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1. 目的 

本規程は、株式会社新世紀システムズ（以下「当社」という）の個人情報保護マネジメントシステ

ム構築において、個人情報保護基本方針、法令・規制等の要求事項、事業上の要求事項、社会

動向、ＩＴの進歩等において、適用範囲の個人情報保護へ投入する経営資源を最適化し、リスク対

応策を決定することを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

本規程は、個人情報保護マネジメントシステムに関わるリスク及びその対応策を実施すべき個人

情報に関して、全社に適用する。 

 

3. 用語の定義 

本規程で用いる用語は、JIS Q 15001で規定する定義、ならびに『個人情報保護管理マニュア

ル』に定められた定義を利用する。 
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4. 個人情報リスクアセスメントの手順 

4.1 リスクアセスメントの流れ 
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リスク･対策マップの作成 

（リスク分析） 

業務ごとに保有する個人情報に対して、リス
クアセスメントを行うためのリスク･対策マップ
を作成し、想定されるリスクを洗い出す。 

 

運用上・安全上の対策状
況の確認 

業務ごとに個人情報の収集から廃棄までの
運用上及び安全管理上の問題点を洗い出
すために、インタビュー・現地調査を実施す
る。 

リスク･対策マップの更新 
（評価） 

インタビュー・現地調査結果より、全社として
のリスクを評価する。 

リスク･対策マップの更新 

（対策） 
全社としてのリスク評価結果により、対策状
況を確認する。 

『個人情報特定規程』様式－１ 

一般管理におけ
る運用管理の実
施項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『個人情報安全管理規程』 
別紙－１安全管理の基準 

個人情報リスクアセスメン
ト結果台帳の作成 

全社として、個人情報ごとのリスク評価結果
により、必要と思われる対策内容を、選択し
展開する 
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4.2 リスクアセスメント体制 

当社は、下記の体制図で、リスクアセスメントを実施する。個々の役割と責任については、『個人

情報組織・人的管理規程』を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者 

個人情報保護管理責任者 

部門個人情報保護責任 

事務局 

部門個人情報保護責任者 部門個人情報保護責任者 

部門個人情報取扱担当者 部門個人情報取扱担当者 部門個人情報取扱担当者 
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4.3 「リスク･対策マップ」の作成 

4.3.1 「リスク･対策マップ」作成の概要 

個人情報保護推進事務局は、業務ごとに保有する個人情報に対するリスクアセスメントを行うた

めに、「リスク･対策マップ」を作成する。その際、各部門個人情報保護取扱担当者に対して、ヒアリ

ング、又はアンケートを実施し、まとめる。 

 

4.3.2 「リスク･対策マップ」作成の参照基準 

「リスク･対策マップ」は、以下の基準を参照し、作成する。 

(1) 『情報システム安全対策基準』旧通商産業省（現：経済産業省）発行 

(2) 『コンピュータウィルス対策基準』旧通商産業省（現：経済産業省）発行 

(3) 『コンピュータ不正アクセス対策基準』旧通商産業省（現：経済産業省）発行 

(4) 『個人情報保護に関する法律についての経済産業分野を対照とするガイドライン』 

経済産業省発行 

(5) 『個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン』ＪＩＰＤＥＣ発行 

(6) 『情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項』 （ＪＩＳ Ｑ ２７００１） 

 

