は、複数人の個人情報の集合体のうち、記念写真や防犯カメラの映像のように、実態

として検索不可能なものを除外したと考えるほうが良いと思います。 

 

③保有個人データ 

 上記の個人データのうち、事業者が書き換える権利を持っていて、なおかつ６ヶ月以

上保有することを前提としているものは保有個人データとなります。 

「従業員名簿」は「保有個人データ」の象徴的な例です。従業員の住所変更や婚姻な

どによる変更について届出があれば、会社で変更します。さらに、退職するまでは持ち

続けているので、６ヶ月以内に削除するということを前提としていません。一般的には

「顧客名簿」等も保有個人データとなります。 

 しかし、例えばダイレクトメールの発送代行業務の受託に伴い、一時的に送付先の名

簿の提供を受けているような場合には、受託者としては顧客名簿を書き換える権利を持

たない場合が一般的ですので、たとえ６ヶ月以上保有していたとしても、「保有個人デ

ータ」ではなく、個人データとなります。システム会社がシステムの開発やテストのた

めの個人データの提供を受けるような場合も「個人データ」となる場合が一般的です。 

【利用上の注意点】 

 資料では、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」以外に「個人情報取扱事業

者」「情報主体」を記載していますが、特に重要なのは個人情報の種類ですので、これ

を補足する意味で説明してください。説明にあたっては、用語の定義部分を消して、被

説明者に用語の意味を考えてもらいながら進めるのが効果的です。 

なお、省庁ガイドラインによっては、用語の名称や定義、事例等が異なる場合があり

ますので、被説明者が特定業種に限定されるような場合には、省庁ガイドラインにおけ

る用語の定義を確認してから実施することが必要です。 
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3-2．個人情報、個人データ、保有個人データの例 

ＮＩＣ

３－２ 個人情報、個人データ、保有個人データの例

⑤営業担当者の受取った名刺

あなたの会社内にある、以下の個人情報について、「個人情報」「個
人データ」「保有個人データ」のいずれに該当するかを考えてみまし
ょう。

①採用時に提出された従業員の履歴書

②店の防犯カメラに移った顧客の映像

③販売管理システムに登録されている取引先代表者や担当者の
氏名、会社名、住所

④所属する業界団体加入者の名簿

 

 

【解説】 

 自社にある個人情報について、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」のいず

れに該当するのかを考えてみましょう。さらに、もし当該個人情報が漏えいした場合の

被害の大きさなどをもとに、「個人の権利利益を侵害する程度」を考えてみましょう。

なお、以下に示した例はあくまで一般的な事項であり、企業によって異なる可能性があ

ります。 

①採用時に提出された従業員の履歴書 

 採用時に提出された従業員の履歴書について退職するまで保管するのが一般的です。

また、他の従業員のものもいっしょにまとめて保管していることが多いので、「保有個

人データ」に該当します。 

 履歴書には自宅の住所や生年月日などが記載されており、特に古い履歴書には、本籍

や家族構成、学歴等、現在は収集されていない情報も多数含まれていますので、保管に

あたっては、注意が必要となります。 

 

②店の防犯カメラに移った顧客の映像 

 防犯カメラの映像は、個人を特定することは可能ですが、検索性となると時間程度し

かありませんので、「個人情報」に該当します。 
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③販売管理システムに登録されている取引先代表者や担当者の氏名、会社名 

 販売管理システムのマスターデータは、個人情報データベースであり、さらに６ヶ月

以内に削除することを前提としていない上に、取引に応じて自社で変更しますので、「保

有個人データ」に該当します。 

 

④所属する業界団体加入者の名簿（住所、氏名、個人の連絡先） 

 名簿ということで複数人の個人情報が記載されていますが、こちらで書き換えて使う

ということよりも、定期的に所属団体から配付されるので、「個人データ」に該当する

と考えたほうが一般的です。ただし、こうした所属団体から配付された名簿を、自社の

営業活動に利用している場合には、保有個人データになる可能性があります。 

 

⑤営業担当者の受取った名刺 

営業担当者が外部から受取った名刺は、複数の名刺をまとめて保管管理し、６ヶ月以

上保有するのが一般的ですので、「保有個人データ」と考えるのが一般的です。ただし、

「名刺」は、本人が多くの人に知ってもらうことを目的にいろいろなところで配ってい

るものであり、記載された内容は、「個人の名前」と「会社の住所」「会社の電話番号等」

ですので、もし漏えいした場合の影響などを考えると、重要性は高くありません。 

ただし、「誰と取引している」とか、「誰と会っている」ということ自体が外部に漏れ

ると問題になるというケースでは、個人情報としてではなく「営業機密」としての重要

性が求められることになりますので、個人情報の保護に関する法律にもとづいて対応す

るのではなく、「不正競争防止法」にもとづく「営業機密」に該当するように、管理体

制を整備する必要があります。 

 

【利用上の注意点】 

 説明者は、被説明者の企業において取り扱っている個人情報の概要を理解したうえで、

適切な事例を選択してください。この時点で、被説明者がどの個人情報に分類されるか

を理解できていないようであれば、改めて用語の定義を説明する必要があります。 

 なお、上記のように、自社の個人情報をもとに、個人情報の分類や重要性について検

討を行うと、個人情報保護法の観点ではなく、自社の秘密情報としての価値と混同する

ケースがあります。 

 例えば、営業情報のように自社の重要な機密情報に該当するような場合には、「不正

競争防止法」における「営業機密」として管理するべきですので、「営業秘密管理指針」

（経済産業省）などを参考にした対策の実施をご紹介してください。 
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3-3．個人情報取扱事業者の定義 

ＮＩＣ

上記「個人情報データベース」で識別される個人の数が過去六カ月以
内のいずれかの日において、５０００件を越える場合。

『個人情報取扱事業者』

３－３ 個人情報取扱事業者の定義

「個人情報データベース」

・生存する個人に関する情報であること

・特定の個人を識別可能であること（ほかの情報と照合することで
識別可能なものを含む）

・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体系的に構成した情報の集合物である
こと

「個人情報データベース」

・生存する個人に関する情報であること

・特定の個人を識別可能であること（ほかの情報と照合することで
識別可能なものを含む）

・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体系的に構成した情報の集合物である
こと

「個人情報取扱事業者は、本法律の遵守が義務づけられる」という程度の問
題であり、たとえ該当しなくても、世間や顧客から同じように批判を受ける
し、損害賠償の請求も発生する。

 

【解説】 

 「個人情報の保護に関する法律」には、「個人情報取扱事業者」の定義があります。

よく、自社は「個人情報取扱事業者に該当するのか？」との質問がありますので、ここ

で確認しておきます。 

 「個人情報取扱事業者」とは、「取扱う個人情報の量又は内容からみて、個人の権利

利益を侵害する恐れが少ないものを除いた、個人情報データベースを事業に用に供して

いる者」（第２条）のことであり、「個人情報の保護に関する法律」で定められた事項を

守る義務のある者を指しています。 

つまり、この定義に該当しない事業者は、法令を守る義務はありません。この取り扱

う個人情報の量の具体的な目安として「５千件以上の個人データ」という定義がなされ

ています。家族経営で顧客名簿を持たないような商店街の肉屋や八百屋等の場合、ある

いは町工場等は対象外となる可能性があります。 

 しかし、顧客や取引先に対して、「当社は個人情報の保護に関する法律の対象とはな

りませんので、ご提供いただいた個人情報について特に管理しません」といいういいわ

けが通用するでしょうか？。つまり、仮に自社は「個人情報取扱事業者」にならないと

なった場合でも、単に法令で処罰されないという程度に過ぎず、ビジネスの上では、何

らかの対策が必要なことに変わりはないのです。 

なお、宗教、報道、学術、芸術の場合には、「個人情報の保護に関する法律」の対象

外とされていますが、あくまで上記の４目的に利用する場合に限られています。例えば、

宗教団体が幼稚園を経営している場合、放送局が通販事業を行なっているような場合、
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学校で入学希望者を募集するような場合は、当然「個人情報の保護に関する法律」対象

となります。 

 

【利用上の注意点】 

 5000 件という数値がありますが、これは量的な目安に過ぎず、「個人情報の保護に関

する法律」においては、「個人の権利利益を侵害する恐れのある個人データの量」の目

安に過ぎないこと。 

 そして、「個人情報取扱事業者」になるか否かは、個人情報保護対策において、本質

的な問題でないことを強調することが重要です。 
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4．遵守すべき事項の概要 

4-1．個人情報の種類と遵守すべき事項 

ＮＩＣ

個人情報

個人データ

保有個人データ

利用目的の特定 （第１５条）
利用目的の通知 （第１８条）
利用目的による制限 （第１６条）
適正な取得 （第１７条）
苦情の処理 （第３１条）

上記に加えて以下が適用される
内容の正確性の確保 （第１９条）
安全管理措置 （第２０条）
従業者の監督 （第２１条）
委託先の監督 （第２２条）
第三者提供の制限 （第２３条）

上記に加えて以下が適用される
保有データ事項の公表（第２４条）
情報開示への対応 （第２５条）
情報訂正への対応 （第２６条）
情報利用の停止 （第２７条）
手続きの整備 （第２９条）

４．遵守すべき事項
４－１ 個人情報の種類と遵守すべき事項

 

 

4-2．個人情報の流れと遵守すべき事項 

ＮＩＣ

本
人

利用目的の特定
（第15条）

利用目的の特定
（第15条）

取得に際しての利用目
的の通知（第18条）

取得に際しての利用目
的の通知（第18条）

利用目的による
制限（第16条）

利用目的による
制限（第16条）

第三者提供の制
限（第23条）

第三者提供の制
限（第23条）

安全管理措置
（第20条）

安全管理措置
（第20条）

従業者の監督
（第21条）

従業者の監督
（第21条）

保有個人データに関する
事項の公表（第24条）

保有個人データに関する
事項の公表（第24条）

委託先の監督
（第22条）

委託先の監督
（第22条）

適正な取得
（第17条）

適正な取得
（第17条）

苦情受付
と対応

開示、訂
正、停止
受付と対
応

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）

本人の求めによる個人デ
ータの開示、訂正、利用
の停止（第25,26,27条）

本人の求めによる個人デ
ータの開示、訂正、利用
の停止（第25,26,27条）

個人情報取り扱い事業者に
よる苦情の処理（第31条）

個人情報取り扱い事業者に
よる苦情の処理（第31条）

データ内容の
正確性の確保
（第19条）

データ内容の
正確性の確保
（第19条）

理由の説明（第28条）理由の説明（第28条）

４－２ 個人情報の流れと遵守すべき事項

収集

利用保管

廃棄

個人情報取扱事業者
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【解説】 

ここでは、「個人情報の保護に関する法律」において遵守すべき事項の概要について、

先に説明しました「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」をもとに説明します。 

①「個人情報」に関する遵守事項 

 個人情報については、主に利用目的に関する制限が求められています。 

まず、個人情報を収集・利用する場合には、あらかじめ利用目的を特定（第 15 条）し、

その目的以外に使用してはいけません。もし、目的を変更する場合には本人の同意を得

なければなりません（第 16 条）。 

そして、個人情報を収集する際には、利用目的が明らかである場合を除き、公表、通

知等の方法により、利用目的を本人が知ることができるようにしなければなりません。

また、本人から直接書面等によって収集する場合には、利用目的を明示する（申し込み

用紙などに明記し、説明する）必要があります（同法第 18 条）。もちろん、利用目的を

偽るなど違法な方法で個人情報を取得してはいけません（同法第 17 条）。また、個人情

報の取扱いについての苦情を受けた場合には、適切に対応する（同法 31 条）ことが必

要です。 

 

②「個人データ」に関する遵守事項 

個人データについては、正確性の確保と安全管理が求められています。 

まず、個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において内容の正確性を維持し

なければなりません（第 19 条）。 

 次に、漏えいや滅失、き損等の発生を防止するために必要な安全対策を施す（同第

20 条）とともとに、安全対策の一環として、従業者（第 21 条）及び委託先に（第 22

条）ついて必要な監督を行なわなければなりません。 

 さらに、自社以外の第三者に個人データを提供する場合には、法令上の定めに場合等

を除き、原則的に本人の同意を得る必要があります（法 23 条）。 

 

③「保有個人データ」に関する遵守事項 

保有個人データについては、本人が自分の個人情報をコントロールする権利を保障す

ることが求められています。 

具体的には、自社の保有個人データの利用目的、あるいは保有個人データに関する開

示訂正利用停止や苦情の連絡先の公表（第 24 条）が必要であり、実際に保有個人デー

タの利用目的の通知、内容の開示（同法第 25 条）、訂正（同法 26 条）、利用の停止（同

法第 27 条）の要請があった場合には、適切に対応しなければなりません。 

 

 このように、法令上漏えい対策が必要なのは、「個人データ」に該当する場合であり、

「個人情報」についての漏えい対策は、義務ではありません。 
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また、本人からの開示訂正利用停止についての請求があった場合でも「保有個人デー

タ」に該当しない場合には、対応は不要です。しかも、ある一定の特定の条件に該当す

る場合のみ、訂正や利用停止に応じればよいのです。 

一方で、実際の対応にあたっては、「個人情報」であっても安全対策が必要な場合が

ありますし、本人からの訂正や利用停止に無条件に応じなければならない場合がありま

す。そこで、実際の対策を考えるにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」の遵

守事項を基本にして、個別の企業における諸条件を考慮しながら対策を考えていく必要

があります。 

 

【利用上の注意点】 

 ここで説明している事項は、あくまで概要であり、実際の対策を考える場合には「個

人情報の保護に関する法律」の条文について、企業自らが理解しなければなりません。

特に、それぞれの条文には除外規程（義務の対象外とする事項）があります。これを踏

まえて対応しなければ、過剰対応に陥る可能性があります。 

こうした意味で、説明者は、「個人情報の保護に関する法律」を一読し、特に除外規

程について注意する必要があります。 
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第４節 中小企業における個人情報保護 

1．中小企業における個人情報保護の目的 

ＮＩＣ

『顧客の信頼に応え、安心感を与えること』

個人情報取扱事業者になるか否かは関係ない
いわゆる『個人情報取扱事業者』になるか否か、あるいは法律
で処罰されるかどうかの問題ではない。

ウソは、ばれたときにより多くの信用を失う
できない事を『できる』あるいは『やっている』というと、事故が発
生した時に信頼は失われる。できることからはじめ、やっている事
を知らせる。

個人情報取扱事業者になるか否かは関係ない
いわゆる『個人情報取扱事業者』になるか否か、あるいは法律
で処罰されるかどうかの問題ではない。

ウソは、ばれたときにより多くの信用を失う
できない事を『できる』あるいは『やっている』というと、事故が発
生した時に信頼は失われる。できることからはじめ、やっている事
を知らせる。

１．中小企業における個人情報保護の目的

 

【解説】 

もし、あなたの会社が振込め詐欺集団に個人情報を提供している、あるいは、漏洩事

故を頻繁に起しているような会社であった場合に、仕事の依頼があるでしょうか？。お

客様は、自分の個人情報をあなたの会社に提供するでしょうか。 

 お客様は、お願いした仕事をきちんとこなしてもらえるという「信頼」があるからこ

そ、仕事を依頼するのであり、個人情報についても、適切に管理してもらえるだろうと

いう「信頼」があるからこそ、提供するのです。つまり、個人情報の適正な管理は、「顧

客の信頼に応え、安心感を与えるため」に実施するのです。 

 このために、「個人情報取扱事業者になるかどうか」は本質的な問題ではありません。

顧客から、「私の個人情報の安全対策はどうなっているのか」と聞かれ、「当社は個人情

報取扱事業者ではないので、対応していません」と応えることができますか？。 

 

 逆に、実際は何の対策も行っていないのに、「当社は個人情報について万全の管理策

をとっています」と応えた場合はどうでしょう。もし、個人情報の漏えい事件が発生し、

実際は何の対策も実施していなかったら、どうなるでしょうか。 

 精密機器の違法輸出で経営陣が逮捕されたある機械メーカは、コンプライアンス経営

の先進企業といわれていました。しかも、実際には、関連する社内文書は一人の社員が

作文したもので、社内ではほどんと何も行われていなかったというのが発覚しました。

こうした企業が信頼を取り戻すには、計り知れない苦労が必要となることは、明白です。
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対象や内容こそ違いますが、個人情報についても、同じようなことが発生する可能性は

否定できません。 

 

【利用上の注意点】 

 個人情報保護法対策について、「法令遵守だから取り組まなければならない」という

のは、正論ではありますが、経営者や従業員にはなかなか実感がわきません。また、法

令遵守といっても、実際の対応に当たって、完璧な対応は不可能に近いので、「単純に

法令遵守だから」と説明した場合、対策の実施段階で、従業員が戸惑いを見せる場合が

あります。 

 被説明者に対して、個人情報保護の必要性を実感としてもってもらうためには、「法

令遵守」よりも、「信頼」を維持するといったほうが良い場合が多いのです。 

 なお、「あなたが、クレジットカード会社でカードを作る場合」といった具体的な事

象を想定したうえで、個人との取引においても「信頼」が根底にあることを説明すると

効果的です。 
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2．個人情報保護対策の構築手順 

ＮＩＣ

２．個人情報保護対策の構築手順

（１）個人情報保護法を理解し、遵守すべき事項を特定する

（２）会社としての個人情報保護法への対応方針を決定する

（３）現状を把握する
（棚卸、重要性評価、リスク把握、対応確認）

（５）対策を実施して記録する、さらに継続的に見直す

（４）対策を構築する

 

