
マイナンバー制度の概要

　マイナンバーは、社会保障・税・災害対策
の3分野で利用するために導入されます（法改
正により、金融機関での利用も可能になりま
す）。公共機関が、機関間で正確な情報を連携
して活用し、これらの分野の業務を効果的に
行うためには、国民を一意に識別することが
できる識別子が必要です（例えば、3で述べ
るワンストップサービスの実現に必要です）。
このような識別子がなければ、いわゆる「消
えた年金」が生じたように、国民一人ひとり
について、必要な情報を集めることができな
くなり、公的サービスの提供の障害となるこ
とも考えられます。
　こうした目的のもと、マイナンバー制度は、
以下の仕組みを備えるものとなりました。

マイナンバーの指定1

　マイナンバーは、国民に一つずつ割り当て
られます。マイナンバーは、唯一無二のもの
であり、原則として変更されませんので、い
わば国民と一対一に対応するものとなります。

はじめに

　行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（以下「番号
法」といいます。）により、平成27年10月から
マイナンバーの通知が開始され、平成28年1月
からは利用が始まります。弁護士の活動にあ
たっては、マイナンバーを扱う機会が増えて
くると思われますが、まだまだ分からないこ
とが多い方もいらっしゃることと思います。
　本稿では、マイナンバー制度を概観した上
で、マイナンバーに関するリスクを示し、特
定個人情報（マイナンバーを内容として含む
個人情報）の安全管理措置等の、弁護士等の
個人事業主を含む中小規模事業者での対応に
ついて述べることとします。
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特 集

マイナンバー制度
̶ そのリスクと取扱いの要点

　本年10月からマイナンバーの通知が開始され、来年
の1月からは利用が始まります。市民や行政において利
便性が向上する反面、不正利用や漏えいのリスクもあ
り、個人事業主である弁護士には、中小規模事業者とし
て安全管理措置を講じる必要があります。

　プライバシーの保護に敏感であるべき弁護士から、漏
えい等による被害を生じさせるようなことがあれば、業
界全体への信頼を失いかねません。
　そこで本特集では、制度を概観した上で、そのリスク
と取扱いの要点についてお伝えします。
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全員に交付され、これに基づいて、希望者に
は個人番号カードが発行されます。通知カー
ドは、マイナンバーの通知だけのものである
一方、個人番号カードは顔写真とICチップを
備えます。個人番号カードは、それだけで一
般的な本人確認の資料となります。これに対
して、通知カードだけでは本人確認はできず、
写真付きの公的証明書（例えば、運転免許証）
などを併用する必要があります。
　なお、個人番号カードに搭載されるICチッ
プには、公開鍵暗号技術による認証機能があ
ります。これにより、インターネット等を通
じた安全な認証が可能になります。

自己情報の入手5

　国民は、マイナポータルを利用することに
より、自己情報の入手が可能となります。例
えば、マイナンバーの付いた自己の情報を、
どの行政機関がどこに提供したかを確認でき
ます。また、行政機関が保有する自分に関す
る情報や行政機関から自分に対しての必要な
お知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認
できるようになる予定です。その一環として、
各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行
う際に参考となる情報が入手可能になる運び
です。マイナポータルにログインするために
は、個人番号カード搭載のICチップによる認
証が必要なため、高いセキュリティが確保さ
れます。
　マイナポータルは、平成29年1月よりサービ
スが開始される予定となっています。

特定個人情報保護委員会による監視6

　マイナンバーの適正な取扱いを確保するた
めの組織として、特定個人情報保護委員会が、
いわゆる3条委員会として設置されました（番
号法36条以下）。同委員会は、マイナンバー
を扱う実施者に対して指導・助言、勧告・命
令、報告の要求・立入検査を行うことができ
ます（番号法50条～ 52条）。ただし、同委員会
は、各議院による調査、裁判手続、犯罪捜査

ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用
いられるおそれがある場合には、市区町村長
がマイナンバーを変更することも可能です
（番号法7条2項）。

利用範囲の限定2

　マイナンバーの利用範囲は、前述のとおり、
社会保障・税・災害対策に限定されますが、
より具体的に、マイナンバーを扱うことので
きる事務が明記されています（番号法9条、番
号法別表第1）。また、地方自治体においては、
条例に定めることにより、上記の目的の範囲
でマイナンバーを取り扱うことが可能となり
ます（番号法9条2項）。

