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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）の取り扱う個人情報において、セキ

ュリティ上の事件・事故が発生した場合に、迅速に対応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セキュリティ事件・事故が発生した場合

に迅速に対応を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. 個人情報の問題処理の手順 

4.1 個人情報の問題処理対応体制 

個人情報に関わる問題処理の対応体制は、『個人情報組織・人的管理規程』に定める。 

 

4.2 問題の発見時の措置 

漏洩の事実もしくは漏洩の兆候、または保護管理上の重大な欠陥を発見した場合には、別紙―

1「個人情報保護問題の連絡手順」に従い、発見者の所属する部門の部門長ならびに部門個人情

報保護責任者に速やかに報告する。 

部門個人情報保護責任者は、部門個人情報保護責任者ならびに部門個人情報取扱担当者へ

内容の報告し、「個人情報問題報告書」を作成する。 

 

4.3 個人情報問題管理レベルの判断 

部門個人情報保護責任者は、報告された個人情報の事故について、別紙－2 「個人情報問題

管理レベル表」の表１の「個人情報問題レベル」に基づき、レベルの判断を行う。 

部門個人情報保護責任者は、個人情報の事故処理について、別紙－２ 「個人情報問題管理

レベル表」に従って、レベルに応じた対応をする。 

 

4.4 個人情報問題の対応措置 

当該個人情報を主管する部門個人情報保護責任者が主体となって、関連部門と協力の上、下

記の処置を施す。また実施した内容は、「個人情報問題報告書」に記載する。 

適宜、個人情報保護責任者ならびに部門個人情報保護責任者は、関連部門に状況を報告・相

談する。 

 

4.4.1 個人情報事件・事故の種類 

(1) セキュリティ侵害 

① 内容：（実害と関係なく）セキュリティが破られる 

② 原因：不正アクセス、ウイルス感染等 

(2) 個人情報障害 

① 内容：（サービス障害・セキュリティ侵害等による）守るべき情報の不全 

② 原因：個人情報破壊、個人情報改ざん、個人情報漏洩等 

 

4.4.2 セキュリティ侵害の対策 

セキュリティ侵害とは、実害があろうとなかろうと、情報セキュリティが破られることを指す。 

ここでは、「不正アクセス時の対策」と「ウイルス感染時の対策」を記載する。 
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(1) 不正アクセス時の対策 

不正アクセス発見した場合、以下の手順で対応する。 

① 緊急対応 

部門個人情報保護責任者は、状況に応じて関連部門、関係者への対応期間中の使用

停止、現状調査と報告、協力依頼等の指示・連絡・要請を行う。 

② 不正アクセスに関する調査 

部門個人情報保護責任者は、実際の不正アクセスの範囲、被害を把握し、具体的な手

口についての調査を、関連部門の責任者に依頼する。 

以下に調査例を記載する。 

ア） 不正アクセスが発生した時刻のシステムの動作履歴等を分析し、同一時間帯のア

クセス記録やシステムにいつもと違う所がないかを調査する。 

イ） 疑いのあるものであればその発生時刻、システムでの行為内容などを整理し、手

口、攻撃対象は何か、侵入目的などの観点から情報を整理する。 

ウ） これらの情報を基に、侵入経路、侵入範囲、被害状況の全体を把握する 

③ 不正アクセス被害からの復旧 

部門個人情報保護責任者は、関係者と連絡を取りながら、復旧手順に基づき、不正アク

セスの被害から復旧する。但し、復旧方法・手順がない場合、また対応方法が判断できな

い場合は、関係者及び専門家に相談し､適切な復旧方法を決定する。 

目標復旧時間（目安として６時間）内に復旧できないと予想される場合は、4.6 項の「広報

手続き」に基づき、適切に対応する。 

④ 報告書の作成 

発生部門の部門個人情報保護責任者は、不正アクセスの被害状況等について、『個人

情報問題報告書』に記述し、個人情報保護管理責任者に報告する 

⑤ 再発防止策の実施 

個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、『個人情報是正・予防処置規程』に基づい

た再発防止策を策定し、是正処置を実施する。 

⑥ 予防処置の実施 

個人情報保護管理責任者は、予防処置の必要性を判断するために、個人情報保護委

員会へ内容を提出する。 

代表者は、個人情報保護委員会で審議し、予防処置の必要性を判断する。予防処置が

必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づいた予防処置を実施す

る。 

(2) ウイルス感染時の対策 

コンピュータウイルスに感染した、又は感染の疑いがある場合は、以下の手順で対応する。 

① 緊急対応 

部門個人情報保護責任者は、必要に応じて関係部門ならびに関係者への復旧対応期
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間中の使用停止、現状調査と報告、及び協力依頼等の指示・連絡・要請を行う。 