【解説】 

 個人情報を保護するための対策構築は、以下の手順で実施します。 

①個人情報保護法を理解し、遵守すべき事項を特定する 

 「何を守らなければならないのか」が分からなければ、何をして良いのかはわからな

ないはずです。そこで、「個人情報の保護に関する法律」あるいは関係する「省庁ガイ

ドライン」の内容をよく理解し、「当社は何を守らなければならないのか」を明確にす

ることからはじめます。 

 

②会社としての個人情報保護法への対応方針を決定する 

 「何をしなければならないのか」が分かったら、次は「どの程度対応するのか」を決

めます。つまり、どの程度お金と手間をかけるのかを決めるのです。 

 

③現状を把握する 

 「何をしなければならないか」そして「どの程度対応するのか」が明らかになったら、

今後は、「今どうなっているのか」を確認します。 

 

④対策を構築する 

上記の３つを明らかにすることにより、具体的に対応すべき事項が明らかになり、こ

れをもとに必要な対策を構築していきます。 
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⑤対策を実施し、記録する。継続的に見直す 

 対策を構築したら今度は実施です。ルールはあるが実施されていないのは、ルールが

無いのと同じです。確実に実施するとともに、いざというときに実施していることを外

部に説明するためには、実施状況の記録が重要となります。 

 

何でも、「楽に、簡単に済ませたい」という要求がありますが、法律の趣旨や取引先

の具体的な要求内容を十分に理解することなく対策に取り組むのは、逆に法律に違反す

ることになったり、無駄で余計な対策になることが多いようです。 

また、他社の対策の情報を収集し、断片的に真似ることも非常に危険です。どの程度

時間や手間をかけるのかの問題はありますが、可能な限りここに示した手順で進まれる

ことが望ましいです。 

 なお、ここで説明する対策は、一度実施したら終わりということではなく、定期的あ

るいは、自社の対策に問題が見つかった場合には、随時見直しを実施するなど、継続的

に取り組まなければなりません。 

 

【利用上の注意点】 

 対策の構築にあたっては、例えば、「公表事項の作成のみ」という表面的な対応のみ

というのは非常に危険です。 

法律の概要、趣旨、自社の保有している個人情報の状況、あるいは委託先からの要求

事項等を正確に理解したうえで、必要な部分について対策をとる必要があります。 

 対策の構築はもちろんですが、個人情報に関する事件事故等のトラブルが発生した場

合の応急対応等を考えると、社内に個人情報に関する専門家を養成しておくことが望ま

しいでしょう。例えば、「個人情報保護士」という資格がありますが、こうした資格取

得という目標を設定して、個人情報の保護に関する知識の習得に努めることも良い方法

です。 
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3．個人情報保護対策の構築 

3-1．個人情報保護法の理解 

ＮＩＣ

個人情報保護法を理解し、遵守すべき事項を特定する
個人情報保護法及び所管官庁のガイドライン等をもとに、個

人情報保護法の目的や遵守（要求）事項について理解する。

個人情報保護法を理解し、遵守すべき事項を特定する
個人情報保護法及び所管官庁のガイドライン等をもとに、個

人情報保護法の目的や遵守（要求）事項について理解する。

①個人情報保護法の理解

②所管官庁による個人情報保護のガイドライン等の把握

③その他業界ガイドライン等の把握

④遵守すべき法令及びガイドラインの特定

⑤業界他社の動向、顧客の要求事項を把握

①個人情報保護法の理解

②所管官庁による個人情報保護のガイドライン等の把握

③その他業界ガイドライン等の把握

④遵守すべき法令及びガイドラインの特定

⑤業界他社の動向、顧客の要求事項を把握

※各省庁のガイドラインは、会社単位ではなく、業務単位で対象となる。

「遵守すべき内容の特定」（チェックリストの作成）

３．個人情報保護対策の構築
３－１ 個人情報保護法の理解

 

【解説】 

 個人情報保護の対策を考えるにあたっては、当然のことですが、「個人情報の保護に

関する法律」を理解する必要があります。「この法律はあなたの会社に何を要求してい

るのか」ということが分からなければ、適切な対策を行うことはできません。ただし、

理解しなければならないのは、「第１章 総則」「第４章 個人情報取扱事業者の義務等」

の２箇所の条文のみで、全てを読まなければならないということはありません。 

 次に、自社の業務を所管する省庁において「個人情報の保護に関するガイドライン」

が出されているか否かを確認します。もし、出されている場合には、当該省庁のホーム

ページ等から入手し、一読しておきます。国土交通省や農林水産省のように「個人情報

の保護に関する法律」をそのまま焼きなおしたような内容であれば、参考程度に留めて

おいてよいですが、内容や表現が大幅に異なるような場合には、むしろ省庁のガイドラ

インをよく理解する必要があります。各省庁は、自らの所管する業界の企業について、

「個人情報の保護に関する法律」ではなく、省庁のガイドラインにもとづいて指導監督

しますので、企業としては、ガイドラインのほうが重要なのです。 

 この他に、各業界団体においても「個人情報保護のガイドライン」を整備していると

ころがあります。遵守の義務はありませんが、対策構築の参考となる場合が多いので、

入手し読んでおかれると良いでしょう。 

 このように法令やガイドライン等多くの遵守すべき事項がありますので、これらを整

理し、実際の対策に役立てるために「遵守事項一覧」を作成すると良いでしょう。この
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遵守事項一覧は、作成にあたって、遵守事項を理解するのに役立つほかに、対策の構築

や整備状況を確認する際にはチェックリストとして使用することができます。 

 

【利用上の注意点】 

 「個人情報の保護に関する法律」及び「省庁ガイドライン」を理解するためには、社

内で勉強会を開催し、読み合わせするなどの方法が効果的です。 

 また、「個人情報の保護に関する法律」にかぎらず、今後は「法令遵守」ということ

がビジネス上でも大きなウエイトをしめつつありますので、こうした法令に関する社内

勉強会を行うことは、他の法令への対応においても有効です。 
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遵守事項一覧（チェックリスト） 

番号 確認事項 該当条文 実施状況 

１ 個人情報の管理についての責任者を

定めているか。 

 

 

 

２ 自社内に存在する個人情報の内容、

目的、保管場所、責任者等を特定し

ているか。 

 

 

 

 

３ 重要な個人情報を特定しているか。  

 

 

４ 業務に利用している個人情報につい

て利用目的を特定しているか。 

15条  

５ 上記の利用目的について変更する場

合の手順を定めているか。 

15条  

６ 特定した利用目的以外に利用しない

ようルールを定めているか。 

16条  

７ 偽りその他不正な手段の個人情報の

収集を防止するためのルールをさだ

めているか。 

17条  

８ 個人情報の収集にあたり、利用目的

を通知、明示、公表するためのルー

ルを定めているか。 

18条  

９ 個人データの内容について、利用目

的に必要な範囲内で最新の内容に保

つためのルールを定めているか。 

19条  

10 個人データの漏えいや滅失などが発

生しないよう安全管理策を実施して

いるか。 

20条  

11 個人データを取り扱う従業員に対し

て、安全管理のための監督（教育等）

を実施しているか。 

21条  

12 業務委託にともない、個人データ

を提供するような先に対して、安全

管理のための監督（機密保持契約書

の締結、安全管理の具体的な指示等）

を実施しているか。 

22条  
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13 第三提供の実施にあたり、必要な

対策を実施しているか。 

23条  

14 共同利用を実施する場合、必要な

事項を本人に通知又は公表している

か。 

23条  

15 保有個人データの開示・訂正・利

用停止等の対応の手順（受付、調査、

報告、実施等）のルールを取り決め

ているか。 

25条、26

条、27条、

28条、29

条、30条 

 

16 保有個人データに関する事項の公

表（事業社名、保有個人データの利

用目的、保有個人データの開示・訂

正・利用停止等の手続き及び手数料、

苦情の申し出先）をホームページ等

で公表しているか 

24条  

17 個人情報に関する苦情及び相談の

対応の手順（受付、調査、報告等）

のルールを取り決めているか。 

31条  
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3-2．対応方針の決定 

ＮＩＣ

会社としての個人情報保護法への対応方針を決定する
個人情報保護法への１００％完全な対応は現実的には不可能。そこで

、会社としての対応方針（重点、水準、方法）を決定する。

会社としての個人情報保護法への対応方針を決定する
個人情報保護法への１００％完全な対応は現実的には不可能。そこで

、会社としての対応方針（重点、水準、方法）を決定する。

①個人情報の実態（概要）を把握する
社内における個人情報の所在の把握（名称、内容、対象者、保管場所、保管媒体）と重要

度合いを特定する。

①個人情報の実態（概要）を把握する
社内における個人情報の所在の把握（名称、内容、対象者、保管場所、保管媒体）と重要

度合いを特定する。

②個人情報取扱事業者か否かを確認する
自社にある個人データにより特定される個人の数の確認を確認する。

②個人情報取扱事業者か否かを確認する
自社にある個人データにより特定される個人の数の確認を確認する。

④関係者の要求を理解する
個人情報保護法に関連して、自社に対して顧客が何を求めているのか（安全管理か、それ

とも本人対応か、そのレベルは？）を把握する。

④関係者の要求を理解する
個人情報保護法に関連して、自社に対して顧客が何を求めているのか（安全管理か、それ

とも本人対応か、そのレベルは？）を把握する。

⑤経営者の考え方を把握する
個人情報の重要性に対する認識、コンプライアンスへの重要視の度合い、顧客に対する考

え方、個人情報保護法への考え方等により、経営者の意識レベルを確認する。

⑤経営者の考え方を把握する
個人情報の重要性に対する認識、コンプライアンスへの重要視の度合い、顧客に対する考

え方、個人情報保護法への考え方等により、経営者の意識レベルを確認する。

③現状の対応レベルを確認する
遵守する事項（個人情報の収集、情報主体への対応、情報の更新、情報セキュリティ等）

に対する現在の自社の対応状況について確認する。

③現状の対応レベルを確認する
遵守する事項（個人情報の収集、情報主体への対応、情報の更新、情報セキュリティ等）

に対する現在の自社の対応状況について確認する。

＜対応方針の決定に必要な情報の把握＞

３－２ 対応方針の決定

 

 

ＮＩＣ

○ＪＩＳＱ１５００１の規格に即した、個人情
報の管理体制及び管理システムの整備
○上記のシステムに基づいた個人情報の洗いだ
しと対策の立案、継続的改善

ＪＩＳ規格を利用して
ＰＤＣＡ型の管理体制
を整備し、継続的に改
善する

５

６

４

３

２

１

レベル

何もせず、やり過ごす

○就業規則の改訂

○社員及び委託先との機密保持契約の締結

○全社員向けの教育研修の実施

社員への注意を徹底す
る

○組織体制の構築
○個人データ＆リスクの洗いだし
○目的明確化、安全管理、本人対応の整備

重要な個人データを組
織的に管理する

○ＩＳＯ２７００１にもとづいたセキュリティ
管理システムを構築し、これに個人情報保護法
対策に必要な目的明確化と本人対応の手順を加
える。

情報セキュリティに関
する基準を利用して管
理体制を整備する

○個人データの洗いだし（概要）
○収集から廃棄までの流れの確認
○本人対応手順と安全管理の整備

目立つ最重要の個人
データのみ管理策を取
る

実施内容（例）方針

参考：想定される方針のパターン例
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【解説】 

 「実施すべき事項」を明確にすることができたら、次は、「どの程度まで対応するの

か」といった自社としての対応の方針（水準）を設定します。同じ「方針」ですが、「個

人情報保護方針」や「プライバシーポリシー」とは全く違います。 

 例えば、情報システムのセキュリティ一つとっても、お金を手間をかければかけるほ

ど、厳重なセキュリティを実現することができます。まさに金次第です。しかし、現実

には投入できるお金と手間は限られています。私の言う「方針」とは、つまり「どれく

らい手間(人手)とお金をかけるか？」ということなのです。 

 当然のことですが、これは経営者の判断事項です。しかし、何の判断材料もない状態

で、判断せよといわれても困ります。そこで、担当者は、次のような情報を収集し、総

合的に「方針」の案を示し、経営者に決断していただく必要があります。 

①個人情報の実態を把握する 

 社内にどんな個人情報があるのかを確認します。「個人の権利利益を侵害する程度の

高い個人情報」、あるいは「数万件、数十万件という膨大な個人顧客の情報」というよ

うに、質または量の面で厳重な保護が必要であると思われる個人情報を持っている場合

と、「法人顧客の情報」と「従業員の情報」しかもっていない場合では、とるべき対策

のレベルに違いがあります。 

なお、「個人の権利利益を侵害する程度の高い情報」とは、例えばクレジットカード

番号のように悪用することで金額的な被害が発生するものや、本籍や健康に関する事項

のように差別につながりやすい情報、年収等多くの個人が知られたくないとする情報等

が該当します。 

 

②個人情報取扱事業者に該当するか否かを確認する 

 「個人情報取扱事業者」に該当しない場合には、「漏えいや改ざん」といった安全管

理面での対策に重点をおくことができます。しかし、「個人情報取扱事業者」に該当す

る場合は、安全管理に加えて、利用目的の通知等や開示・訂正・利用停止への対応等が

必要となります。 

 

③現在の対応レベルを確認する 

 現在の自社の対応レベルを確認します。人事情報の場合には、既に安全管理等が行わ

れている場合が多いです。また、書類や電子データの整理整頓がきちんと行われている

か否かというのも重要です。文書管理等が適切に行われている会社の場合は、既に高い

安全管理のレベルにありますが、整理整頓がおこなわれておらず、どこに何があるか分

からない、施錠管理もいい加減といった会社は、対応レベルは低いからです。 

 人間は、よほどのことがない限り急には変われません。ただし、いろいろな会社を見

ていると、同業種同規模の会社であっても、片方の従業員ができないといったことが、
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別の会社では当たり前に行われているものがたくさんあります。出来ないのではなく、

慣れていないということです。 

もし、現在の対応レベルが低いのであれば、対応レベルを一足飛びに高いところにも

っていくのは難しいです。徐々に上げる必要があります。 

 

④関係者の要求を理解する 

 「自社における個人情報の取扱いについて、顧客はどの程度の対策を求めているのか」

を確認しましょう。例えば、自分の個人情報が漏えいした場合、金融機関からの漏洩と、

近隣の個人商店の場合とどちらに怒りを感じるでしょう？。怒り＝期待している管理の

水準ということで考えれば、顧客の要求のレベルを推し量ることができます。これは法

人間の取引でも同じことです。 

 また、関係者には、顧客以外に監督官庁があります。所管する官庁のからの個人情報

保護法対策の実施に対する指導監督の水準を確認します。例えば、金融庁は検査項目の

中に、個人情報保護の対策を盛込み、対応状況を直接確認しています。そして数多くの

金融機関に改善勧告を出しています。また、総務省の情報通信業界に対する指導監督も、

比較的厳しいといわれています。これに対して、国土交通省や農林水産省では改善勧告

などはほとんど行われていません。 

 

⑤経営者の考え方を把握する 

 もっとも大事なのが、この「経営者の考え方」です。対策の構築及び運用にはある程

度の費用が発生します。さらに、いわゆる“余計な手間”が増えます。こうしたことを

経営者がどの程度理解するかによって、実行できる対策の内容は決まってしまうのです。

担当者がいくら熱心でも経営者の理解がないと実現できません。 

 

以上の要因を総合的に判断して、個人情報保護に対する自社の方針を決定してくださ

い。なお、あくまで参考ですが、想定される方針のパターンを例としてご紹介しておき

ます。一般的な中小企業の場合には、レベル３～４が目標だと思います。関係者の要求

レベルが高いような場合には、レベル５～６に挑戦する必要があるかもしれません。 

 

【利用上の注意点】 

 上記の項目について、項目毎に情報を収集し、表形式にまとめて一覧できるようにし

て整理します。ただし、こうした手間をかけられない。あるいは情報を把握することが

できないとする場合には、同業他社の動向から判断することも可能です。同業他社の動

向は、顧客や所管省庁の要求の結果だからです。 

同業他社に比べて極端に高水準の対策を行うということは、営業上大きなプラスにな

る目論見を持っていなければ、無駄な投資に終わる可能性が高いのです。そこで、中途
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半端な対策を実施するのであれば、他社よりやや優位という程度が現実的な落としどこ

ろとなります。 
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3-3．現状の把握 

ＮＩＣ

自社の保有する個人情報を特定し、重要度を評価する。さらに、
業務プロセスを把握し、発生するリスクと要求事項への対応状
況を把握する。

自社の保有する個人情報を特定し、重要度を評価する。さらに、
業務プロセスを把握し、発生するリスクと要求事項への対応状
況を把握する。

①自社内にある個人情報を棚卸する
個人情報の在庫状況を確認し、不要なもの（違法なもの）を廃棄する。さらに、収集
方法、廃棄時期、保管場所、利用者、責任者、権利関係等を明確にする。

②自社内にある個人情報の重要性を評価する
自社の保有する個人情報について、漏洩や改ざん等が発生した場合の情報主体や
自社への影響度をもとに、個人情報の重要度を評価する。

③重要な個人情報について、収集から廃棄のプロセスを把握する
重要な個人情報について、収集～利用～保管～廃棄の流れを整理する。

④プロセス毎に発生する可能性のあるリスクを把握する
プロセス毎に不正アクセス、漏洩、紛失、改ざんのリスクを把握する。

⑤遵守すべき内容の対応状況を確認する
重要な個人情報について、遵守すべき事項の対応状況を確認する。（利用目的を明
確にしているか、本人に通知しているか、同意をとっているか等）