管理された情報提供3

　行政手続においては、複数の行政機関等に
保有されている情報が必要になることがあり
ます。従来は、国民の側で、各行政機関から
書面を取得し、必要書類をそろえて申請する
方法がとられてきました。これに対して、い
わゆるワンストップサービスにおいては、国
民は単一の機関に申請し、行政機関の側で必
要な情報を他の機関から取得して処理するこ
とになります。このようなワンストップサー
ビスの実現や、行政機関側で給付や免除など
のサービスを受けられる者を見つけて本人に
通知する、いわゆるプッシュ型サービスの実
現にあたって、マイナンバーは大きな効果を
もたらします。
　しかし、行政機関相互であっても、無制限
な情報提供はプライバシーの侵害につながり
かねませんから、情報提供は、必要最小限の
範囲に限定されています（番号法19条）。この
制限については、後述します。

本人確認4

　マイナンバー制度では、通知カードと個人
番号カードの2種類のカードが発行されます。
まず、平成27年10月から、通知カードが国民
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通信では、マイナンバーそのものではなく、
当該行政機関と情報提供ネットワークシステ
ムだけが知っている符号（マイナンバーと一
対一に対応）を用います。
　 図表2 は、特定個人情報の利用におけるリ
スクを示すものです。リスクは、不正利用、
漏えい、不正な名寄せおよび統合が考えられ
ます。特定個人情報の不正利用および漏えい
のリスクは、行政機関、民間企業等および情
報提供ネットワークシステムのそれぞれに存
在します。また、不正な名寄せおよび統合に
ついては、行政機関の間での不正な名寄せお
よび統合が考えられるほか、複数の経路から
漏えいした情報の統合があり得ます。
　以下では、これらのリスクについて、述べ
ます。

不正利用2

　まず、不正利用のリスクについて述べます。
これは、特定個人情報を扱う担当者の故意に
よる目的外利用および不正な提供を意味しま
すが、対策については、消去や改ざんなども
同様に考えることができます。
　特定個人情報の不正利用は、罰則をもって

等（番号法19条12号参照）への提供およびこ
れらが取得した特定個人情報については、上
記の指導等の適用除外となっています（番号
法53条）。

マイナンバー制度のリスク

概要1

　マイナンバー制度では、大きく分けると、
故意または過失による特定個人情報の不正利
用、漏えいおよび不正な統合（データベース
の統合、名寄せ、個人情報の一元管理など）
のリスクがあります。また、特定個人情報の
消去や改ざんというリスクもありますが、こ
れらは、不正利用に含めて検討することとし
ます。
　 図表1 は特定個人情報の提供および保有の
概要を示す図です。行政機関および民間企業
等が特定個人情報を保有し、これが、他の行
政機関に提供される仕組みです。行政機関の
間での情報の連携は、情報提供ネットワーク
システムを介して行われます。ただし、情報
提供ネットワークシステムと行政機関の間の

行政機関ごとに異なる符号を用いた
特定個人情報の連携 特定個人情報の提供

マイナンバー
個人情報の
提供

行政機関A 民間企業等

国民

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

特特特定定定定
個人個人個個人情情情情報報
特定
個人情報

行政機関B 特特特定定定定
個人個人個個人情情情情報報
特定
個人情報

行政機関C 特特特定定定定
個人個人個個人情情情情報報
特定
個人情報

特特特定定定定
個人個人個個人情情情情報報
特定
個人情報

特定個人情報の提供と保有図表1
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とが重要なのはいうまでもありませんが、そ
れと並んで重要なのは、万が一の不正利用が
生じても、それを検出し、不正利用を最小限
にとどめることです。被害の極小化について
は、後述します。

漏えい3

（1）漏えいの防止
　システムの欠陥や、担当者のミスなどから
の、情報漏えいは跡を絶ちません。これとあ
いまって、外部からのコンピュータシステム
への侵入や、コンピュータウイルスなどの不
正プログラムによる情報の窃取も多くなって
います。
　平成27年5月には、年金番号を含む少なくと
も120万人分の情報が漏えいする事件がありま
した。この事件は、標的型攻撃といわれる外
部からの攻撃によるものです。典型的な標的
型攻撃は、担当者に同僚や関係者を装った電
子メールを送付し、担当者に添付ファイルを
開かせることにより、コンピュータウイルス
等を担当者のPCに感染させるものです。