② ウイルス種別等の調査・報告 

部門個人情報保護責任者は、ウイルスの種別、感染源、侵入経路等について、以下の

調査を実施し、報告する。調査結果は、部門個人情報保護責任者ならびに個人情報保

護管理責任者へ速やかに報告する。 

ア） 侵入経路の特定、確認 

イ） マシン状態の確認 

ウ） 発病の有無の確認 

③ 駆除の対応 

対応するにあたり、駆除方法、ウイルス情報、過去の事例等が必要な場合は、適宜ワクチ

ンベンダー、ＩＰＡ等に問い合わせる。 

部門個人情報保護責任者は、別紙－２ 「個人情報問題管理レベル表」の表２「ウイルス

汚染の危険度のレベル」のウイルスの危険性を考慮した上で、対応レベルを決定する。対

応レベル決定後、個人情報保護管理責任者へ報告する。 

個人情報保護管理責任者は、全社及び関連部門に対して、レベル別に対応方法を検

討し、拡大防止の駆除の適切な作業を指示する。感染源が社外の場合は、必要に応じて

該当組織に連絡を行う。目標復旧時間（目安として６時間）内に復旧できないと予想される

場合は、4.6項の「広報手続き」に基づき、適切に対応する。 

④ 報告書の作成 

発生部門の部門個人情報保護責任者は、ウイルスの発生及び被害状況等について、 

『個人情報問題報告書』に記述し、個人情報保護管理責任者に報告する。 

⑤ 再発防止策の実施 

個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、『個人情報是正・予防処置規程』に基づい

た再発防止策を策定し、是正処置を実施する。 

⑥ 予防処置の実施 

個人情報保護管理責任者は、予防処置の必要性を判断するために、個人情報保護委

員会へ内容を提出する。 

代表者は、個人情報保護委員会で審議し、予防処置の必要性を判断する。予防処置が

必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づいた予防処置を実施す

る。 

 