4.3.3 「リスク･対策マップ」作成手順 

(1) 脅威のカテゴリー分類 

当社は、脅威を以下のカテゴリーに分類し、「リスク･対策マップ」に記述する。 

① リスク全般 

② 当社以外とのトラブル（本人、委託元、委託先） 

③ 人的リスク 

④ 論理的リスク 

⑤ 物理的リスク 

(2) 脅威の洗い出し 

それぞれのカテゴリーにおいて、想定される脅威を洗い出す。洗い出しを行う際には、『情報システ

ム安全対策基準』『コンピュータウィルス対策基準』『コンピュータ不正アクセス対策基準』『個人情

報保護に関する法律についての経済産業分野を対照とするガイドライン』『個人情報保護マネジメ

ントシステム実施のためのガイドライン』及び『情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項』を

参考にしながら、「リスク･対策マップ」を記述する。 

(3) 脅威の発生の有無 

洗い出した脅威の発生有無を、「リスク･対策マップ」へ記述する。その場合、有無を判定した理由

を記述する。 
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(4) 業務プロセス・脅威対応表の作成 

洗い出した脅威に対して、どの業務プロセスの場面で発生するかを評価し、まとめる。 

当社の業務プロセスを、以下のように分類する。 

プロセス 方法 

取得 口頭 

システム・ネットワーク（ｅメール以外） 

e メール 

電子媒体での手渡し 

文書媒体での手渡し 

電子媒体での郵送 

文書媒体での郵送（ＦＡＸも含む） 

利用 コピー 

閲覧 

保管 ファイルサーバ 

クライアント 

組織共有電子媒体 

組織共有文書媒体 

個人持ち電子媒体 

個人持ち文書媒体 

提供 口頭 

システム・ネットワーク（ｅメール以外） 

e メール 

電子媒体での手渡し 

文書媒体での手渡し 

電子媒体での郵送 

文書媒体での郵送（ＦＡＸも含む） 

委託 

廃棄 紙文書（廃棄） 

電子媒体（廃棄） 

電子データ（廃棄） 
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4.3.4 「リスク･対策マップ」の記載内容 

項目 内容 

№ カテゴリー別のリスク番号 

想定されるリスク【リ

スク：漏洩・紛失・破

壊・改ざん】 

１列目：カテゴリーを記述 

２列目：脅威の概略を記述 

３列目：脅威の具体的詳細を記述 

リスクの発生有無 対策の有無を、マネジメント状況確認シートを参照し、「○」「△」「×」「－」

で記述する。 

「○」：リスク無 

「△」リスク有（一部対策あり） 

「×」リスク有（未対策） 

「－」対象外（リスク自体が存在しない） 

リスクの発生有無の

理由 

マネジメント状況確認シートを参照し、対策状況、又はリスクの理由（脆弱

性）を記述する。 

「対策有」の場合は、実施している対策を記述する。 

その他の場合は、発生が予想されるリスクの理由（脆弱性）を記述する。 

対策内容 想定されるリスクに対する対策 

対策詳細内容 対策の具体的な詳細内容を記入。 

対策についての補

足説明 

対策の補足説明を記入。 

残存リスク 対策方法を実施しても、残ってしまうリスクの内容を記載。 

対策の適用有無 対策の適用の有無を「◎」「○」「×」「－」で記載。 

「◎」：すでに実施済み 

「○」：対策適用する 

「×」：対策を適用しない 

「－」対象外（リスク事態が存在しない） 

対策実施予定日 対策を適用する場合は、実施予定日を記載 

マニュアルへの反

映 

これらの対策方法を具体的に記載する規程類（マニュアル・規程・細則）を

記入。 

業務プロセス・脅威

対応表 

取得・利用・保管・提供・委託・廃棄までの個人情報ライフサイクル時に発

生する脅威（リスク）との関係を記述する。 

＜記号の意味＞ 
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口・・・口頭 

シ・・・システム・ネットワーク（メール以外） 

メ・・・ｅメール 

手媒・・・電子媒体での手渡し 

手紙・・・紙媒体での手渡し 

郵媒・・・電子媒体での郵送 

郵紙・・・紙媒体での郵送（ＦＡＸ含む） 

シコ・・・システムへのコピー 

媒コ・・・電子媒体へのコピー 

紙コ・・・紙媒体へのコピー 

閲・・・閲覧（システム等へ端末アクセス） 

フ・・・ファイルサーバ 

ク・・・クライアント 

組媒・・・組織共有電子媒体 

個媒・・・個人持ち電子媒体 

組紙・・・組織共有紙媒体 

個紙・・・個人持ち紙媒体 

紙・・・紙媒体（廃棄） 

媒・・・電子媒体（廃棄） 

デ・・・電子データ（廃棄） 

 