禁止されています（番号法67条以下）。また、
行政機関および情報提供ネットワークシステ
ムにおいては、システム的にも、担当者以外
の者を限定（アクセス制御）するとともに、
アクセスログの取得により、不正利用が検出
できるようにしています。このような仕組み
を構築することが、情報保護評価により確保
されています（番号法27条）。行政機関におい
ても民間企業等においても、十分な安全対策
が必要とされています（番号法12条）ので、
アクセス制御、アクセスログの取得は必須で
す。この点は、情報提供ネットワークシステ
ムについても同じです。なお、情報提供ネッ
トワークシステムにおいては、情報機関から
適法に行われた照会のみを扱う仕組みとなっ
ているため、情報提供ネットワークシステム
の担当者等が不正に情報を取得し利用するこ
とは困難です。
　このように、不正利用については、制度的
およびシステム的な対策が行われるものとさ
れていますが、人間が関係する以上、実際に
は、小規模な不正利用を完全に防ぐことは不
可能だと思われます。不正利用を防止するこ

特定個人情報の
連携 特定個人情報の提供

不正な収集
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報
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ー
ク
シ
ス
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行政機関B

行政機関C

不正利用

漏えい

不正な不正な名寄せ名寄せ
不正な統合不正な統合
不正な名寄せ
不正な統合

行政機関間の
不正な統合不正な統合
行政機関間の
不正な統合

漏えい

漏えい

漏えい漏えい

不正利用 不正利用

不正利用

不正利用

特定個人情報の利用におけるリスク図表2
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る方法はありません。例えば、本人確認は番
号だけでは行いませんので、マイナンバーそ
れ自体が漏えいしても、そのマイナンバーの
持ち主になりすますことはできないのです
（番号法16条および同施行規則12条参照）。マ
イナポータルにも、マイナンバーだけではア
クセスできず、個人番号カードが必要です。
　それでは個人情報が漏えいした場合に、そ
れがマイナンバーを含んでいても影響がない
かというと、そうではありません。複数の情
報漏えい事件が発生した場合に、それらに含
まれる個人を紐付け（名寄せ）するためにマ
イナンバーが利用されることが考えられます。
また、漏えいした情報に関するデータベース
を、マイナンバーをキーとして統合すること
も考えられます。このような統合、名寄せの
リスクについては後述します。

行政機関による名寄せ・統合4

　従来より、国民の情報の統一番号による管
理は、国民総背番号制として批判されてきま
した。これは、行政機関等が国民に関する情
報を一元管理し、一人ひとりの国民の情報を
集約することによるプライバシー侵害を問題
とするものです。
　ここでは、公的機関における名寄せ・統合
の技術的可能性を検討します。
　確かに、マイナンバーによる管理が進めば、
名寄せ・統合を徹底することが可能になりま
す。特に、コンピュータを用いずに、紙で個
人情報を管理する場合には、統一番号の有無
により、名寄せ・統合の難易度は大きく違い
ます。
　しかし、今日では、ほとんどの情報はデー
タベースによりコンピュータ管理されていま
す。行政機関においては、原則として、住民
基本台帳ネットワークに登載されている4情報
（住所、氏名、生年月日、性別）がそのまま記
載されます。4情報が正確に記載されているデ
ータベース間の名寄せや統合は、データベー
スの機能を使えば簡単にできますから、マイ
ナンバーの有無による違いは非常に小さいと