4.4.3 個人情報障害時の対策 

個人情報障害時とは、サービス障害・セキュリティ侵害等により、守るべき個人情報が不全である

ことを指す。 

ここでは、「個人情報破壊時の対策」、「個人情報改ざん時の対策」及び「個人情報漏洩時の対

策」を記載する。 
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(1) 個人情報破壊時の対策 

個人情報破壊とは、正確性、完全性が要求される個人情報が、読み込み不可になる状況

を指す。個人情報の正確性、完全性が損なわれた場合には、下記の手順で対応する。 

① 緊急対応 

部門個人情報保護責任者は、必要に応じて、関係部門、関係者への復旧対応期間中の

使用停止、現状調査と報告、協力依頼等の指示・連絡・要請を行う。 

② 障害状況の調査 

部門個人情報保護責任者は、人為的、ソフトウェアの誤動作、自然災害の発生等の原因

の切り分けを、サーバ等のログから判断する。 

③ バックアップデータからの復旧 

バックアップデータが存在する場合、部門個人情報保護責任者は、バックアップからの

復旧を指示する。目標復旧時間（目安として６時間）内に復旧できないと予想される場合

は、4.6項の「広報手続き」に基づき、適切に対応する。 

④ 報告書の作成 

発生部門の部門個人情報保護責任者は、障害の発生及び被害状況等について、『個

人情報問題報告書』に記述し、個人情報保護管理責任者に報告する 

⑤ 再発防止策の実施 

個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、『個人情報是正・予防処置規程』に基づい

た再発防止策を策定し、是正処置を実施する。 

⑥ 予防処置の実施 

個人情報保護管理責任者は、予防処置の必要性を判断するために、個人情報保護委

員会へ内容を提出する。代表者は、個人情報保護委員会で審議し、予防処置の必要性

を判断する。予防処置が必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づ

いた予防処置を実施する。 

(2) 個人情報改ざん時の対策 

個人情報改ざんとは、個人情報が、意図しないものに更新されていることを指す。 

個人情報の改ざんを検出した場合には、下記の手順で対応する。 

① 緊急対応 

部門個人情報保護責任者は、必要に応じて、関係部門、関係者への対応期間中の使用

停止、現状調査と報告、協力依頼等の指示・連絡・要請を行う。 

② 改ざん状況の調査 

部門個人情報保護責任者は、不正アクセスの形跡があるかどうかをサーバ等のログから

判断し、原因の切り分けを行う。 

③ バックアップデータからの復旧 

バックアップデータが存在する場合、部門個人情報保護責任者は、バックアップデータ

からの復旧を指示する。目標復旧時間（目安として６時間）内に復旧できないと予想される
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場合は、4.6項の「広報手続き」に基づき、適切に対応する。 

④ 報告書の作成 

発生部門の部門個人情報保護責任者は、改ざんの発生及び被害状況等について、 

『個人情報問題報告書』に記述し、個人情報保護管理責任者に報告する。 

⑤ 再発防止策の実施 

個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、『個人情報是正・予防処置規程』に基づい

た再発防止策を策定し、是正処置を実施する。個人情報保護管理責任者は、違反した従

業者に対して、『従業員就業規則』に基づいた懲戒処罰を検討する。 

⑥ 予防処置の実施 

個人情報保護管理責任者は、予防処置の必要性を判断するために、個人情報保護委

員会へ内容を提出する。代表者は、個人情報保護委員会で審議し、予防処置の必要性

を判断する。予防処置が必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づ

いた予防処置を実施する。 

(3) ネットワークからの個人情報漏洩時の対策 

ネットワークからの個人情報漏洩を直接検出することは難しいが、疑わしい事態が発生した

場合は、以下の手順で対応する。 

① 緊急対応 

部門個人情報保護責任者は、必要に応じて、関係部門、関係者への対応期間中の使用

停止、現状調査と報告、協力依頼等の指示・連絡・要請を行う。また 4.6 項の「広報手続

き」に基づき、適切に対応する。 

② ネットワークの設定情報の確認 

部門個人情報保護責任者は、ネットワーク仕様書どおりにシステムが設定されているかど

うかを、設定情報の参照だけではなく、設定状況の確認を指示する。 

③ ネットワーク仕様書の見直し 

部門個人情報保護責任者は、ネットワーク仕様書そのものにセキュリティホールが発見さ

れた場合は、ネットワーク仕様書の見直しを指示する。 

④ 復旧作業の実施 

個人情報の漏洩に関係するハードウェア、ソフトウェアの設定を確認し、原因を追求・除

去する。目標復旧時間（目安として６時間）内に復旧できないと予想される場合は、4.6 項

の「広報手続き」に基づき、適切に対応する。 

⑤ 報告書の作成・報告 

発生部門の部門個人情報保護責任者は、個人情報漏洩の発生及び被害状況等につい

て、『個人情報問題報告書』に記述し、個人情報保護管理責任者に報告する。 

⑥ 再発防止策の実施 

個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、『個人情報是正・予防処置規程』に基づい

た再発防止策を策定し、是正処置を実施する。個人情報保護管理責任者は、違反した従
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業者に対して、『従業員就業規則』に基づいた懲戒処罰を検討する。 