３－３ 現状の把握

 

【解説】 

「方針」が決定したら、自社にどんな個人情報がどの程度あって、どのように取り扱

われているのか。法律で求められている事項にどの程度対応できているのかを確認しま

す。方針の決定における現状確認は、あくまで概要ですが、ここでは精緻に行います。 

①自社内にある個人情報を棚卸する 

 自社にどのような個人情報が、どの程度あるのかを確認します。この段階で不要なも

のがあれば廃棄し、収集が不要なものがあれば、今後収集を停止します。 

さらに、どの部門が収集しているのか、保管場所は、廃棄時期は、どこ（自社または

委託元等）に権利があるのかといったことについても確認しておきます。 

 

②自社内にある個人情報の重要性を評価する 

 上記のようにして特定した個人情報について、漏えい等が発生した場合や内容が誤っ

ていた場合に、本人又は自社にどの程度の影響が発生するのかを評価することにより、

「重要な個人情報」を特定します。 

 

③重要な個人情報について、収集から廃棄のプロセスを把握する。 

 上記で特定した重要な個人情報について、収集、利用、保管、廃棄等のプロセスを確

認していきます。箇条書きで流れを記述したり、フロー図に表す方法があります。 
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④プロセス毎に発生する可能性のあるリスクを把握する 

 上記で特定した重要な個人情報の各プロセスにおいて、漏えいや改ざんの発生する事

件や事故としてどのようなものがあるのかを考えます。自社で起きた事故や他社の事例

等を参考にして、記述していきます。具体的には、書類の転記ミス、整理整頓されてい

ないことでの紛失、運搬途中での紛失、保管時の盗難といったことを確認があります。 

 

③遵守すべき内容の対応状況を確認する 

対象となる重要な個人情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律」で求

められていることに、現時点でどの程度対応できているのかを確認します。「遵守すべ

き事項の理解」においてチェックリストを作成している場合には、これを使って確認し

ます。これにより、何ができていて、何が出来ていないのかが明確になってきます。 

 

【利用上の注意点】 

 個人情報の棚卸しの段階では、「漏れなく」よりも「重要な情報は漏れなく」という

発想が必要です。また、重要性の評価についても「精緻なもの」ではなく、「おおむね

適切なもの」を目指さなければ評価は出来ません。 

 また、「重要な個人情報」が社内にあふれているといったことはめったにありません。

あとの作業のことを考えて、出来るだけ「重要な個人情報」は少なく設定する必要があ

ります。そうしなければ、対策の途中で息切れしてしまい、実行がおぼつかなくなりま

す。 
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3-4．対策の構築 

3-4-1．利用目的の特定と限定利用のための対策 

ＮＩＣ

３－４－１ 利用目的の特定と限定利用のための対策

①『個人情報の登録管理（個人情報管理台帳）制度の整備』

「個人情報管理台帳」を作成し、新規の個人情報の取得にあたり、登録する
制度を整備する。

＜台帳への登録項目の例＞
○個人情報、個人データ、保有個人データの分類
○利用目的【法１５条対応】
○保有期間、廃棄時期
○保管場所、保有責任者
○利用目的の通知、公表実施の有無【法１８条対応】
○第三者への提供の有無【法２３条対応】
○内容に関するメンテナンスの要不要【法１９条対応】

①『個人情報の登録管理（個人情報管理台帳）制度の整備』

「個人情報管理台帳」を作成し、新規の個人情報の取得にあたり、登録する
制度を整備する。

＜台帳への登録項目の例＞
○個人情報、個人データ、保有個人データの分類
○利用目的【法１５条対応】
○保有期間、廃棄時期
○保管場所、保有責任者
○利用目的の通知、公表実施の有無【法１８条対応】
○第三者への提供の有無【法２３条対応】
○内容に関するメンテナンスの要不要【法１９条対応】

②『利用目的を変更する場合の検討ルールの整備』
利用目的の変更、第三者への提供が必要になった場合等について、改めて
通知する必要があるか否か等の対策を検討するための体制（ルール）を整備
する【法１８条対応】 。

②『利用目的を変更する場合の検討ルールの整備』
利用目的の変更、第三者への提供が必要になった場合等について、改めて
通知する必要があるか否か等の対策を検討するための体制（ルール）を整備
する【法１８条対応】 。

３－４ 対策の構築

 

【解説】 

 ここでは、「個人情報の保護に関する法律」の利用目的に関する事項についての対策

を説明します。 

 「利用目的の特定」（第 15 条）では「利用目的をできる限り特定し、特定した利用目

的以外に利用してはならない」とあります。さらに、「利用目的の制限」（第 16 条）で

は、「利用目的を変更する場合には、原則本人の同意が必要」とされています。これら

の要求を満たすためには、以下の２つの対策を実施します。 

①個人情報の登録管理制度（個人情報管理台帳）の整備 

 文字通り、「利用目的を特定」するためには、あらかじめ個人情報毎の利用目的をな

んらかの方法で明らかにしておく必要があります。そこで、棚卸調査の結果をもとに、

「個人情報管理台帳」を作成し、利用目的を記載しておきます。さらに、管理上必要な

情報として、保有期間、廃棄時期、保管場所、保有責任者等も明確にしておきましょう。 

 

②利用目的を変更する場合のルールの整備 

 「個人情報の保護に関する法律」では、利用目的の変更が認められていますが、その

場合には、「変更前の利用目的と相当の関連性があると合理的に認められ範囲」でなけ

ればなりません。これに該当しない場合には、変更前に「あらかじめ本人の同意を得る」

ことが必要です。 

 こうした判断を各部に任せておくと、利用目的を勝手に解釈して不適正な判断をして
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しまうケースが多発します。そこで、利用目的の変更に関する判断を一本化するルール

を整備します。具体的には、「個人情報の利用目的を変更する場合には、個人情報管理

責任者（例えば総務部長）に事前に相談の上で実施すること。」といったことを決めて

おくのです。 

 当然ですが、利用目的を変更した場合には、先の「個人情報管理台帳」の内容も変更

しなければなりません。 

 

【利用上の注意点】 

 「個人情報管理台帳」は、社内にある全ての個人情報を登録するのが理想的ですが、

スタート時に全てを登録のは、大変なことです。そこで、重要な個人情報を中心として、

主だったものから登録し、徐々に増やしていくというのも一つの方法です。 
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3-4-2．個人情報の収集における対策 

ＮＩＣ

３－４－２ 個人情報の収集における対策

③情報メンテナンスルールの整備

「個人データ」のうち、正確性を確保する必要があると判断するものを特
定し、これらについて目的達成に必要な範囲内で、具体的なメンテナンス対
策を検討する【法１９条対応】。

○変更連絡の為の窓口開設と公表 ○システムによる自動変更

○定期的な調査

①利用目的の通知、公表方法の整備

具体的な利用目的の通知、公表の方法を整備する。特に書面（電子式、電
磁式を含む）での収集については、事前に利用目的を明示する方法を決定す
る。既に取得済みの場合には、公表・通知を実施する【法１８条対応】

○ホームページ、店舗等での掲示による公表

○申込用紙、ＤＭへの表示による明示＆通知

②同意の取り方に関するルールの整備

第三者への提供（機微情報の収集等）が必要な場合に同意を得る方法を整

備する【法２３条対応】。

○申込用紙、ＤＭ等への表記 等

 

【解説】 

ここでは、収集時に注意すべき事項と対策について説明します。個人情報を収集する

場合には、利用目的について本人に通知したり、第三者提供等について同意を得るなど

が必要となります。 

 

Ａ．利用目的の通知、公表方法の整備 

 個人情報の利用目的については、「利用目的が明らかである場合」や法令に定められ

ている場合等を除き、公表、明示、通知等の方法によって利用目的を本人に知らせる必

要があります（第 18 条）。そこで、以下のような方法を実施します。 

①ＨＰへの掲載（公表） 

 上記の 18 条のほかに、「保有個人データに関する事項の公表等」（第 24条）において、

「事業者の氏名」「開示訂正利用停止の手続き」等の公表が義務付けられていることか

ら、これらと「個人情報の利用目的」について、ホームページや店頭への掲示等により

公表します。 

 

②申込み用紙等への記載（明示） 

 本人より直接書面（電磁的方法を含む）により個人情報を収集する場合には、本人に

対して、利用目的を明示しなければなりません。そこで、申込み用紙の上部や申し込み

事項を記載するホームページの前に当該個人情報の利用目的を明示しておきます。 
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③後日の連絡（通知） 

 もし、本人以外から個人情報を収集したような場合（間接収集）には、商品の発送等

のように本人に接点をもつ場合に、通知します。 

 

Ｂ．同意の取得 

 もし、収集する個人情報を自社または本人以外の第三者に提供する場合には、事前に

公表している等の場合を除き、原則として同意が必要ですので、収集する段階で同意を

得ておきます。前出した申込み用紙などを利用するケースで、同意が必要な場合には、

同意する旨のサインやチェック等を求めるようにします。 

 

Ｃ．個人情報のメンテナンスルールの整備 

 上記のように、個人情報の利用目的を本人に知らせるとともに、収集に関する対応事

項としては、個人データのメンテナンスルールの整備が必要です。 

 メンテナンスとは、「利用目的の達成に必要な範囲内で正確性を確保する」（第 19 条）

ために、個人情報の変更などを適切に管理するための対策です。 

 具体的には、顧客や従業員の住所変更や婚姻等に伴う苗字の変更などがあった場合に、

本人からの申請を受け付け、社内の個人情報を改変するための窓口や連絡先の設置しま

す。 

 

【利用上の注意点】 

 「利用目的が明らかである場合」には、個人情報の利用目的を公表、明示、通知は不

要です。これにより、例えば名刺の入手や宅配便の申込伝票への記載について利用目的

の公表や明示が行われていません。ただし、「利用目的が明らかである場合」は、どこ

までなのかという明確な区分が存在しませんので、対策を実施する各社の任意というこ

とになっています。 

限定的に解釈すると多くの個人情報の取得にあたって利用目的の明示や通知が必要

となり、拡大解釈すると、本来明示や通知が必要な個人情報の収集についても明示や通

知が行われないなどの問題が発生します。 
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参考１：個人情報の保護に関する法律に基づくホームページ等での公表事項 

ＮＩＣ

参考１：個人情報の保護に関する法律に基づくホームページ等での公表事項

開示（25条）、訂正（26条）、利用停止（27条）に関する手
続き及び手数料（30条）を記載する。

開示訂正利用停
止等の手続き

個人情報の保護に関する法律施行令第5条１項により、
個人情報の取扱いに関する苦情の連絡先を記載する。

苦情及び相談の
受付

第24条では全ての保有個人データの利用目的となってい
るが、第18条に対応するため、個人情報の利用目的を記
載する。

個人情報の利用
目的

個人データの協同利用を実施する場合は、23条4項三に
より、必要事項を記載する。

個人データの協
同利用

個人データの第三者提供を実施する場合は、23条2項に
より、必要事項を記載する。

個人データの第
三者への提供

自社の会社名及び本社住所などを記載する。個人情報取扱事
業者の名称

第24条等にもとづき、以下の事項について自社のホームページや店
舗内の掲示等により本人が容易に知り得る状況にする。

第24条等にもとづき、以下の事項について自社のホームページや店
舗内の掲示等により本人が容易に知り得る状況にする。

 

【解説】 

 ここでは、「個人情報の利用目的の通知又は公表」と「保有個人データに関する事項

の公表」に対応したホームページへの公表事項の作成手順を説明します。 

 「個人情報保護方針」をＨＰ上で掲示している企業も多数見られますが、一部の省庁

ガイドライン（例えば、医療介護分野に関するガイドラインにおける院内掲示）を除き、

「個人情報保護方針」は義務ではありません。 

「個人情報の保護に関する法律」第 18 条、24 条にもとづき公表が必要な内容は、上

記の通りです。 

「個人情報の利用目的」については、第 24 条では、保有個人データに限定されてい

ますが、第 18 条への対応のために、「保有個人データ」を「個人情報」と拡大していま

す。次ページに記載例を示しておきますので、これをもとに自社における内容に変更し

てください。なお、「第三者提供」と「共同利用」については、該当する事項がなけれ

ば、記載は不要です。 

 上記の「第三者提供」に該当する場合には、第 23 条 2 項に従い、以下の事項を記載

しておきます。 

 ①第三者への提供を利用目的とすること 

 ②第三者に提供される個人データの項目 

 ③第三者への提供の手段又は方法 

 ④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 
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次に、上記の「共同利用」に該当する場合には、第 23 条 4 項に従い、以下の事項を

記載しておきます。 

 ①個人データを特定の者と共同して利用すること 

 ②共同して利用される個人データの項目 

 ③共同して利用する者の範囲 

 ④利用する者の利用目的 

 ⑤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 

 

【利用上の注意点】 

 作成作業において問題となるのが、「個人情報の利用目的どの程度具体的に特定すれ

ばよいのか」ということです。次ページの事例のように総括的に公表する場合には、あ

る程度集約しても良いとされていますが、「本人が何に利用されるのかを認識可能な程

度」の具体性を持っている必要があります。 

例えば、「当社の事業活動に利用します」では、何に使われるのかを想定することが

できません。そこで、「当社サービスに関する情報提供、見積り」あるいは「現場管理、

生産管理、請求などの事務」といった程度の具体性が必要となります。 
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２００×年×月×日 

株式会社中小産業における個人情報保護法に関する公表事項 

 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）にもと

づき、以下の事項を公表致します。 

１．個人情報取扱事業者の名称 

株式会社 中小産業  （所在地：神奈川県横浜市西区 1-1-1） 

 

２．用語の定義 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」（以下同法とする）第２条による以下の定義

による分類にもとづいて、個人情報を取り扱います。 

名称 定義 

個人情報 生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが

できるもの。 

個人情報デ

ータベース

等 

個人情報を含む情報の集合物であって、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。あ

るいは、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。 

個人データ 個人情報データベースを構成する個人情報のこと。 

保有個人デ

ータ 

当社が開示、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利を有する個人データ

のこと（ただし、その存在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ヶ月以内に消去するものは除く）。 

 

３．個人情報の利用目的 

当社は、以下の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を利用することがあります。 

・当社サービスの提供に必要な情報の収集、提供、連絡、確認、記録等の業務 

・上記に関連する連絡、相談、受発注、アフターサービス等の受付、対応、管理等の

ため 

・上記業務に関連する、与信管理、契約、支払い、請求等の事務 

・当社従業員の労務管理、健康管理、給与の支払い等に関する対応、確認の記録など

の業務 

・当社採用希望者の受付及び採用に関する情報の提供、選考 
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４．第三者への提供 

 当社では、以下のとおり個人データを第三者に提供することがあります。なお、第三

者に提供します個人データは、ご本人からの申請にもとづいて、第三者への提供を停止

します。停止の連絡は、個人情報相談窓口までお願いします。 

＜提供される個人データの項目＞ 

 ・○○サービスをご利用いただいた方の氏名、連絡先 

＜第三者への提供の手段又は方法＞ 

 ・弊社ホームページへの掲載 

５．個人データの共同利用 

 当社は収集した個人データについて、以下のとおり共同利用することがあります。 

＜共同して利用される個人データの項目＞ 

 ・××サービスの会員のお客様の氏名、連絡先、会員番号、利用履歴 

＜共同して利用する者の範囲＞ 

 ・××サービスを実施する××商会、▲▲コーポレーション、■■興業 

＜利用する者の利用目的＞ 

 ・××サービスの会員に対して、共同してご提供するため 

＜個人データの管理についての責任者＞ 

 ・当該個人データの管理については、株式会社中小産業が責任を負います。 

６．「個人情報の保護に関する法律」に関する手続き 

個人情報の保護に関する法律にもとづいた「保有個人データ」に関する内容の開示、

訂正、利用停止の手続きにつきましては、下記までお問い合わせください。 

申請の際には、安全管理と正確性を確保するため「ご本人様（又は代理人）であるこ

との確認」及び「対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示（同法２９

条）」をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。また、利用目的の通

知及び内容の開示につきましては、申請手数料（同法３０条）として、申請時に×××

円をいただきます。 

【個人情報相談窓口】 

株式会社 中小産業 総務部 個人情報管理責任者 

電話番号：０４５－×××－×××× 

７．当社の個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の受付 

当社の個人情報の取扱いに関する苦情及び相談につきましては、下記までご連絡下さ

い。 

【個人情報相談窓口】 

株式会社 中小産業 総務部 個人情報管理責責任者 

電話番号：０４５－×××－×××× 
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参考２：個人情報の収集時の通知及び明示の事例 

ＮＩＣ

参考２：個人情報の収集時の通知及び明示の事例

第18条等にもとづき、個人情報を取得する際には、以下のような事
項を公表するか、収集時に明示あるいは収集後に通知する。
なお、直接本人から書面により収集する場合のみ、明示が必要で
あり、それ以外の場合は、公表または通知でよい。

第18条等にもとづき、個人情報を取得する際には、以下のような事
項を公表するか、収集時に明示あるいは収集後に通知する。
なお、直接本人から書面により収集する場合のみ、明示が必要で
あり、それ以外の場合は、公表または通知でよい。