4.4 運用上・安全上の対策状況の確認 

個人情報保護推進事務局は、業務ごとに個人情報の取得から廃棄までの運用上及び安全管

理上のリスク、及びリスクに対しての対策状況の確認と、問題点を洗い出すために、部門をサンプリ

ングして現地調査を実施する。 

現地調査の際、個人情報保護推進事務局は、「リスク･対策マップ」を基に、部門個人情報取扱

担当者へのヒアリングも併せて実施する。 

 

4.5 「リスク･対策マップ」の更新（評価） 

4.5.1 「リスク･対策マップ」更新（評価）の概要 

個人情報保護推進事務局は、調査した結果を、まとめて「リスク･対策マップ」へ更新を行う。ま

た、各リスクに関する対策方法は、4.3.2 項の「リスク･対策マップ」作成の参照基準を参考に立案

する。 
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4.5.2 「リスク･対策マップ」の更新手順 

(1) 業務プロセスの分類 

4.3.3（４）項の業務プロセス・脅威対応表の「業務プロセス・方法」ごとに分類し、それぞれの脅威を

洗い出し、「リスク･対策マップ」へ記入する。 

 

 

4.6 「リスク･対策マップ」の更新（対策） 

4.6.1 「リスク･対策マップ」更新（対策）の概要 

個人情報保護推進事務局は、全社としてのリスク対策をまとめた、「リスク･対策マップ」を更新す

る。 

更新した、「リスク･対策マップ」は、個人情報保護委員会に提出、審議する。 

 

4.6.2 「リスク･対策マップ」更新手順 

(1) リスクへの対応策の集約 

全社としてのリスクへの対応策を絞り込む。 

(2) 「リスク･対策マップ」への展開 

絞り込んだ対応策を、「リスク･対策マップ」に反映させ、全社としての対応策を決定する。 

 

(3) 規程・細則類への展開 

決定した対策を、具体的にどの規程・細則類へ記述するかを決定し、「リスク･対策マップ」へ記入

する。 

 

 

4.7 「個人情報リスクアセスメント結果台帳」の作成 

4.7.1 「個人情報リスクアセスメント結果台帳」の作成の概要 

個人情報保護推進事務局は、承認された「リスク･対策マップ」と PMS００５『個人情報特定規

程』で作成した「個人情報管理台帳」をもとに、個人情報を取扱う職員等に発生が想定されるリスク

に対して、標準的に遵守すべき安全対策を個人情報ライフサイクルに分け、それぞれの個人情報

に対しての局面におけるリスクとリスクに対する対策、残存リスクを記載した規程類を示す「個人情

報リスクアセスメント結果台帳」を作成する。 

作成した、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」を、個人情報保護管理責任者が承認する。 

承認された、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」は、従業員等に展開する。 

 

4.7.2 「個人情報リスクアセスメント結果台帳」作成手順 

個人情報保護推進事務局は、作成した「リスク･対策マップ」と「個人情報管理台帳」から、取得

から提供・廃棄までのそれぞれの局面においてのリスクに対して従業者へ展開が必要と思われる



ＰＭＳ００６ 

10 

対策内容を、選択し、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」へ記載する。 

 

4.7.3 「個人情報リスクアセスメント結果台帳」の記載内容 

項目 内容 

グループ名/個人情報名 リスク毎のグループ、個人情報管理台帳の個人情報名を記載 

局面 個人情報のライフサイクルのプロセスを記載 

リスク番号 リスク･対策マップの「番号」の内容 

脅威 リスク･対策マップの「脅威」の内容 

リスクの詳細 リスク･対策マップの「リスクの詳細」の内容 

対策内容 リスク･対策マップの「対策内容」の内容 

残存リスク リスク･対策マップの「残存リスク」の内容 

マニュアルへの反映 リスク･対策マップの「マニュアルへの反映」の内容 

 