⑦ 予防処置の実施 

個人情報保護管理責任者は、予防処置の必要性を判断するために、個人情報保護委

員会へ内容を提出する。代表者は、個人情報保護委員会で審議し、予防処置の必要性

を判断する。予防処置が必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づ

いた予防処置を実施する。 

(4) ネットワーク以外からの個人情報漏洩時の対策 

① 緊急対応 

部門個人情報保護責任者は、必要に応じて、関係部門、関係者への対応期間中の使用

停止、現状調査と報告、協力依頼等の指示・連絡・要請を行う。また 4.6 項の「広報手続

き」に基づき、適切に対応する。 

② 個人情報の管理状況の確認 

部門個人情報保護責任者は、規程・細則類ならびに手順書に問題が無いかどうかの調

査を実施する。また個人情報の管理状況が手順書どおり実施されているかを確認し、原

因を追求する。 

③ 報告書の作成・報告 

発生部門の部門個人情報保護責任者は、個人情報漏洩の発生及び被害状況等につい

て、『個人情報問題報告書』に記述し、個人情報保護管理責任者に報告する。 

④ 再発防止策の実施 

個人情報保護管理責任者は、必要に応じて、『個人情報是正・予防処置規程』に基づい

た再発防止策を策定し、是正処置を実施する。個人情報保護管理責任者は、違反した従

業者に対して、『従業員就業規則』に基づいた懲戒処罰を検討する。 

⑤ 予防処置の実施 

個人情報保護管理責任者は、予防処置の必要性を判断するために、個人情報保護委

員会へ内容を提出する。代表者は、個人情報保護委員会で審議し、予防処置の必要性

を判断する。予防処置が必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づ

いた予防処置を実施する。 

 

4.5 個人情報問題報告書の管理 

「個人情報問題報告書」は、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、記録として管理する。 

 

4.6 広報手続き 

4.6.1 告知、方法 

個人情報管理台帳により、対象となる情報主体に対して、告知する。告知の方法としては、緊急

性がある場合は電話にて連絡し、状況によってはＦＡＸ、メールを活用する。また経過報告、及び

結果報告などについては、対象の情報主体へ文書にて通知する。個人情報保護管理責任者は、
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関連外部組織及びマスコミへ連絡する等、対応を実施する。 

 

4.6.2 告知文 

(1) 事件・事故の発生直後 

電話にて連絡し、状況、経過、現在の対応状況、復旧見込み、対応窓口等を対象の情報

主体へ連絡し告知の徹底を図る。 

(2) 事件・事故の対応中 

「障害のご報告及びお詫び（事件・事故対応中版）」の文書を、対象の情報主体、関連外部

組織、及びマスコミに発送する。 

(3) 事件・事故収束後 

「障害のご報告及びお詫び」（事件・事故対応完了版）の文書を、対象の情報主体、関連外

部組織、及びマスコミに発送する。 

 

4.7 個人情報問題からの教育・啓発 

個人情報問題対策として、必要な教育を定期的に実施し、従業者の個人情報保護に関する意

識を向上させるための手順を、以下に記載する。 

 

4.7.1 個人情報問題関連情報の収集 

個人情報保護管理責任者は、日常的に社外で発生した個人情報漏洩事件・事故の情報を収

集し、適切な対策を実施する。 

① 個人情報保護管理責任者は、『個人情報問題報告書』を基に、社内全ての個人情報の

事件・事故情報について、定期的に収集を実施する。 

また、個人情報漏洩事件・事故に至らなかった未遂の情報についても、個人情報保護推

進会議において情報収集を行う。 

② 個人情報保護管理責任者は、社外で発生した個人情報漏洩事件・事故の情報を各ベン

ダーのWebサイトやサポートページなどから収集する。 

 

4.7.2 個人情報漏洩事件・事故対策の教育 

個人情報保護管理責任者は、『個人情報教育・訓練規程』に基づき、個人情報漏洩事件・事故

対応のための教育計画策定を、個人情報保護推進事務局に指示する。 
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5. 適用規程類 

(1) 『個人情報組織・人的管理規程』（ＰＭＳ００２) 

(2) 『個人情報文書・記録管理規程』（ＰＭＳ００４） 

(3) 『個人情報是正・予防処置規程』（ＰＭＳ０１１） 

 

6. 別紙 

(1) 別紙－1『個人情報保護問題の連絡手順』 

(2) 別紙－2『個人情報問題管理レベル表』 

 

7. 設定様式 

(1) 様式－１ 『個人情報問題報告書』 

(2) 様式－２ 『障害のご報告及びお詫び』（事件・事故対応中版） 

(3) 様式－３ 『障害のご報告及びお詫び』（事件・事故対応完了版） 
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■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１版 2011/08/18 2頁/4.4項 個人情報問題の対応措置の誤字を修正   

      

      

      

 

 