＜公表または明示の文例＞
今回ご提供いただきましたお客様の個人情報は、○○○○に関する受注、進捗管理、連絡、請
求、当社のサービス向上及び関連する情報の提供等に利用いたします。法令にもとづく場合を除
き、お客様のご同意を得ることなく、第三者に提供することはございません。
当社の個人情報の取扱い及び苦情等の問合せにつきましては、以下のＨＰをご確認ください。

http://www.▲▲▲.com/

＜インターネットによる変換サービスの受付における説明＞
以下の事項をご確認いただき、ご同意いただける場合には、以下のボタンをクリックし、
お申し込みフォームにお進みください。
今回ご提供いただきますお客様の個人情報は、○○○○の受注、進捗管理、連絡、請求、
当社のサービス向上及び関連する情報の提供に利用いたします。
法令にもとづく場合を除き、お客様のご同意を得ることなく、第三者に提供することはござ
いません。
当社の個人情報の取扱い及び苦情等の問合せにつきましては、以下のＨＰをご確認くださ
い。
http://www.▲▲▲.com/

 

【解説】 

 先にご説明しましたように、個人情報を収集する場合には、利用目的の公表、通知又

は明示が必要です（第 18 条）。さらに、第三者提供の同意（第 23 条）なども必要とな

ります。ここでは、申込み用紙や案内状等に記載するための文章について解説します。 

①利用目的の記載 

利用目的はできるだけ具体的に記述します。なお、ここに記載した利用目的以外に利

用するためには、あらかじめ本人の同意が必要になりますので、利用目的として考えら

れることは全て記載しておくことがポイントです。 

なお、一般的に考えて利用目的が明らかである場合（例：宅配便の送付を目的として、

送付表に送付先と依頼者の氏名と連絡先を記載すること）には記載は不要です。 

 

②第三者提供の有無 

 収集した情報について第 23 条２項にもとづく公表を行っている場合を除き、原則的

に第三者提供を行う場合には、第三者提供について同意を得る必要があります。 

申込書などに第三者提供を行うことを明記し、申し込まれる方にご確認いただいたの

ちに申込みを受け付けることにより、同意を得たと判断することも可能です。しかし、

後になって「聞いていない」ということで問題となる可能性がありありますので、可能

な限り同意の意思表示を明確にうけることが望ましいです。 
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③共同利用の有無 

共同利用の有無を記載します。共同利用することがない場合には、「共同利用するこ

とはありません」などと記載します。なお、共同利用は、第三者提供の例外事例として

位置づけられていますので、第三者提供も、共同利用も実施しない場合には、「ご本人

の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません」との表現でまとめても良

いと思います。 

 

④個人情報の保護に関する法律にもとづく手続きの案内 

 保有個人データの開示、訂正、利用停止及び個人情報に関する苦情等の連絡先を本人

にお知らせする必要があることから、これら記載した自社のホームページのアドレスな

どを添え書きしておきます。あるいは、ホームページを見ることができない人のために、

連絡先及び電話番号を記載しておくことも必要です。 

 

【利用上の注意点】 

 ホームページや店舗への掲示により個人情報の利用目的を公表する場合には、利用目

的について総論的な内容でも良いとされていますが、ここで示すように個別の申込書等

の場合には、利用目的等について詳細に記載する必要があります。 

 なお、利用目的等の明示については、すでに多くの企業で実施されているので、これ

らの事例を紹介するのも参考となります。 
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3-4-3．間接収集時の注意 

ＮＩＣ

個人情報を本人以外から間接的に収集する場合には、「違法な収集
ではないか」「法令に準じた手順で収集されているか」といったことを、
収集源に確認する必要がある。もし、こうしたことが確認できない場
合には、利用を控えたほうが懸命である。

個人情報を本人以外から間接的に収集する場合には、「違法な収集
ではないか」「法令に準じた手順で収集されているか」といったことを、
収集源に確認する必要がある。もし、こうしたことが確認できない場
合には、利用を控えたほうが懸命である。

３－４－３ 間接収集時の注意

以下のように、常識で考えて、一般に出回るはずのない個人情報について
は、違法性があると判断して購入したり入手しないこと。
＜例＞
「多重債務者名簿」「民間スポーツクラブ等の入会者リスト」
「特定業種の従業員リスト」「金融機関等の重要顧客リスト」
「○○商品の購入者リスト」 等

名簿業者自体が名簿を販売する行為は禁止されていない。しかし、これを購
入して利用した企業は、違法な取得として法令違反となる可能性が非常に高
くなるので、注意が必要である。

 

【解説】 

 本人以外から間接的に個人情報を収集する場合には「違法な取得」と「本人への通知」

に注意が必要です。 

①違法な取得に該当しないか 

 本人をだまして個人情報を収集するのは、明らかに違法な取得ですが、本来出回るは

ずのない個人情報を取得するのも、違法性が高いといわれても否定できません。本来出

回るはずのない個人情報ということは、従業員等の関係者の窃盗により収集されたもの

ということが容易に想定されるからです。具体的には、「多重債務者リスト」「金融機関

の重要顧客リスト」などです。また、現在のように個人情報の管理が厳しくなってくる

と、「民間スポーツクラブ等の加入者リスト」「特定業種の従業員リスト」「○○商品の

購入者リスト」といったものについても、窃盗による疑いが濃くなります。なお、こう

した名簿を販売する行為自体は、禁止されていません。 

 また、本人に対して第三者提供の説明がない個人情報を間接的に収集するのも、厳密

に言えば個人情報の保護に関する法律に違反していることになりますので、情報源に対

して、「第三者提供に関する公表」あるいは、「第三者提供に関する同意の取得」のいず

れかが行なわれていること、特に公表については、容易に知り得る状態での公表である

ことを確認する必要があります。 

卒業生名簿や各種の会員名簿の背表紙などに「本名簿は会員相互の連絡ために利用す

るのみとしています。営業目的での利用を禁止します。」等の注記がある場合も、利用

できないと判断したほうが良いです。 
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いずれにしても、素性の怪しい名簿等は使えないということです。 

 

②利用するにあたり、本人への通知が必要です 

 間接収集した場合には、あらかじめ、あるいは利用と同時に本人に通知しなければな

りません。例えばダイレクトメールの送付状等に、利用目的などを記載して通知するの

です。間接収集において、こうした通知を実施した結果「利用を止めて欲しい」との要

請があった場合には、利用を停止したほうがよいと思います。 

 

【活用時の注意事項】 

 名簿業者による名簿販売が依然として続いていることから、名簿業者から購入した名

簿について、違法性はないとの認識がありますが、あくまで販売行為が違法でないだけ

で、盗品である名簿を購入して使用した場合には、違法性が問われます。要するに情報

源の不明な名簿は使えないということです。もし、情報源が明確な場合には、個人情報

保護法にもとづく第三者提供の手続きが行われていることを確認した上で、利用しまし

ょう。 

 また、直接収集の場合には、本人への通知等を省略することも可能ですが、間接収集

の場合には、通常の場合には、通知は必須となります。 

 ちなみに、間接収集であっても利用可能な個人情報としては以下のものがあります。 

①ＮＴＴグループが発行している電話帳（タウンページ等）及びこれらを電子化 

して販売しているもの 

②地図会社が製作して販売している住宅地図やカーナビゲーションシステムの地図デ

ータ 
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3-4-4．第三者提供における注意 

ＮＩＣ

第三者提供は本人の同意がない場合には原則禁止です。ただし、
以下のような場合には、同意を得なくても提供することが出来るとさ
れています。

第三者提供は本人の同意がない場合には原則禁止です。ただし、
以下のような場合には、同意を得なくても提供することが出来るとさ
れています。

３－４－４ 第三者提供における注意

①法令にもとづく場合

②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。

③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

④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恐れがあるとき

「法令にもとづく場合」以外は、全て「本人の同意を得ることが困難である」や「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可能性がある場合」とあるよう
に、提供する側の責任を求めていることに注意が必要です。

 

【解説】 

 第三者提供については、本人の同意がない限り、原則として禁止とされています。た

だし、「法令にもとづく場合」は、本人の同意が不要ということになっています。 

この、「法令にもとづく場合」とは、例えば、会社法第 125 条２項の株主名簿の閲覧

等のように、具体的に第３者提供がきむづけられている場合を指しています。 

あるいは、警察官による捜査令状にもとづく捜査（刑事訴訟法第 218 条）や裁判所に

よる証拠物件の差し押さえ（刑事訴訟法第 99 条第２項）、税務署等による税務上の質問

調査権にもとづく調査（地方税法第 72 条の７や同条 29 の 5）等の捜査が該当します。 

 ここで注意が必要なのは、例えば、警察や地方自治体等への任意での協力にあたり、

個人情報を提供する場合です。この場合には、警察や検察等の捜査機関からの刑事訴訟

法第 197 条にもとづく照会（捜査ではなくあくまで任意の協力）等の場合には、同意を

得なくても良いいう見解がありますが、こうした、同意を得るかどうかのリスクは、最

終的に情報を提供する企業の側にあります。 

そこで、警察や検察、税務署等による捜査への協力を求められた場合には、個人情報

の保護に関する法律の 23 条に関する見解を求め、その返答内容を確認した上で、捜査

などに協力するために必要な個人情報を提供するのが良いと思います。ただし、その場

合にも応答の内容を含めた事項を記録しておきます。 

 

 こうした法令に関連する以外には、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、本人に同意を得ることが困難であるときがあります。具体的には、従業
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員が作業中に、意識不明の状態で病院に運ばれた場合、付き添っている会社の人が、従

業員の氏名や血液型、家族の連絡先等を病院に提供するようなことが考えられています。 

 

【利用上の注意点】 

 第三者提供については、原則的には同意を得なければ禁止ということですが、実際の

社会においては、何らかの場面や要請により、第三者提供が必要となります。その際に、

その第三者提供は必須なのか否か、あるいは上記で説明したような例外に該当するのか

否かについて、注意して対応しなければなりません。 
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3-4-5．安全管理策の策定 

ＮＩＣ

３－４－５ 安全管理策の策定

⑤委託先の監督ルールの整備
「個人データ」の取扱を委託するにあたって、安全管理措置の内容を契約

書に盛り込むとともに、契約内容が遵守されているか否かを定期的に確認す
るためのルールを取り決める【法２２条対応】

①組織的な安全管理策の策定
個人情報利用者の役割と責任、安全管理に関する規定や業務上の手順を整

備する。

③物理的な安全管理策の策定
施錠可能な什器・備品の導入、機器類の固定、非常用電源装置の導入等に

ついて検討する。

②人的な安全管理策の策定入（社員への対応）
従業員との間での非開示契約の締結、個人情報の取り扱いに関する教育の

制度を整備し、実施する。

④技術的な安全管理策の策定
情報へのアクセスに関する認証、パスワード設定によるアクセスの制御、

アクセスログの収集、監視カメラの設置等の監視機能を導入する。

 

【解説】 

 個人データの漏えいや破損、内容の正確性を確保するなどのために採るべき主な安全

管理策は、以下の４つに分類されます。 

それぞれの対策の詳細については、「経済産業分野における個人情報の保護に関する

ガイドライン」（経済産業省）に具体的な記載がありますので、対策を考える際に参照

してください。 

①組織的な安全管理策 

 個人情報の取扱いについてのルールを定めることです。ルールとしては、全社的な安

全管理に関する方針、個人情報を利用するものの役割と責任を明確にする。あるいは、

個別の個人情報の収集、運搬、保管、廃棄の手順を定めるといったことがあります。 

 

②人的な安全管理策 

 個人情報を取扱う従業員の意識や知識を高めることです。個人情報の重要性を認識さ

せるような啓発教育、あるいは個人情報の収集、運搬、利用、保管、廃棄の具体的な手

順について教育します。 

さらに、意識を高めるために「非開示契約書（機密保持契約書）」を締結したり、罰

則を定めるといったことも行われます。ただし、罰則を定める場合や、「非開示契約書

（機密保持契約書）」により損害賠償を請求するような場合には、労働関係法規に違反

する恐れがあるので、注意が必要です。 
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③物理的な安全管理策 

 個人情報が記載された紙媒体、個人情報が入った電子媒体等の運搬、保管や廃棄。利

用場所における盗難や盗み見といった事への対策です。具体的には、入退室管理や施錠

管理、シュレッダーによる廃棄の徹底等があります。 

 

④技術的な安全管理策 

 個人情報が記載された電子データの漏えいや毀損、紛失等の防止です。具体的には、

電子データへのアクセスの制御、記入や複写、印刷の制御などがあります。 

また、これらの他に電子データを利用する環境における不正ソフトの侵入防止、停電

や故障時の対応といったことも含まれます。 

 

 これら４つ以外に、委託に伴い委託先に個人データを一時的に提供する場合について

も、自社と同じレベルの安全管理を実現してもらう必要があります。 

そこで、委託にあたっては、提供する個人データの適正な安全を確保できる先である

かどうかを選定の基準に盛り込んだり、契約内容において安全管理の徹底を約束させま

す。さらに、重要な個人データの場合には、具体的な取扱い上の制限を伝えるなどを行

う必要があります。 

 

【利用上の注意点】 

 安全管理策は、各個人情報毎に収集、運搬、保管、廃棄のプロセス毎に発生するリス

クを識別したうえで実施します。 

なお、対策には、「予防」としての発生防止策、「発見」としての早期発見方法、「低

減」としての発生した場合の被害を低減する方法等があります。 
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参考１：安全管理策構築のポイント 

ＮＩＣ

参考１：安全管理策構築のポイント

①個人情報毎の責任者の設置
各個人情報毎に管理の責任者を明確にする。

②アクセスの制御
個人情報に対してのアクセス権限を最小限にする。

③アクセス状況の記録
遵守状況の確認や違反者発生の抑制のため、個人情報へのアクセス状
況を記録する。

④検知、検証
ルール違反、事件事故の発生を検知する。事件事故が発生しているか否
かを検証する。あるいは事故が発生したときに原因を調査できるようにする。

 

【解説】 

 重要な個人情報について、適正な安全管理策を考える上では、以下の事項に注意して

検討すると効果的です。 

①重要な個人データ毎に責任者を設置する 

 責任者が不明確であれば、誰もが自分の責任ではないと考え、無責任な管理状態に陥

ります。しかし、社長や部長等を責任者にすると、普段現場に接していない場合が多い

ので、無責任状態はなかなか解決しません。 

そこで、実際の現場を管理する立場にある課長や係長クラスをそれぞれの個人データ

の取扱いに関する責任者とします。そして、責任者に対しては、個人データの漏えい事

件等が発生した場合には、対外的には経営陣が責任を取るが、社内的には当該責任者が

責任を取ることを強調して説明しておきます。 

 

②アクセスを制限する 

 当該個人データを見たり、持ち出せたりする人が多いほど漏えいや盗難は多くなりま

す。そこで、当該個人情報を利用できる者を必要最低限に限定し、紙媒体の場合には常

時施錠、電子データの場合には、ファイルやホルダーにパスワードを設定します。 

多くの企業では、既に人事情報等は、総務部門の人事担当者と役員程度しか閲覧でき

ないように制限されている場合が一般的ですが、それと同じような状況を目指します。

なお、厳しい会社になると、少人数の担当者以外、例えば上司や社長でさえもアクセス

できないようなルールを設定しています。 
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③アクセス状況を記録する 

 当該個人データを誰が見たり使ったりしたのかを確認できるようにするのが望まし

いです。例えば紙媒体等であれば、収納場所の鍵の貸し出し記録を作成したり、電子デ

ータであれば、対象ファイルのアクセス記録を収集できるようなソフトウエアを利用し

ます。こうした記録は、漏えいなどの事件があった場合の検証資料として利用すること

ができますし、従業員犯罪を抑止するのに大きな効果があります。 

 

④ルール違反の有無を点検する 

 人間は、誰かに見られていなければ、次第にルール違反が常態化するものです。そこ

で、上記のように収集した記録を分析したり、あるいは、抜き打ちでルールの遵守状況

を調査することにより、ルール違反の有無を点検します。 

個別に詳細な検査を実施するのも良いですが、例えば早朝に出勤して施錠や整理整頓

の状況を確認するだけでも、有効です。 

 

【利用上の注意点】 

 安全管理策については、例外を誇大に解釈するあまり、対策の実施をあきらめてしま

ったり、極端に厳密なルールを決めるあまり、現場が混乱するといった状況が散見され

ます。 

例えば、「アクセス制御」といっても、別に一人に限定しなければならないというの

ではなく、業務上取扱いが必要な範囲の人に限定するということです。 

また、アクセスの制御も、施錠可能な場所に収納するといったことで十分対応可能で

す。電子データの場合でも、ファイル毎にパスワードを設定するのではなく、フォルダ

ーベースでアクセスを権限するなどの工夫により、利用者の負担を軽減することが必要

です。 
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参考２：廃棄時の安全管理のポイント 

ＮＩＣ

参考２：廃棄時の安全管理のポイント

②パソコンの廃棄
ハードディスク内のデータを完全に消去するため、ハードディスクのみを
取り出し、物理的に廃棄する。または、専用ソフトを使って、データを完全に
消去する。
廃棄物処理業者に依頼する場合には、機密保持契約を締結し、廃棄証
明書を発行してもらう。

①文書類の廃棄
重要な文書を廃棄する場合には、シュレッダーを使用する。手で裂いた程
度ならば何もしないのと同じ。
廃棄物処理業者に依頼する場合には、廃棄処理に伴う漏えいの責任を
明確にしておく。また、事故発生時の廃棄物処理業者の補償能力も確認し
ておくこと。

③ＵＳＢメモリ、ＣＤ、ＤＶＤの廃棄
ＣＤやＤＶＤを廃棄する場合には、物理的に破壊すること。そのままの状
態で廃棄してはいけない。ＵＳＢメモリーなども同じ。
なお、こうした媒体は持ち運びが容易なうえ、紛失しやすいものなので、そ
もそも出来る限り重要な個人情報等に利用しないこと。