4.8 「個人情報リスクアセスメント結果台帳」等の職場への展開 

個人情報保護管理責任者は、作成した「個人情報リスクアセスメント結果台帳」を、部門個人情報

保護責任者へ配布し、職場へ展開する。 

部門個人情報保護責任者は、『個人情報特定規程』の「個人情報管理台帳」、「個人情報リスクア

セスメント結果台帳」と、「リスク･対策マップ」を用いて、個人情報の各局面でどのようなリスクがあり、

対策がとられているのかを周知徹底する。 

 

4.9 個人情報リスクアセスメント実施時の記録の管理 

個人情報保護推進事務局は、作成した「個人情報取扱業務整理シート」、「個人情報管理台帳」、

「リスク・対策マップ」、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」を『個人情報文書・記録管理規程』に

基づき、管理番号を振りなおし（枝番の付与も可）、新たな記録として管理する。 

 

4.10 個人情報リスクアセスメント結果の見直し 

個人情報保護推進事務局は、定期的（原則、年 1回 内部監査実施前）に、『個人情報特定規

程』の「個人情報管理台帳」、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」と、「リスク・対策マップ」を用

いて、それぞれの局面におけるリスクの見直しを行ない、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」及

び「リスク・対策マップ」へ変更を行い、個人情報保護管理責任者の承認を受ける。 

また、個人情報の追加や変更・削除により、対策の見直しが必要と思われる場合は、個人情報

推進事務局に連絡・相談し、随時見直しを行い、「個人情報リスクアセスメント結果台帳」及び「リス

ク・対策マップ」へ変更を行い、個人情報保護管理責任者の承認を受ける。
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適用規程類 

(1) 『情報システム安全対策基準』旧通商産業省（現：経済産業省）発行 

(2) 『コンピュータウィルス対策基準』旧通商産業省（現：経済産業省）発行 

(3) 『コンピュータ不正アクセス対策基準』旧通商産業省（現：経済産業省）発行 

(4) 『個人情報保護に関する法律についての経済産業分野を対照とするガイドライン』 

経済産業省発行 

(5) 『個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン』ＪＩＰＤＥＣ発行 

(6) 『情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項』（ＪＩＳ Ｑ ２７００１） 

(7) 『個人情報文書・記録管理規程』（PＭＳ004） 

(8) 『個人情報特定規程』（ＰＭＳ005） 

(9) 『個人情報安全管理規程』（ＰＭＳ013） 

 

5. 別紙 

なし 

 

6. 制定様式 

(1) 様式－１ 「リスク・対策マップ」 

(2) 様式－２ 「個人情報リスクアセスメント結果台帳」 



ＰＭＳ００６ 

 

 

■改版履歴 

版数 制定/改訂日 
該当頁/ 

該当項目 
制定理由/改訂の要点 承認 作成 

第１版 2009/08/19 全頁 新規作成   

第 2版 2010/01/05 ４．１項 個人情報リスクアセスメントの手順を追

加 

  

第 3版 2010/01/28 目次の該

当項目、

４．１項、

４．８項、

４．９項、 

７項 

項目内容の変更に伴う目次の変更。 

リスクアセスメントの流れを変更。 

「リスクマップ対策マップ【掲示用】」を

削除し、その内容を「個人情報リスクア

セスメント結果台帳」に統合させ一つに

まとめた。 

  

第 4版 2011/06/20 ４．１項 

４．３項～ 

４．１１項 

７項 

①リスクマップ、対策確認マップ、リスク

マップ・対策マップにて重複項目等が

多々あったため、管理を行いやすいよ

うにまとめた。 

（１．リスクマップの削除 

２．対策マップの削除 

３．リスク・対策マップの見直し 

４．プロセスリスク評価･対策一覧の削

除） 

②上記①に伴う文書の見直し 

③制定様式の見直し 

  

第 5版 2011/08/18 ４．１０項 「個人情報リスクアセスメント結果の見

直し」に、必要に応じて随時見直し、更

新を行うことを追記 

  

第 6版 2013/04/23 3 頁 4.1

項 

「別紙－１安全管理の基準」に変更   

 