 

【解説】 

 安全管理対策において忘れらがちあり、重要な事項ととして「廃棄方法」があります。

重要な個人情報の多くは、本人等から収集された後、社内に留まり続ける場合が多いの

ですが、最終的に廃棄により社外にでていくことになります。一般的には、以下の３点

に注意してください。 

①文書類の廃棄 

 文書類（紙媒体）の場合には、シュレッダーの利用が有効です。ただし、廃棄すると

きに、直ちにシュレッダーを利用する場合は問題ありませんが、特定の場所にためてお

いて、一定量たまったらシュレッダーにかけて廃棄するというケースが多く見られます。

この場合には、一時的保管している場所の安全管理が重要となります。毎日退社時にま

とめてシュレッダーを利用し、廃棄物をそのままにしておかないのが良いでしょう。 

 

②パソコンやサーバ等の廃棄 

 リース期間が終了したパソコンをそのままリース会社に返却することは危険です。ま

た、廃棄にあたりパソコンやサーバのハードディスク内のデータを消去したり、再フォ

ーマットするだけでは、もとあったデータを復元することが出来ます。実際に、中古パ

ソコンからデータを再生するのを趣味としているマニアが存在します。 

 そこで、パソコンやサーバを廃棄するにあたっては、ハードディスクを取り出して物

理的に破壊するか、市販されている専用のソフトウエアを使用してデータを消去してか

ら、廃棄又はリース会社に返却してください。なお、廃棄物処理業者に依頼する場合に
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は、廃棄途中に漏えいした場合の責任を契約書等で明記しておき、廃棄証明書を発行し

てもらうようにしましょう。 

 

③ＵＳＢメモリ、ＣＤ、ＤＶＤ等の廃棄 

 重要な個人情報を記録しているＣＤやＤＶＤ等を廃棄する場合にも、物理的に破壊し

ましょう。最近はＣＤやＤＶＤに対応したシュレッダー等も販売されています。 

 また、ＵＳＢメモリについても、メモリー内のデータを消去するだけではなく、物理

的に破壊するのが望ましいです。 

 

【利用上の注意点】 

廃棄については、上記のように媒体ごとに適した廃棄ルールを設定します。 

なお、実際の運用においては廃棄手順は比較的遵守されていますが、「廃棄時期（又

は保管期間）」が守られないことがしばしばあります。上記のように廃棄方法を決定す

るにあたっては、対象とする個人情報毎に「廃棄時期（又は保管期間）」を決定し、こ

れの遵守を徹底する必要があります。 
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3-4-6．従業員教育の実施 

ＮＩＣ

３－４－６ 従業員教育の実施

①個人情報の重要性
業務において収集利用している個人情報の重要性について、悪用され
た場合の本人への影響や、会社及び従業員への影響について説明し、
個人情報の取扱いにおける意識の転換を求める。

③個人情報に関する苦情や事件事故が発生した場合の対応
本人から当社の個人情報の取扱いについて問合せや苦情があった場合
の対応。個人情報の漏えいや紛失、目的外利用等の事件事故が発生した
あるいは発生した恐れがある場合の対処方法を決定し、従業員に説明す
る。

②個人情報の取扱手順
各従業員が業務において取り扱っている個人情報の収集、利用、保管、
廃棄の具体的な手順を決定し、当該従業員に説明する。

 

【解説】 

 先に示した４つの安全管理策のうち、中小企業において最も重要なのは、「人的安全

管理策」です。その中でも特に教育は重要です。個人情報の保護に関する教育には、次

の３つの要素を含む必要があります。 

①個人情報の重要性の理解 

 個人情報はお客様からお預かりした重要なものであり、もし漏えいして悪用されるよ

うなことがあれば、本人にどのような迷惑が及ぶのか、あるいは、会社にとってどのよ

うな影響が及ぼされるのかということを理解させることが必要です。 

例えば、自分の娘の個人情報が犯罪者に漏えいし、悪質な嫌がらせの電話や電子メー

ルが届けられたり、ストーカー行為に及ぶといったことを連想しましょう。 

現実に、チケット販売会社から個人情報が漏えいし、消費者金融の勧誘電話や郵便、

電子メール等が毎日数件届き、精神的に負担が発生したり、市町村の住民基本台帳の情

報をもとに、多数の女児に対して性的犯罪に及ぶといったことが発生しています。 

 

②個人情報の取扱手順の教育 

 上記により、従業員自らが使っている個人情報の重要性を理解できたとしても、具体

的にどのように取扱うべきかが明確でなければ、安全性を確保することはできません。 

よく、「漏えいしないようにしろ」等の精神論を唱えるケースが見られるが、唱えら

れた従業員は、正直、どうやっていいのか分かりません。やはり、漏えいなどの発生す

るリスクをきちんと分析し、これを防止するための手順を整備し、従業員に対して説明
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する必要があります。 

 

③個人情報に関する苦情や事件事故が発生した場合の対応 

 もし、顧客より個人情報に関する苦情が寄せられた場合にどのように対応するのか、

あるいは事件事故が発生した場合に、誰に連絡するのか、といったことを周知しておき

ます。 

 事件や事故が発生しないようにルールを守ることは当然ですが、もし事件や事故が起

きてしまったら、事件や事故を起こした従業員の責任追及よりも、会社としての応急対

応のほうがはるかに重要です。そこで、事件や事故を隠したり、いい加減に処理したり

してはいけないことを周知することも重要です。 

 

【利用上の注意点】 

 個人情報保護についての従業員教育の実施は、重要な個人情報を取扱う企業では特に

重要です。 

しかし、実際には、「誓約書」を提出させ、「とにかく漏らすな」などと理念的な説明

に留まる場合も少なくありません。しかし、こうした方法では、事件事故が発生して、

会社や経営者の責任を問われた場合には、責任者として果たすべきことを実施していな

かったといわれる可能性が高いと思われます。 

 やはり、安全確保のための具体的な手順を整備し、これに従って業務を行うように指

示する必要があります。 
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3-4-7． 本人への対応（苦情受付等）に関する対策 

ＮＩＣ

３－４－７ 本人への対応（苦情受付等）に関する対策

①個人情報の開示、訂正、利用停止に関する受付方法の整備
情報主体からの要請に対して、「受付」「内容及び事実性を確認」「対応

を検討」「対応を実施」「報告・説明」する体制を整備する。【法２８条、
２９条対応】

②個人情報の開示、訂正、利用停止に関する受付方法の公表
「個人情報取扱事業者の氏名」「利用目的」「利用目的の通知請求（手数

料を含む）」「開示請求」「内容の訂正、追加又は削除の請求」「利用の停
止又は消去の請求」「第三者への提供の停止」の手続きを公表あるいは本人
に通知する仕組みを整備する。【法２４条対応】
＜例＞電話での対応窓口を自社のＨＰやパンフレット等で公表する。

③個人情報の取扱いに関する苦情への対応体制の整備
個人情報の取扱いに関する苦情の対応に必要な体制を整備する【法３１条

対応】。
＜例＞
○個人情報に関する苦情受付窓口（担当部門、電話番号、メールアドレ
ス）の設置
○苦情の具体的な受付ルールの整備
○苦情を受けた場合の社内での調査、検討ルールの整備

 

【解説】 

 「個人情報の保護に関する法律」では、個人が自己の個人情報をコントロールする権

利を保護するということで、「保有個人データの開示・訂正・利用停止への対応」「苦情

及び相談への対応」を求めています。ここでは、この２点への対応について説明します。 

Ａ．保有個人データの開示・訂正・利用停止への対応 

①保有個人データの開示・訂正・利用停止の受付及び対応方法の整備 

 本人より保有する保有個人データの内容について開示の求めがあった場合。保有個人

データの内容が事実と異なるという理由で訂正の求めがあった場合。目的外の利用、違

法な取得、同意のない第三者提供を実施しているという理由で利用停止を求めがあった

場合。この３つの求めには対応しなければなりません。 

そこで、こうした求めの受付方法、受付後の社内調査方法、本人への連絡方法等につ

いて、あらかじめ決定しておきます。なお、のちのちのトラブルを避けるために、こう

した求めは文書で受けるようにします。また、内部での調査や本人への説明についても

文書を残しておく必要があります。 

 

②保有個人データの開示・訂正・利用停止の受付方法の公表 

 上記で決定した、保有個人データの開示・訂正・利用停止の受付方法は、ホームペー

ジ等や店頭での掲示等により、広く知らせておく必要があります。 
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Ｂ．個人情報に関する苦情及び相談への対応 

①個人情報に関する苦情及び相談の受付及び対応方法の整備 

 本人より、個人情報の取扱い等について苦情及び相談があった場合も、適切に対応し

なければなりません。上記と同じように、受付方法、対応方法についてあらかじめ決定

しておきます。 

 実は、個人情報の漏えい事件は、外部からの連絡や苦情等により発覚するケースが多

いことから、苦情及び相談の対応にあたっては、原因究明のための調査が重要になりま

す。 

 

②個人情報に関する苦情及び相談の受付の公表 

 保有個人データの開示・訂正・利用停止で説明したのと同様に、苦情等の連絡先につ

いて、ホームページや店頭に掲示します。 

 

【利用上の注意点】 

 保有個人データの開示・訂正・利用停止については、実際にこうした申し出はまずあ

りませんが、法律を理解し適切な対応をとっていることを外部に示すためには重要な対

策になります。 

 苦情及び相談についても同様です。ただし、解説に記載したように、苦情は、漏えい

事件事故の発見の契機となる場合が多いので、社内調査の迅速な実施が重要となります。 
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3-4-8．事件事故時の対応 

ＮＩＣ

３－４－８ 事件事故時の対応

③事件事故発生時の報告先の確認
事件事故が発生した場合には、上記のように本人に連絡するだけではなく

、所管する省庁や地方自治体、所属団体、最寄の警察等にも連絡する必要が
ある。こうした場合に連絡漏れなどがないよう、予めリストを作成し、必要
に応じて選択して連絡できるようにする。

①事件事故が発生した場合の対応方法の整備
個人情報に関連した事件事故が発生した場合の対策として以下の事項につ

いて決めておく。
○緊急対策委員会等の組織体制及び責任者
○上記関係者の役割
○上記委員会での調査検討項目
○通報、報告先の特定 等

②本人への連絡方法の確認
個人情報の漏えい事故が発生した場合、犯罪等に利用され被害が発生する

のを防ぐためにも、漏えいした個人情報の本人に報告し、注意を喚起する必
要がある。
そこで、本人への連絡の方法や手順、連絡までに要する時間や費用等につ

いて確認しておく必要がある。

 

【解説】 

 「もし、あなたの会社で重要な個人情報の漏えい事故が発生したら、どのように対処

するのか？」と尋ねられたらどう応えますか？。 

これまで重大な個人情報の漏えい事件で大騒ぎとなった会社の殆どは、「うちには関

係ない」と考え、事故が発生した場合の対応手順等を用意しない状態で事故が発生し、

右往左往した挙句、自己保身など適切とはいえない対応をとり、社会的な信用を落とし

ています。 

 このように事故が発生した場合でも、あわてることなく、落ち着いて必要な対策を行

うためには、次のような内容について、あらかじめ検討し、必要な手順を決めておく必

要があります。 

①事故が発生した場合の対応方法の確認 

 事故が発生した場合、誰が重要事項を審議して決定するのか。誰が社内的な調査や対

応の陣頭指揮をとるのか、誰が対外的な対応の中心となるのかを決定しておきます。全

て社長がやるというのは難しいので、それぞれの責任者を決めておきます。 

特に、重要事項を審議決定する機関は、どういったことを決定しなければならないの

かについてもリストアップしておきます。 

 

②本人への連絡方法の確認 

 個人情報の漏えい事件が発生した場合には、二次被害を防止するために、速やかに本

人に連絡する必要があります。連絡といってもいろいろな方法がありますが、本人と自
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社にとってどの方法が良いのか、どういった手順で実施するのか、費用はどのくらいか

といったことについて確認しておきます。 

 

③事件事故発生時の報告先の確認 

 事件事故が発生した場合、各省庁ガイドラインによっては、自社を所管する機関への

報告が義務付けられている場合があります。それ以外でも事件事故が発生した場合には、

警察や地方自治体や所属する業界団体等に連絡が必要な場合があります。一方で、事故

の内容によっては、連絡が不足な場合もあります。 

そこで、個人情報の漏えいなどの事件事故が発生した場合に、連絡すべき先の電話番

号、住所、連絡先の担当者、連絡すべき事件事故の条件等について、一覧表の形式で整

理しておきます。 

 

【利用上の注意点】 

 個人情報の漏えい事故が発生した場合、事故の経緯や漏えいした個人情報の内容、二

次被害発生の有無について早急な確認が必要です。その上で、本人への通知や関係者へ

の連絡、発生防止策等を実施します。これらをいかに短時間で実施するかが勝負です。 

ただし、事件事故の内容によっては、過剰や過少になる場合がありますので、正確な

状況の把握と適格な判断のための手順をあらかじめ決定しておくことが重要となるこ

とを強調してください。 
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3-4-9．実行状況の記録と継続的な改善 

ＮＩＣ

監督官庁からの報告要求や裁判の際に証拠として「記録」を示
す必要がある。

「方針」と
「対策」を
見直す

「方針」と
「対策」を
見直す

セキュリティ技術の革新
同業他社での取り組み状況
情報漏洩の事件・事故
裁判判例
自社で発生した事件・事故等

対策の実施状況、問題点等を定期
的に確認

②対策の定期的な見直しと改善
対策は一度整備したら終わりではなく、新たな問題点を解決すると
ともに、リスクへの対応レベルを向上させるために、定期的な見直し
が必要です。

①実施状況の記録
構築した対策の実施を証明するために必要な記録を作成する。

３－４－９ 実施状況の記録と継続的な改善

 

【解説】 

 ここでは、個人情報保護のための対策の実施にあたって考慮すべき事項について説明

します。 

①実施状況の記録 

 実施していることを何らかの方法で記録する必要があります。「何でもすべて記録す

る」というのは大変ですので、対策の実施状況を後で確認するために必要な最低限の記

録をとっておきます。 

具体的には、ルールの変更や新設に関する検討の記録、重要な個人情報の利用履歴、

開示訂正利用停止や苦情の受付～対応の実施記録などです。これらは、ルールが遵守さ

れていることを社内で確認する際に利用できます、さらには、もし監督官庁からの報告

の要請があった場合や、裁判等になった場合の証拠としても利用することができます。 

 

②対応先の定期的な見直しと改善 

 個人情報保護の対策は、一度整備したら終わりというものではありません。ルール整

備当初は、重要な個人情報に限定して対応していますので、徐々に対象とする個人情報

を拡大することが必要な場合もありますし、暫定的な対策をもっと高いレベルの本格的

な対策に変更する場合もあります。 

さらに、実施を通して様々な問題が発生しますので、見直しが必要となります。 

 また、セキュリティ技術は日進月歩であり、当初は価格が高くて手が出なかったもの

が、手ごろな価格で導入可能になったり、同業他社の対応レベルが高くなったりするこ
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ともあります。こうしたことからも、見直しや改善が必要なのです。 

見直しにあたっては、「方針」と「対策」の両方のレベルでの見直しが必要です。「方

針」とは、「３－２ 対応方針の決定」で説明した全社的な取り組み姿勢であり、「対策」

は、具体的な対策のことです。 

 

【利用上の注意点】 

ここで説明するのは「継続的改善」ということです。ISO9001 や ISO14001 に取り組

んでいる企業の場合には理解が早いので、継続的改善の必要性を説明すれば、理解して

もらえると思います。 

ただし、ISO 等に取り組んでいない企業の場合には、「もし事件や事故が発生したら、

それまでやっていた対策は十分とはいえないということになるので、対策の見直しが必

要となります」といった個別の状況を例にして、改善の必要性について説明すると効果

的です。 
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3-5．受託時の注意点 

ＮＩＣ

①契約内容の確認
委託元から提供される個人情報の管理について、契約上の条件の有
無や内容について、自社にとって一方的に不利な内容となっていない
かを確認する。理不尽な内容の場合には、契約を見直す。

３－５ 受託時の注意点

委託業務に伴い、個人情報の一時的な提供を受ける場合には、委託元
が要求する安全管理の方法や水準について、出来るだけ具体的に確認し
ておくこと。特に契約内容については注意が必要である。

委託業務に伴い、個人情報の一時的な提供を受ける場合には、委託元
が要求する安全管理の方法や水準について、出来るだけ具体的に確認し
ておくこと。特に契約内容については注意が必要である。

②安全管理上の要求の理解
依託元が要求する安全管理の内容や水準について出来るだけ具体的
に確認しておく。単に「漏えいするな」だけでは、具体的な対策を実
施できない。もし、こうした確認に委託元が応じない場合には、依頼
したが応じてもらえなかった旨を記録し、契約書とともに保管してお
く。

③自社での対応状況の確認
上記で確認した委託元の要求する安全管理の内容や水準を、現在の社内の
安全管理の状況でクリアすることが出来るのか。あるいは、新たな対応が必
要な場合に、対応が可能なのかを確認する。
困難な場合には、委託元と安全管理について要件の見直しを行う。

 

【解説】 

 自社が委託業務を受託する立場の場合の対応について説明します。 

委託業務の受託に伴い、比較的大量又は重要な個人情報を委託元から提供される、

あるいは一時的に貸与を受ける場合には、委託元から機密保持契約や安全管理上の指

示を受けるケースが増えています。その場合には、以下の事項について注意しましょ

う。 

①契約内容の確認 

 機密保持契約あるいは、機密保持の特約等の締結を求められた場合には、契約内容

をよく確認しておきます。特に損害賠償の部分については、経済産業省より「優越的

な地位の乱用をしてはならない」という注意喚起が行われるくらい、非常に理不尽な

内容が増えています。特に、一方的に無制限の損害賠償を求められるような記載があ

る場合には、出来る限り受注しないほうがよいでしょう。 

 

②安全管理上の要求の理解 

 機密保持契約書等に明記されている場合もありますが、委託元が要求する安全管理

についての要求内容や水準を確認しておきます。委託元が適切な管理を行っていると

ころであれば、より具体的な指示があります。例えば、「提供時の媒体からコピーして

はならない」「パソコンやサーバのハードディスクに保存してはならない」「あらかじ

め利用者を限定し、その者以外に利用させてはならない」などです。あるいは、具体

的な安全管理の方法について、契約とは別に、委託元と委託先の双方で協議して決め
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るというところもあります。 

こうした具体的な方法について問合せても適切な指示がなかったり、ただ「漏えい

するな」等の抽象的な指示しかない場合には、委託元の個人情報保護に適切に取り組

んでいない場合が多いので、あとでいろいろと問題になることも少なくないようです。

こうした場合には、のちのちのトラブル発生に備えて、委託元に対して上記のような

問合せを実施したことと、その際の委託元の対応について記録し、契約書等とともに

綴っておくとよいでしょう。 

 

③自社での対応状況の確認 

 上記の結果、委託元より安全管理についての具体的な指示があった場合には、現在

の自社内の安全管理の取り組みで充足することが出来ているのかを確認します。現在

の対応で不十分なところがあれば、追加で対応が可能なのかどうかを検討します。検

討の結果、対応できないというのであれば、委託元との間で、代替案を含めた交渉を

行う必要があります。 

 委託元の要求する安全管理上の要求を充足できないのに、「出来ます」といってしま

うのは、非常に危険です。 

 

【利用上の注意】 

 個人情報保護対策が万全に行われているところは、それほど多くありません。急ご

しらえの対策でそのままとなっているところのほうが多いと思われます。こうした中

で、上記のように委託業務を受託する際に、委託元からの契約内容については、機密

保持契約により責任や義務が明記されているにも関わらず、具体的な対策の指示がな

いという状況が多数存在します。 

 受託する側としては、「安全に管理しろ」という理念的な要求では、どのように対応

してよいか分かりません。しかし責任は一方的に負わされています。そこで、責任を

少しでも軽減するためには、具体的な安全管理の方法について確認しておくことが重

要となります。 
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第５節 個人情報保護対策の構築における調査手法の解説 

1．個人情報保護対策で利用する調査手法の概要 

ＮＩＣ

１．個人情報保護対策で利用する主な調査手法

（１）個人情報の棚卸と重要度の評価
社内にどのような個人情報がどの程度あるのかを把握し、さらに
これらの重要度を評価する。

（２）個人情報取扱いプロセスの整理とリスクの把握
特に重要な個人情報について、収集、利用、保管、廃棄の流れを
整理するとともに、どのプロセスにおいて、漏洩や改ざん等の事件
事故が発生するリスクがあるのかを把握する。

（３）個人情報管理シートの作成
特に重要な個人情報についての取扱い手順（収集、利用等の手

順）、個人情報保護法で要求されている事項への対応、安全管理策
（外部持ち出しの制限、保管方法、廃棄方法）等の具体的なルール
を設定する。

 

【解説】 

 個人情報保護対策を構築するにあたっては、いくつかの調査を実施する必要がありま

す。本節では、これらのうち主要な以下の３つの調査手法について、具体的に解説しま

す。 

①個人情報の棚卸と重要度の評価（個人情報棚卸調査） 

 個人情報保護対策を実施するにあたっては、まず、自社内における個人情報の所有実

態を把握する必要があります。具体的に、どこ（部門や場所）に、どのような個人情報

（内容や対象）が、なぜ（目的）、どの程度（数量）、どのような状態（媒体）で保管さ

れているのかを確認するする必要があります。さらに、特に「重要な個人情報」はどれ

かを明確にします。 

なお、現在では不要なものもあるかもしれませんので、調査の際に改めて要不要を確

認し、不要なものは廃棄します。 

 

②個人情報取扱プロセスの調査とリスクの把握 

 上記で特定した「重要な個人情報」について、必要な安全管理策を検討するにあたっ

ての基礎情報として、収集、利用、移送、保管、廃棄の流れと、それぞれのプロセスに

おいて発生する主なリスクを示しておきます。 
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③個人情報管理シートの作成 

 「重要な個人情報」について、法令遵守のために実施すべき事項や安全管理上必要な

ルールを定めるために、個人情報管理シートを作成します。このシートは、、当該個人

情報に関係する従業員や委託先についての説明や教育の際にも利用します。 

 

【利用上の注意点】 

「①個人情報の棚卸と重要度の評価」「②個人情報取扱プロセスの調査とリスクの把

握」で採用する調査手法は、標準的なものであり、JISQ1500:2006 に準拠した個人情報

保護マネジメントシステムの構築の際にも同様の手法が利用されます。 

 また、「③個人情報管理シートの作成」は、「重要な個人情報」について必要なルール

の整備と関係者への周知を容易に行うために作成するものです。 

 なお、実際には、これら３つの調査を全て実施することが望ましいですが、重要な個

人情報が明確になっているような場合は、「①個人情報の棚卸しと重要性の評価」を省

略し、「③個人情報管理シートの作成」のみを実施するケースもあります。 
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2．個人情報保護法対策で利用する主な調査手法 

2-1．個人情報の棚卸と重要度の評価 

ＮＩＣ

②基礎情報の収集
①の棚卸の結果、利用を継続する個人情報について、利用実態（内容、目
的、収集方法、保管、利用、廃棄等）を把握する。

２－１ 個人情報の棚卸と重要度の評価

組織内にある個人情報を把握し、不要な個人情報の数を減らす。
さらに、重要度を評価することにより、対応すべき情報の優先順
位付けを行う。

組織内にある個人情報を把握し、不要な個人情報の数を減らす。
さらに、重要度を評価することにより、対応すべき情報の優先順
位付けを行う。

①個人情報の棚卸
組織内にある個人情報の所在を把握する。そして、これらの個人情報について、
必要性及び適法性を確認し、不要なもの、違法なものを廃棄する。

③個人情報の重要度の評価
基礎情報をもとに、「機密性（漏えいした場合の損害の程度）」「完全性（内容
が誤っていた場合の損害の程度）」の観点からランク付けを行う。

２．個人情報保護対策で利用する主な調査手法

 

【解説】 

 個人情報の棚卸と重要性の評価は、次のように行います。詳細な作業手順は、「調査

方法１：個人情報棚卸調査」に従ってください。 

①個人情報の棚卸 

 自社内にある個人情報をリストアップします。具体的には、社内の棚やキャビネット、

机や金庫にある帳票や名簿等の書類を全て記載していきます。次に、パソコンやサーバ

内についても、ファイル名を記載していきます。あまり深く考えずとにかくリストアッ

プしていくほうが効率的です。 

次に、一通りリストアップしたら、利用目的や内容、保管場所、管理している部門等

をイメージしながらグルーピングしていきます。あまり整理しすぎでも、逆に細かいま

までもあとの作業が大変です。以下の「基礎情報の収集」で整理すべき項目をイメージ

しながらまとめるのがコツです。 

 なお、媒体の違い（例えば、紙媒体と電子データ）により管理方法が異なりますので、

どんな媒体で保管されいるかについては、特に注意して確認してください。 

 

②基礎情報の確認 

 上記の作業である程度整理されたら、「調査資料１：個人情報棚卸調査」の「1.個人

情報の抽出」の５項目を調査し、「個人情報棚卸調査表」に記載します。 

一通り記載が終わったら、「2.継続利用の確認」にもとづき、「違法性」と「必要性」
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について確認します。「違法性」とは、本人をだまして収集したものである、あるいは

出所が非常に怪しいというものや、例えば、消費者金融の多重債務者リストのように本

来、当社に存在してはならないものが該当します。上記の結果をもとに、今後も保有を

継続するか廃棄するかをを決定します。 

 

 上記の作業により、「継続して保有する」と決定した個人情報について、「3.利用状況

の記入」の５項目について追加調査し、記載していきます。追加調査にあたり、決まっ

ていない事項があれば決定してください。 

 

③重要性の評価 

 「③基礎情報の収集」が終了したら、重要性を評価します。「4.重要性評価」の「機

密性」「正確性」の評価表を参考に数値化します。なお、「調査方法１：個人情報棚卸調

査」の評価表はあくまで参考であり、各企業の状況に応じて任意に設定してください。

評価表の区分は３～４程度が望ましいです。２つ程度の区分だと重要性の差が確認でき

ませんし、５つ以上だと判断が難しくなります。 

 「重要性を評価してください」というと、ほとんどの場合には、最も高い評価に偏る

傾向がありますが、対象を絞りこむことが目的ですので、ある程度分散されるように評

価する必要があります。 

 評価結果をもとに、機密性及び正確性についての重要とする基準を設定します。例え

ば、機密性及び正確性のいずれかについて評価点が３以上のものを重要とします。 

 なお、作業の効率化をはかるために「②基礎情報の確認」の前に、重要性を評価し、

重要であると判定したものに限り、「②基礎情報の確認」を行うという変則的な方法も

あります。 

 

【利用上の注意点】 

 個人情報棚卸調査は、概要を把握することと、重要な個人情報を特定することが目的

であり、精緻で正確な調査を実施することが目的ではありません。このため、重要な個

人情報とならない個人情報については、調査項目に空欄があったり、漏れが発生しても

問題ありません。 

 また、重要性の評価は、評価者の経験則にもとづく主観的なものであり、客観性を担

保することは、過去の統計データ等が無い限りは困難です。一般的には、ベテランの管

理者が複数人で議論しながら設定することにより、実態に即した重要性を評価します。 

 ただし、社内だけでは、基本的な考え方において見落とし（プライバシーに関するも

のだけが個人情報であると考えている）や評価の間違い（自社の損害のみに注目し、本

人の権利利益の損害を考慮しない）が発生する恐れがありますので、評価結果について

は、第三者による確認が望ましいことがあります。 



   241

調査方法１：個人情報棚卸調査 

 

 

 

 

 

１.個人情報の抽出 

項目 内容 

個人情報（文書等）

の名称 

個人情報の名称（文書や書式の名称等）または、分類名称（同一目

的、同一プロセスの個人情報をまとめたもの）を記入する。 

内容（項目） 当該個人情報に記入されている個人情報の項目（例：氏名、年齢、

病歴、セミナー利用履歴、社長名、社長自宅住所、電話番号等）を記

入する。 

個人情報の利用目

的 

 当該個人情報の利用目的を記入する。 

 

所有部門 

 

当該個人情報について責任をもつ部門（変更する権利のある部門）。

種類 

 

当該個人情報が、個人情報、個人データ、保有個人データのいずれ

に該当するか否かです。 

２.継続利用の確認 

項目 内容 

違法性 違法あるいは不正な方法で取得されたものではないか否かを確認

し、違法あるいは不正でなければ「○」、違法あるいは不正またはそ

の可能性がある場合は「×」を記入する。 

必要性 当該部門で保有する必要があるのか（例：他の部門にあれば、当課

は不要）。 

必要であれば「必要」。不要であれば「不要」とする。 

保有・廃棄 継続して保有し、利用する場合は「保有」。廃棄して保有しない場

合は「廃棄」を記入する。 

３.利用状況の記入 

（１）収集に関する事項 

項目 内容 

収集方法 当該個人情報の収集方法について記入してください。 

例：入会の際に会員本人が所定の用紙に記入し、郵送にて提出する。

収集部門 当該個人情報を収集する部門を記入する。 

 組織内にある個人情報の概要を把握し、もし不要な個人情報がある場合には廃棄す

ることにより個人情報の数を減らす。 

さらに、重要度の優先順位付けを実施することにより、対策の対象とすべき「重要

な個人情報」を把握する。 



   242

（２）利用・保管に関する事項 

項目 内容 

利用部門 当該個人情報を利用する部門を記入する。 

媒体 当該情報の保管されている媒体を記入する。（例：文書、電子データ）

保管場所 当該個人情報の保管場所を記入する。 

（例：個人キャビネット、部門共有キャビネット、クライアントＰＣ

ハードディスク、ファイルサーバ、金庫 等） 

委託の有無 委託による当該情報の外部提供の有無を確認する。有る場合は「有」

とし、ない場合には「無」を記入する。 

第三者提供の有無  当該個人情報の第三者提供の有無を確認する。有る場合には「有」

とし、ない場合には「無」を記入する。 

（３）廃棄に関する事項 

項目 内容 

保存（利用）期限

 

保存あるいは利用の期限を記入する。 

（例：永久、退会後３年間、データ入力後直ちに廃棄する） 

廃棄方法 

 

廃棄方法について記入する。 

（例：シュレッダーで裁断、溶解、消去、そのまま廃棄、等） 

 

４.重要性評価 

（１）『機密性』：不正アクセスや漏えいによる被害の程度 

評価点  

０ 外部の不特定多数に知られても問題はない。 

１ 外部に漏えいすると当社又は当該個人に軽微な損失が発生する。 

２ 外部に漏えいすると当社又は当該個人に重大な損失が発生する。 

３ 外部に漏えいすると当社の事業継続が困難になる。 

（２）『正確性』：誤記入、改ざんにより正確性が損なわれた場合に発生する被害の程度 

評価点  

０ 情報が間違っていたり、一部が欠けていても全く問題はない。 

１ 情報が間違っていたり、一部が欠けていると、作業レベルで支障が発生す

る。 

２ 情報が間違っていたり、一部が欠けていると、部門レベルで支障、損害が

発生する。 

３ 情報が間違っていたり、一部が欠けていると、全社レベルで支障、損害が

発生する。 
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資料：個人情報棚卸調査表 
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2-2．個人情報取扱プロセスの整理とリスクの把握 

ＮＩＣ

②「機密性」「正確性」に対するリスクの把握
上記の各プロセスにおいて発生する可能性のある「機密性」と「完全性」を阻害
するリスクを特定する。
＜機密性を阻害するリスク例＞
○文書の盗難、紛失
○ＦＡＸ、電子メール、郵送における誤送信
○不正ソフトによる不正アクセス
＜正確性を阻害するリスク例＞
○申し込み用紙からの誤転記・誤入力
○不正ソフトによる書換えや破損

２－２ 個人情報取扱プロセスの整理とリスクの把握

①個人情報取扱いプロセスの特定
重要な個人情報について、収集、利用、保管、廃棄の流れ（プロセス）を整理す
る。

重要な個人情報について、個人情報の収集、利用、保管、廃棄
の流れ（プロセス）を把握する。
さらに、個人情報を取扱うプロセスの中で、漏えい、改ざん、紛
失、誤記等の発生する可能性のあるリスクを把握する。

重要な個人情報について、個人情報の収集、利用、保管、廃棄
の流れ（プロセス）を把握する。
さらに、個人情報を取扱うプロセスの中で、漏えい、改ざん、紛
失、誤記等の発生する可能性のあるリスクを把握する。

 

【解説】 

 「個人情報棚卸調査」で特定した「重要な個人情報」について、安全管理策を検討

するにあたっての基礎情報として、「調査方法２：個人情報取扱プロセス調査」を実施

します。 

①個人情報取扱プロセスの特定 

 対象とする重要な個人情報の収集から廃棄までのプロセスを特定します。具体的に

は、まず「収集」「入力」「利用」「保管」「移送」「廃棄」等の主要なプロセスを確認し、

「個人情報取扱プロセス調査表」の「プロセス」に記載します。次にそれぞれのプロ

セスにおいて実施している作業内容を「実施事項」に、実施事項を行っている部門を

「実施部門」に記載します。次に、当該作業において利用している個人情報を特定し

記載します。作業において利用している個人情報とは、帳票やファイルの名称などで

す。また、作成時に参照する個人情報も、作業の結果作成する個人情報のいずれも記

載してください。 

 

②予想されるリスクの特定 

 上記の作業により、重要な個人情報の個人情報取扱プロセスが整理されたら、各プ

ロセスにおいて、『機密性』と『正確性』が阻害されるリスクを特定し「予想されるリ

スク」に記載します。 

『機密性』とは、許可された人以外に見られてはいけない度合いです。漏えいして

はいけない度合いといえばより分かりやすいでしょうか。『正確性』とは、内容が不正
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確であると支障が発生する程度です。 

具体的には、他社や自社で発生したことのある事件事故、ミス等を参考に記載して

いきます。この作業にあたっては、現実的に発生しえないリスクは記載しません。で

きるだけ発生する可能性の高いものに注目してください。 

 

【利用上の注意点】 

 本作業にあたっては、「プロセスの設定」と「予想されるリスクの特定」が難しい作

業になります。ここでも精緻に作業しようとすればするほど、難しくなる傾向があり

ます。参考例をもとに、概要を把握するつもりで実施するのがコツです。 
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調査方法２：個人情報取扱プロセス調査 

 

 

 

 

 

 

１．個人情報取扱プロセスの特定 

（１）取扱プロセスの記入 

 重要な個人情報について、収集、入力、利用、保管、廃棄の流れを記入する。さらに、

各プロセスにおいて、実施する内容を具体的に記入する。 

（２）実施部門の特定 

 該当するプロセスの作業を実施する部門を記入する。 

（３）該当する個人情報の特定 

 該当するプロセスの作業で使用する個人情報の帳票類の名称を記入する。 

 

２．予想されるリスクの特定 

（１）機密性の維持を阻害するリスクの特定 

 機密性を阻害するリスク、具体的には不正アクセスや漏えいを発生させる以下のような

リスクを特定する。 

 

 

 

 

 

 

（２）正確の維持を阻害するリスクの特定 

 正確性を阻害するリスク、具体的には誤記入や紛失等を発生させる以下のようなリスク

についを特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 「重要な個人情報」について、個人情報の収集、入力、利用、保管、廃棄の流れ（プ

ロセス）を把握する。 

 「重要な個人情報」を取扱うプロセスの中で、機密性の阻害（不正アクセス、漏え

い、改ざん）、正確性の阻害（誤記、紛失等）の発生する可能性のあるリスクを把握

＜機密性を阻害するリスクの例＞ 

○利用中に盗み見られる 

○盗難 

○不正ソフトによる盗難 

○ＦＡＸの誤送信、電子メールの誤送信、誤郵送 

＜完全性を阻害するリスクの例＞ 

○誤入力、誤転記 

○不正ソフトによる破壊、改ざん 

○書類の紛失や消失 

○媒体（ハードディスク、ＦＤ）の破損 
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個人情報取扱プロセス調査票 

作成者                     作成日                    

対象部門（業務）               

番号 プロセス 実施事項 実施部門 該当する個人情報 予測されるリスク 
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個人情報取扱プロセス調査票（記載例） 

作成者：中小太郎               作成日：平成１７年７月１３日         

対象部門（業務）会員管理          

番号 プロセス 実施事項 実施部門 該当する個人情報 予測されるリスク 

2-3 利用 

 

センターの各部門の業務に伴い、会員との連絡を行うた

めに利用する。 

全部門 会員名簿 保管場所からの盗難、職員による

目的外の利用 

3-1-1 変更 

 

会員企業より、会員業務部に対して、変更の依頼があり、

会員業務部の職員が変更依頼の内容を把握する。 

会員業務

部 

会員管理データ 聞取りミス 

3-1-2  変更依頼内容にもとづき、会員業務部の職員が、会員管

理データの内容を変更する。 

会員業務

部 

会員管理データ 誤入力、入力作業中の紛失、盗難、

不正アクセス 

3-1-3  変更依頼を修正した結果を出力し、当該会員に郵送し変

更があっているか否かを確認する。 

会員業務

部 

会員管理データの個

別企業のデータ 

誤送付による紛失、盗難 

4-1-1 廃棄 

 

会員業務部は、退会した会員の申込書を別ファイルに移

す。 

会員業務

部 

入会申込書 誤って別の会員の申込書を退会

者ファイルにつづり込む。 

4-1-2  会員業務部は、退会後３年を経過した企業の入会申込書

を廃棄する。 

会員業務

部 

入会申込書 ごみ箱やごみ集積所からの盗難 

4-2-1  会員業務部は、会員管理データに退会したことを入力す

る。 

会員業務

部 

会員管理データ 誤入力、入力作業中の紛失、盗難、

不正アクセス 

4-2-2  

 

会員業務部は、会員管理データから、退会後３年を経過

した会員のデータを削除する。 

会員業務

部 

会員管理データ 保管場所からの盗み見、盗難 

保管中の紛失 
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2-3．個人情報管理シートの作成 

ＮＩＣ

２－３ 個人情報管理シートの作成①

個人情報の棚卸調査及び取扱プロセスの調査結果をもとに、法
律や省庁ガイドラインを遵守するために必要な各個人情報に関す
る取扱いのルールを決定する。

個人情報の棚卸調査及び取扱プロセスの調査結果をもとに、法
律や省庁ガイドラインを遵守するために必要な各個人情報に関す
る取扱いのルールを決定する。

①基本情報の整理（法１５条）
名称、内容、対象者、利用目的、数量、分類、重要度、利用部門（責任部門、収
集部門、利用部門、保管部門）、利用の概要といった個人情報に関する基本情報
を整理する。

②委託、共同利用、第三者提供（法２２、２３条）
対象とする個人情報に関する委託、共同利用、第三者提供の有無及び提供先、
提供方法、責任者を特定する。

③公表、明示、通知（法１８条、２３条）
利用目的の通知（公表、明示、通知）、共同利用の公表、第三者提供における同
意の実施に関する責任者を特定するとともに、これらの実施の有無及び実施方法、
実施しない場合とする理由を特定する。

 

 

ＮＩＣ

④安全管理のための利用制限（法２０条）
個人情報の利用における安全管理のために、利用に関する責任者、利用制限、

複写・複製、保管、外部持ち出しに関する内容について決定する。

⑦開示、訂正、利用停止への対応（法２５、２６、２７条）
個人情報の開示、訂正、利用停止に関する請求があった場合の責任者及び、開
示、訂正、利用停止に対する制限事項について決定する。

⑥更新（法１９条）
個人情報の正確性の維持のため、更新に関する責任者及び更新の必要性、更
新の方法について決定する。

⑤委託先の監督（法２２条）
委託に伴う提供を実施する場合の監督方法について決定する。

２－３ 個人情報管理シートの作成②
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【解説】 

 「重要な個人情報」について、法令遵守のために実施すべき事項や安全管理上必要なルー

ルを定めるために、「個人情報管理シート」を作成します。 

Ａ．基本情報の整理 

 基本情報として、「個人情報棚卸調査」「個人情報取扱プロセス調査表」の結果をもとに、

以下の内容を転記します。 

①基本情報 

 当該個人情報の名称、内容、対象等について、「個人情報棚卸調査」より転記します。もし、

「個人情報棚卸調査」を実施していない場合には、各項目について調査を行います。 

 

②利用部門 

 「個人情報棚卸調査」「個人情報取扱プロセス調査表」の結果をもとに、収集、利用、保管

に関する責任部門を特定します。もし責任部門が明確でなければ、決定します。 

 

③利用の概要 

「個人情報取扱プロセス調査表」の結果をもとに、収集～廃棄までの概要を整理します。も

し「個人情報取扱プロセス調査表」を策定していない場合には、同調査表の作成手順になら

って記載します。 

 

④外部委託、共同利用、第三者提供の有無及び提供先 

 当該個人情報の外部委託、共同利用、第三者提供について、実施の有無を確認するととも

に、実施している場合には提供先、提供方法、提供に関する当社の責任者を記載します。な

お、外部委託、共同利用、第三者提供の意味は以下のとおりです。 

・外部委託：委託した業務の履行に伴い、委託先に個人情報を提供する場合。 

・共同利用：グループ企業等が共同で事業やサービス提供を行うために、個人情報を共同で

利用する場合。 

・第三者提供：上記のいずれにも該当しない第三者に対して提供する場合。 

 

Ｂ．遵守方法の特定 

 「個人情報の保護に関する法律」等を遵守するために、以下の事項について実施の有無及

び具体的な実施事項を決定し記載します。 

①利用目的の通知等に関する事項 

 個人情報の収集に当たっての公表、明示、通知等（第 18 条関係）及び共同利用、第三者提

供等における通知及び同意（第 23 条関係）について、実施の有無及び具体的な実施方法を決

定し、記載します。 

 

②安全管理に関する事項 

 安全管理のための注意事項について、利用制限（第 16 条、20 条対応）、複写・複製、保管、

外部持出（第 20 条対応）、委託先の監督（第 22 条対応）について具体的なルールを決定し、
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記載します。 

 

③更新に関する事項 

 当該個人情報の正確性を確保するための更新の必要性の有無を確認し、更新が必要な場合

には、具体的な更新方法を決定し記載します。なお更新方法としては、以下のようなものが

一般的です。 

 ・変更窓口を本人に周知し、本人からの届出に応じて変更を行う（待ち受け方式）。 

 ・定期的に本人に対して変更の有無の連絡を求める（定期通知方式）。 

 ・定期的に調査会社等を利用して調査を実施する（調査方式）。 

 

④開示、訂正、利用停止への対応方法の決定 

 開示（第 25 条、28 条、29 条）、訂正（第 26 条、28 条、29 条）、利用停止（第 27 条、28

条、29 条）への対応における制限事項について決定し、記載します。 

・保有個人データの内容開示 

 保有個人データについて開示申請があった場合に応じるのか否かを決定しておきます。応

じる場合には、応じる際の手順を決めておきます。もし、応じないとする場合には、「個人情

報の保護に関する法律」応じない場合の理由などを決定しておきます。 

 

・保有個人データの訂正 

 内容が事実と異なるという理由で、保有個人データの内容の訂正を求められた場合は、こ

れに応じなければなりません。しかし、それ以外の理由で訂正の要請があった場合には応じ

なくてもよいのです。また、たとえ内容が事実と異なるという理由であっても、利用目的に

支障がなければ、対応は不要です。そして、もし訂正の要請があっても上記のような理由で

断る場合には、その理由を説明しなければなりません。こうしたことから、訂正の申請があ

った場合に応じるのか応じないのかを決定するとともに、応じる場合の手続きについて決定

しておきます。 

・保有個人データの利用停止 

 保有個人データの利用停止の申請があった場合には、「違法に取得されたものである」「目

的外に利用している」「同意を得ることなく第三者に提供している」のいずれかに該当する場

合には、これに応じなければなりません。こうしたことから、これらに該当する場合には、

応じる場合の手続きについて決定しておきます。また、これらに該当しない場合には、利用

停止に応じないこともできますので、応じない場合の対応についても検討しておきます。 

【利用上の注意点】 

 このようにして作成した「個人情報管理シート」は、関係する従業員に対する手順教育に

おいて利用します。 

また、委託先から委託に伴い提供される個人情報について適性な管理を求められた場合に

は、このシートを使ってルールを決定することで、必要な対策を効率的に策定することがで

きます。 
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調査手法３：個人情報管理シート 

 

 

 

 

 

１.基本情報等の確認 

 

（１）基本情報 

項目 内容 

名称 

 

 

個人情報の名称（文書や書式の名称等）または、分類名称（同一目的、

同一プロセスの個人情報をまとめたもの）を記入する。 

内容 

 

 

当該個人情報に記入されている個人情報の項目（例：氏名、年齢、病歴、

セミナー利用履歴、社長名、社長自宅住所、電話番号等）を記入する。

対象 

 

 

 個人情報で特定される者の属性（当商工会議所会員企業、当商工会議所

職員、セミナー申込者）を記入する。 

利用目的（収集目

的） 

【第 15 条】 

 対象個人情報の利用目的を記入する。 

 

 

数量 

 

 

対象となる個人情報の数量について、ストックベース（約５０００件、約

３０００枚×３名）、あるいはフローベース（２００人／月）により、組

織内に存在する対象個人情報の量を把握する。 

分類 

 

 

個人情報、個人データ、保有個人データのいずれに該当するのかを記入す

る。 

 

重要度（機密性） 

 

 

漏えいした場合の損害の規模により評価する。 

※演習２参照 

重要度（正確性） 

 

 

内容が異なっていた場合の損害の規模による評価する。 

※演習２参照 

 

「個人情報棚卸調査」と「個人情報取扱プロセス調査」の結果をもとに、法令や

省庁のガイドラインを遵守するために必要な各個人情報に関する取扱ルールを決

定する。 
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（２）利用部門 

項目 内容 

責任部門 当該個人情報に関する全体的な責任を負う部門及びその部門の責任者を

決定する。 

収集部門 

 

当該個人情報を収集する部門を特定する。 

※これ以外の部門は当該個人情報の収集は禁止される。 

利用部門 

【第 16 条】 

当該個人情報を利用する部門を特定する。 

※これ以外の部門は当該個人情報の利用は禁止される。 

保管部門 

 

個人情報を保管する部門を特定する。 

※利用場所と保管場所が異なる場合には、保管のみに関わる部門もある

ことに注意すること。 

 

（３）利用の概要 

項目 内容 

収集 

 

当該個人情報を利用する部門を特定する。 

※これ以外の部門は当該個人情報の利用は禁止される。 

入力 ○当該個人情報を電子データとして入力あるいは、別の帳票に転記する

ことがある場合に、その作業方法及び実施部門を記入する。 

利用 ○当該個人情報の利用方法について記述する。 

○当該個人情報の外部への持出の有無及びその方法について記述する。

保管 媒体ごとの保管場所を記入する。 

 

廃棄 

 

利用期限及び廃棄方法について決定する。 

 

 

（４）外部委託、共同利用、第三者提供の有無と提供先 

項目 内容 

委託 

 

共同利用 

 

第三者提供 

 

○委託、共同利用、第三者提供の実施の有無を記入する。 

○当該行為がある場合、相手先を記入する。 

○相手先への提供方法を記入する。 

○提供に関する当社側の責任者を記入する。 
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２．遵守事項の特定 

（１）公表・明示・通知に関する遵守事項 

項目 内容 

責任者 公表・明示・通知、共同利用の公表、第三者提供の同意の実施に関する

責任者を決定し、記入する。 

公表 

【第 18 条１】 

明示 

【第 18 条２】 

通知 

【第 18 条１】 

利用目的の公表、明示、通知に関する必要性の有無、必要な場合の具体

的な方法、不要な場合の理由を記入する。 

 

共同利用の公表 

【第 23 条４】 

共同利用に関する公表の必要性の有無、必要な場合の具体的な公表方法、

不要な場合の理由を記入する。 

第三者提供の同意 

【第 23 条１】 

第三者提供に関する本人同意の必要性の有無、必要な場合の具体的な公

表方法、不要な場合の理由を記入する。 

その他 

【第 23 条２】 

その他、公表や同意が必要な事項（例：オプトアウト等）を特定し、記

入する。 

※雇用管理に関する個人情報の場合、非開示とする項目について、事前

に特定し、従業員に通知する必要がある。 

 

（２）利用に関する制限 

項目 内容 

責任者 

 

利用に関する責任部門及び責任者を特定し、記入する。 

利用制限 

【第 16,20 条】 

以下に示す事項以外の利用制限があれば記入する。 

 

複写・複製 

【第 20 条】 

複写・複製の実施に関する制限や複写・複製したものの管理や取扱いに

関する利用制限を記入する。 

保管 

【第 20 条】 

保管方法における制限事項を記入する。 

 

外部持出 

【第 20 条】 

外部持出の際における安全管理のための制限事項を記入する。 

委託先の監督 

【第 22 条】 

委託先の監督として実施する事項を記入する。 
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（３）更新 

項目 内容 

責任者 

 

更新に関する責任部門及び責任者を記入する。 

更新 

【第 19 条】 

更新の必要性の有無、更新が必要な場合の更新方法について記入する。

 

（４）開示・訂正・利用停止への対応 

項目 内容 

責任者 本人からの開示、訂正、利用停止要求に対する対応における責任者を特

定し、記入する。 

開示 

【第 25,28,29 条】 

訂正 

【第 26,28,29 条】 

利用停止 

【第 27,28,29 条】 

開示、訂正、利用停止の請求への対応における制限事項（例：開示しな

い項目がある場合の内容とその理由、あるいは通常の請求への対応とは

異なる方法をとる場合等）の具体的な内容を決定し、記入する。 
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個人情報管理シート 
 

Ⅰ．基本情報 
１．基本情報 

項目 内容 

名称  

内容 

 

 

 

対象 

 

 

 

利用目的 

 

 

 

 

 

数量  

分類 □個人情報        □個人データ       □保有個人データ 

重要性 （機密性）             （正確性） 

２.利用部門 

項目 内容 

責任部門 

責任者 

 

収集部門 

 

 

利用部門 

 

 

 

 

 

保管部門 

 

 

 

 

 

３．利用の概要 

  主要プロセス 

収集

 

 

 

収集方法  

入力

 

 

 

入力方法 

（実施部門）

 

 

 

利用

 

 

 

利用方法  

 

 

 

外部持出  

保管

 

 

 

 

保管場所・保

管方法 

 

 

廃棄

 

 

廃棄時期 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄方法  

 

 

４．外部提供の有無と提供先 

 有無 提供先 提供方法 責任者 

委託     

     

共同利用     

     

第三者提供     
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Ⅱ．遵守事項 

１．公表・明示・通知に関する遵守事項 

責任部門 

責任者 

 

 実施 実施方法 

公 表 

 

 

 

□有 

□無 

 

 

明 示 

 

 

 

□有 

□無 

 

 

通 知 

 

 

 

□有 

□無 

 

 

共同利用

の公表 

 

 

□有 

□無 

 

第三者提

供の同意 

 

 

□有 

□無 

 

２．利用に関する制限制限（１） 

責任部門 

責任者 

 

利用制限 

 

 

 

複写・複製 

 

 

 

保 管 

 

 

□常時施錠 □退社時施錠 □施錠なし 

 

２．利用に関する制限（２） 

項目 内容 

外部持出 

 

 

 

 

□ＦＡＸ送信（□禁止 □無制限 □条件付（条件：                 ）） 

□電子メール送信（□禁止 □無制限 □条件付（条件：                ）） 

□外部持出 （□禁止 □無制限 □条件付（条件：                 ）） 

□郵送、宅配（□禁止 □無制限 □条件付（条件：                 ）） 

委託先の

監督 

 

 

□審査（□アンケート、□現地確認 □その他） □無審査 

□機密保持契約 □覚書 □なし 

□定期確認（                 ） 

３．更新 

項目 内容 

責任部門

責任者 

 

 必要性 方法 

更新方法

 

 

 

有□ 

無□ 

 

１０．開示・訂正・利用停止への対応（制限事項等） 

項目 内容 

責任者  

開 示 

 

 

 

 

訂 正 

 

 

 

 

 

 

利用停止
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参考資料：個人情報の利用における注意事項（教育用教材） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報を安全に利用するために 

個人情報の利用における注意事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人全国中小企業情報化促進センター 
 

本資料は、従業員に対する一般教育資料を作成する際の参考資料です。一

般的な企業を想定したものですが、個別の企業により、個人情報の保管や情

報システムの構成などが異なっている場合がありますので、実際に活用する

場合には、内容を確認し、実態に即したものにして活用してください。 

 なお、本例は、あくまで参考事例であり、この内容に従うことにより、適

切な個人情報の管理を保証するものではありません。 
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１．はじめに 
４月１日に個人情報が施行されました。これに伴い、個人情報の適正管

理が各事業者に義務づけられました。 

 当社に置きましても、○○○○業務、○○○○業務、○○○○業務等に

おいて、重要な個人情報、あるいは大量の個人情報を含んだ名簿や電子デ

ータを利用しております。また、これらの中には、紛失した場合に再発行

が困難であったり、外部に漏洩し犯罪等に利用されたり、あるいは外部に

漏洩しただけでも、当社及びお客さまに多大な被害を及ぼす情報も多く含

まれております。 

本冊子は、役員及び従業員の皆様が、業務において個人情報を取り扱う

際に発生する可能性のある、不正アクセス（盗み見）、漏洩、改ざん、紛

失等の発生を防止することを目的としています。 

そこで、役員及び従業員の皆様には、この内容をよく理解ご理解いただ

き、これを遵守してください。もし、業務遂行上、遵守できない場合や内

容に疑問がある場合には、部門の個人情報管理者に相談し、個人情報管理

責任者に許可を得てから実施してください。 

 また、現在、個人情報保護対策を進めておりますので、内容は逐次追加、

改定となることがあります。 

 

 

 

２．適用対象 
 これは、当社の保有する個人情報を利用する全従業者（社長及び役員、

正社員、派遣社員、パート、アルバイト、当社内に常駐して業務を行う委

託先の従業者）を対象とします。 
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３．必ず守っていただきたいこと 
（１）関係法令及び契約を遵守してください 

 個人情報の利用については、個人情報保護法はもちろん、各種法令にて

規制されています。関連法規についての情報を今後ご提供していきますの

で、これらを遵守してください。 

 個人情報を取り扱う業務を委託する場合にも、個人情報の取扱に関する

具体的な制約（例えば、提供している情報のアクセス者を制限せよ）等を

求められるようになっています。これらについても、各案件のリーダー等

から指示を受けた場合には、遵守してください。 

 

（２）個人情報の利用に関するルールを遵守してください 

 個人情報の利用に関する各種手順、ルールを良く理解し、遵守するとと

もに、各部門の個人情報管理者の指示を守ってください。少数の人のルー

ル違反が、会社あるいは顧客に大きな損害を発生させる恐れがあります。

社内のルールや個人情報管理者の指示に違反した場合には、就業規則等に

従い懲戒解雇等の処罰を受けることがあります。 

 

（３）個人情報の保護のために指定された教育は、必ず受講してください 

 個人情報の適正な利用及び安全管理のため、会社として必要な従業員教

育を実施することがあります。その場合には、受講を指示された方は、必

ず受講してください。 

 

（４）個人情報の利用に関する監視、監査を実施します 

 個人情報の利用に関する社内ルールを遵守していることを確認すると

ともに、もし事件事故が発生した場合に、原因を特定するため、今後、電

子メールの送受信、ファイルのアクセスや利用状況について監視を実施し

ていきます。 

 また、社内ルールの遵守状況を確認するため、社内点検等を実施するこ

とがありますので、ご協力してください。 

 

（５）個人情報の漏洩、情報システム上の問題等があった場合には、個人

情報管理者に報告してください 

 「お客さまのところへお届けにあがる途中で書類を紛失した」「社内で

保管中に書類を紛失した」といった不正アクセス（例えば、盗み見）、漏
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洩や改ざん、紛失等が発生した、あるいは発生した可能性があるといった

場合には、各部門の個人情報管理者に報告してください。 

 また、「パソコンがウイルスに感染した」「ソフトウエアの動作がおかし

い」といった情報システム上のトラブルが発生した場合には、システム管

理者あるいは各部門の個人情報管理者に報告してください。 
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４．個人情報の取得・利用・提供における注意事項 
個人情報を収集・利用・社外に提供する場合には、下記の事項に注意し

てください。 

 

（１）違法な方法で、個人情報を取得してはいけません 

 例えば、消費者ローンの多重債務者情報など、通常の業務では、知り得

ないような個人情報を取得してはいけません。 

※「取得」とは、当社において利用可能な状態となる事を指しています。 

 

（２）業務に不要な個人情報を収集してはいけません 

 顧客より依頼された業務に必要な個人情報のみ収集してください。直接、

業務に必要のない個人情報を収集してはいけません。 

 

（３）業務において取得した個人情報を業務以外で利用してはいけません 

 例えば、求人活動で入手した情報を、別の営業活動に利用する等、当社

で特定の業務のために取得した個人情報を、当初収集した目的以外に利用

してはいけません。業務上必要な場合には、利用する前に、個人情報管理

者に報告してください。 

 もちろん、業務上取得した個人情報は、従業員、顧客、その他の者のい

ずれについても、当社の業務を実施するために取得したものですので、こ

れを当社の業務以外に利用してはいけません。 

 

（４）業務において取得した個人情報を当該業務に関係のない第３者に提

供してはいけません 

 業務上取得した個人情報は、その情報によって特定される個人のかた、

あるいは委託業務の場合は委託元、提供元や提供先といった関係者以外の

別の企業や個人に対して提供（教える）してはいけません。 

 たとえ、住民基本台帳に記載されている。電話帳に記載されているとい

った公知情報であっても、当社から当該登記業務とは無関係の他社や他人

に提供してはいけません。 
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５．執務室内における注意事項 
 執務室内で業務を行うにあたっては、個人情報の不正アクセス、漏洩や

改ざん、紛失等を防止するため、以下のことに注意してください。 

（１）執務室内では、必ず名札を付けてください 

 当社従業員と来訪者等の部外者を区別するため、執務室及び当社スペー

スのあるフロアにおいては、必ず名札を着用してください。 

 

（２）当社従業員以外の執務室への入室は、禁止します 

当社従業員以外の者の執務室への入室は、禁止します。ただし、業務上

必要な場合には、必ず当社従業員が同伴してください。もし、同伴せずに

入室しているものを発見した場合には、注意してください。たとえ当社の

ＯＢや親しい顧客であっても、単独での執務室内の入室は厳禁です。 

 

（３）当社のノートパソコンの社外への持ち出し、個人のノートパソコン

の社内への持ち込みを禁止します 

 当社から従業員の皆さんに支給したノートパソコンを社外に持出した

り、個人のノートパソコンを社内に持ち込んではいけません。もし、業務

上必要な場合には、各部門の個人情報管理者の許可を得てください。 

 

（４）記録媒体（ＦＤ、ＵＳＢ、ＣＤ等）の持ち出し、持ち込みを禁止し

ます 

 会社から支給された記録媒体、あるいは業務において顧客から提供を受

けた記録媒体以外の使用（持ち込み）を禁止します。また、これらを業務

遂行以外の目的で持ち出しすることも禁止します。 

 業務上記録媒体が必要な場合には、必ずシステム管理者に申請してくだ

さい。部門や個人で勝手に購入してはいけません。 

 

（５）個人情報の含まれた書類の複写（電子データの複製）は必要最小限

としてください。また、業務以外の目的での書類の複写（電子データの複

製）は禁止します 

 個人情報の含まれた書類の複写（電子データの複製）は、業務に必要な

場合のみ実施し、できるだけ実施しないでください。もちろん業務以外の

目的（例えば、珍しい内容の謄本であるから私的に集めるとか、全く別の

登記業務の参考になる）といった理由での複写は禁止します。業務以外の
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目的で複写する場合には、氏名、住所、物件等の個人情報を塗りつぶした

り、架空のものに変更する等の処理をしてください。 

 

（６）重要書類は、必ず施錠可能な場所に保管してください。 

 紛失してはいけない文書、外部漏洩してはいけない文書については、施

錠可能な場所に保管してください。 

（７）重要書類を廃棄する場合には、確実に廃棄してください 

 外部漏洩してはいけない文書を廃棄する場合には、確実に廃棄してくだ

さい。また、廃棄にあたり、一時的であっても、放置（例えば、シュレッ

ダーの横に積んだままの状態で、１日を経過する。これでは、清掃員や警

備員が用意に持ち出せるような状態になっています。）してはいけません。 

 

（８）記録媒体を廃棄する場合には、システム管理者に提出してください 

 記録媒体（ＦＤやＵＳＢ、ＭＯ等）は物理的に破壊しないと、単に消去

しただけでは、容易に再生可能です。このため、記録媒体を破棄する場合

には、システム管理者に提出してください。 

 

（９）長時間離籍するときにはクリアデスクを励行してください 

 退社、会議への参加、外出等長時間席を離れる場合に、机上に書類を放

置しえはいけない。必ず所定のところに収納してください。また、机上及

びその周辺の整理整頓に心がけてください。 

 

（１０）他部門あるいは自分の業務に無関係な情報を閲覧してはいけませ

ん 

 他の部門はもちろん、たとえ自分の部門であっても、自分の担当してい

る業務に無関係な情報を盗み見たり、閲覧してはいけません。 

 例えば、グループで同じ業務を実施している等のように、業務実施上必

要な場合を除いて、ファイルサーバ内の他人が作成したファイルを開いて

はいけません。 

 



 

 - 265 -

６．パソコンの利用における注意事項 
パソコンを利用する場合には、ウイルス感染によるシステム障害やデー

タの破壊、不正ソフトウエアによる外部への情報の流出等を防止するため、

次の事項に注意してください。 

（１）０Ｓレベルでのパスワードを設定してください 

 必ず、パソコンの０Ｓレベル（ウインドウズ）でパスワードを設定して

ください。そして、設定したパスワードは、当該パソコンの利用者と、シ

ステム管理者以外には教えてはいけません。パスワードをパソコンに張付

けたり、机に張り付けたままにしてはいけません。どうしても、忘れそう

な場合には、紙に記入して施錠可能な場所に保管してください。 

 

（２）重要な個人情報が大量に含まれる電子データは、ファイルレベルで

パスワードを設定してください 

 名簿、あるいは外部に漏洩すると当社、顧客等に重大な被害が発生する

恐れのあるような内容を含んだ電子データは、ファイルレベルでパスワー

ドを設定してください。そして、設定したパスワードは、当該データを利

用する必要のある人以外には、教えてはいけません。パスワードをパソコ

ンに張付けたり、机に張り付けたままにしてはいけません。どうしても、

忘れそうな場合には、紙に記入して施錠可能な場所に保管してください。 

 

（３）システム管理者が許可していないソフトウエアのインストールは禁

止します 

 フリーウエア等出所が明確でないソフトウエアの中には、ウイルスやス

パイウエアやトロイの木馬（データの外部への流出やデータの破壊等の行

為を自動的に行うソフトが潜んでいる）等が含まれている場合があります。

特に、インターネット上からのソフトウエアのダウンロードは最も危険な

行為なので、実施してはいけません。 

 もし、システム管理者より提供されているソフトウエア以外のソフトを

利用する場合には、システム管理者に報告し、許可を得てください。 

 

（４）パソコンの前を離れる際には、スクリーンロックを励行してくださ

い 

 パソコンの前を離れた際に、他の悪意を持った従業員が操作したり、社

外の人間が表示されている情報を覗き込んだり、操作したりすることがな
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いよう、パソコンの前を離れる時には、必ずスクリーンロック行ってくだ

さい。 

 

（５）長時間パソコンの前を離れる際には、パソコンの起動を終了させて

ください 

会議や外出のために、長時間パソコンの前を離れる場合には、他の悪意

を持った従業員が操作したり、社外の人間が表示されている情報を覗き込

んだり、操作したりすることがないよう、必ずパソコンの起動を終了させ

てください。 

 

（６）電子データはすべて、サーバあるいは定期的なバックアップを実施

しているＰＣに保存してください 

 パソコンのハードディスクや媒体の故障や破損、ウイルス等の不正ソフ

トウエアの進入により、中に保存されている電子データを利用できなくな

る危険性があります。特にハードディスクは、物理的な摩耗もあるので、

「そもそも壊れるもの」と考える必要があります。 

こうしたことで、業務に支障がでることがないよう、電子データは、フ

ァイルサーバ、あるいは、定期的なバックアップを実施しているＰＣに保

存してください。 
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７．送付・運搬における注意事項 
 個人情報等への不正アクセスや漏洩などが発生しないよう、郵送や電子

メールでの送付、持参などの送付・運搬においては、以下の事に注意して

ください。 

 

（１）電子メールを利用する場合の注意事項 

１）社外の複数人に同時に電子メールを送付する場合には、ＢＣＣを利用

してください 

 ＣＣで複数の人に送付した場合、送付した全員のメールアドレスが通知

されてしまいます。こうした事も、個人情報の漏洩となります。新聞等で

メールアドレスの漏洩事故が報道されることがありますが、実は、この事

なのです。そこで、社外の複数の人間に対して、電子メールを送付する場

合には、必ずＢＣＣを利用してください。 

 

２）電子メールには、重要な情報は記入しないでください 

 電子メールは、不特定多数に閲覧される可能性が非常に高い（いわゆる

「はがき」と同じであると考えてください）送信手段です。このため、関

係者以外に知られると問題になる可能性の高い情報は、電子メールには記

述してはいけません。もし、こうした情報を電子メールで送信する必要が

ある場合には、ワード等パスワードを設定することができるファイルで作

成し、電子メールに添付して送信してください。 

 

３）電子メールの添付ファイルには、必ずパスワードを設定してください 

 先の理由により、電子メールにファイルを添付する場合には、開封され

ないよう、パスワードを設定してください。パスワードは事前に相手との

間で決めておくか、電話等で通知するようにしてください。 

 

４）電子メールで送付する場合には、到着を確認してください 

 送ったはずのメールが、途中で何らかの障害が発生した、あるいは相手

のサーバの故障により、開封できなかったといった問題が発生する事があ

ります。さらに、メールはいつまでに届くという保証がなく、瞬時に着く

場合もあれば、まれに数日かかるようなこともあります。そこで、着信連

絡をもらうよう文面に記入するか、電話等の別の方法で着信を確認してく

ださい。 
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（２）ＦＡＸの利用による注意事項 

１）ＦＡＸによる送付は、できるだけ避けてください 

 ＦＡＸ番号を間違えた、あるいは古いＦＡＸ番号に送ったために他人の

ところに送ってしまったという事件も多数発生しています。このため、Ｆ

ＡＸによる送付はできるだけ避けてください。 

 

２）ＦＡＸ番号が正確・最新であることを確認してください 

例えば、かなり昔に、もらった名刺のＦＡＸ番号に送付したら、全く別

の会社に届いていたといったことがないよう、ＦＡＸを送付する場合には、

ＦＡＸ番号の変更がないかを確認してください。また、ＦＡＸ番号の入力

に間違いがないかを確認するため、２人で送るようにしてください。 

 

３）ＦＡＸ送付後、番号確認及び到着確認をおこなってください 

ＦＡＸを送信後、ＦＡＸの送信レポートと、ＦＡＸ送付票の番号を照合

して間違いがないかを確認してください。さらに、ＦＡＸが相手先に到着

したことを電話で確認してください。もし、ＦＡＸ番号を間違えた、ある

いは相手先に届いていないといった場合には、個人情報管理者に報告して

ください。 

問題がなければ、上記の確認作業の後、ＦＡＸ送信レポートに自分の印

を押して、所定のファイルに綴ってください。 

 

（３）宅配・バイク便、郵便の利用における注意事項 

１）重要情報を宅配便やバイク便、普通郵便で送付してはいけません 

 一般の宅配便やバイク便は、運送約款等で、重要なものは取り扱わない

事になっています。これは、補償できない程度の管理レベルであり、紛失

もあり得るという事であるとも考えられます。さらに、郵便も紛失するケ

ースが増えていますので、紛失や漏洩があると当社や顧客に被害が発生す

るような文書等は、送付してはいけません。 

 

２）重要情報は、個人情報漏洩対策等の専用便（宅配便・バイク便）や書

留を利用してください 

紛失や漏洩があっても、当社や顧客に損害が発生しないものについては、

通常の宅配便やバイク便を利用しても結構ですが、重要な個人情報や大量
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の個人情報が含まれているものは、一般の宅配やバイク便を利用してはい

けません。これらを送付する必要がある場合には、個人情報漏洩補償等の

専用便（宅配便・バイク便）を利用するか、書留等を利用してください。 

 

（４）重要情報を持ち出す際には、盗難や紛失に注意してください 

 従業員の皆さんが、重要情報を持ち出す場合には、盗難や置忘れが発生

しないよう、十分注意してください。 

重要な書類やデータを持ったまま、飲酒したり、これらを自宅に持ち帰

ることはできるだけ避けてください。 
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当財団及び当財団の会員組織が自らの体制構築や研修活動において利

用する場合を除き、本資料の複製および無断転載を禁止する。 
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