　以前は、メール本文の日本語が不自然であ
るなど、比較的、看破しやすい特徴がありま
した。しかし、最近の標的型攻撃のメールは、
巧妙化が進んでおり、簡単に見破ることはで
きません。電子メールの発信元および送達経
路を綿密に調べれば、送信者を偽装した不正
なメールであると判定できる可能性はありま
す。しかし、技術的には、発信元などのヘッ
ダー情報（メールの先頭に置かれた情報で、
発信元サーバ、経由したサーバなどの情報を
持ちます。通常の設定では、ユーザにはヘッ
ダーの一部しか見えません）をも偽装可能で
すので、これも完全な対策ではありませんし、
緊急を要する旨を装うメールであれば、綿密
な確認が行われない可能性も高いと言えます。
　結局、標的型攻撃に対する完全な防衛方法
はありません。特に、個々の担当者の注意に
よって完全に防ぐことは、全く期待できませ
ん。
　この点で、発信者を確実に示して、偽装を
防止する方法としてS/MIMEなどのセキュア
メールがあります。セキュアメールを用いて
いる者からのメールについては、発信元を偽
装することは極めて困難になります。しかし、
全ての利用者がセキュアメールを利用しない
限り、セキュアメールでない通常のメールも
読まざるを得ませんので、当面は、現実的な
対策にはなりそうにありません（攻撃者は、
セキュアメールを用いていない利用者を装う
ことが考えられるからです）。
　このように、漏えいを完全に防ぐことはで
きませんので、不正利用と同様に、被害を極
小化することが重要であると言えます。
（2）漏えいの影響
　次に、特定個人情報の漏えいが生じた場合
には、具体的にどのような被害が生じるのか
を検討します。
　ここで重要なのは、マイナンバー自体の漏
えいと個人に関する情報の漏えいとは違うと
いうことです。個人に関する情報（例えば、
氏名・住所・電話番号）があれば、情報取得
者は、これらの情報を直ちに利用できます。
しかし、マイナンバーだけでは、特に利用す
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会への人的リソースの配分は、国民のプライ
バシーを守るために重要なものですので、十
分な配分を行うべきです。
　もう1つの懸念は、特定個人情報保護委員会
の監視等の適用除外があることです。衆議院・
参議院による調査や、裁判手続、刑事事件の
捜査、租税における犯則事件の調査などのた
めに行政機関から特定個人情報を提供するこ
とが定められています（番号法19条12号）。こ
のような場合には、特定個人情報の提供につ
いても、提供先における取扱いについても、
特定個人情報保護委員会の監視等の対象外に
なります（番号法53条）。三権分立による制限
により立法・司法における取扱いを監視する
ことは難しいと言えますし、捜査における取
扱いも、監視の対象とすることには困難があ
ることには一定の理解が可能です。しかし、
行政機関による提供の可否については、特定
個人情報保護委員会の監視に服するべきです。
捜査等に関する特定個人情報提供の事実をそ
の情報の本人に知らせることはできませんが、
特定個人情報保護委員会が、行政機関による
提供の実態を把握することは可能ですし、適
切な監視をして不当な情報提供を防止すべき
です。現行法では、このような権限は特定個
人情報保護委員会に与えられていませんので、
立法的に解決すべき問題だと思います。

民間における統合5

　情報は、一旦漏えいしてしまえば、ひそか
に流通し、多くの人の手に渡るおそれが大き
いものです。このような漏えいが何回か起こ
った場合、すなわち、一人の個人の情報が複
数の機関から漏えいした場合に、これらの名
寄せが行われて、その個人についての情報が
蓄積されていくことが考えられます。また、
複数の機関から大量の情報が漏えいした場合
には、そのような情報を統合したデータベー
スの構築も考えられます。
　米国においては、多くの情報に社会保障番
号（Social Security Number）が使われてい
るため、情報の統合が進んでおり、民間の巨

言えます。
　ただし、情報の更新時期が違うことにより
住所または氏名にズレが生じている場合や、
外字（「渡邊」の「邊」の多様な文字のよう
に、住基統一文字に含まれない文字は、シス
テムごとに別の管理をしている可能性があり
ます）を利用している場合には、4情報だけで
は同一人かどうか簡単に判定できないことも
あり得ます。このような事情のある国民の人
数についての統計はありませんが、数パーセ
ント以下であると思われます。逆にいいます
と、90％以上の国民については、マイナンバ
ーの有無にかかわらず、技術的には、容易に
名寄せ・統合が可能だと言えます。
　なんらかの事情により、名寄せができなけ
れば、公的サービスの提供に支障が生じるお
それがあります。マイナンバーの利用により、
こうした国民について、確実な名寄せを行え
るようになります。つまり、マイナンバーが
なくても、90％以上の国民の情報は、名寄せ・
統合は技術的には可能であり、マイナンバー
の導入により、残り数パーセントの国民につ
いても名寄せが可能になります。つまり、マ
イナンバーの導入により、この数パーセント
の国民まで、公的サービスを提供できるよう
になる一方で、これらの国民についても行政
機関等による名寄せや統合が可能になるわけ
です。このように、マイナンバー導入には、
メリットとデメリットがあり、そのいずれを
とるべきかには、議論があるところです。最
終的には、立法を通じた国民による決定に委
ねられるものと思います。
　行政機関における特定個人情報の取扱いは、
特定個人情報保護委員会の監視等に服してい
ます（番号法50条～ 52条）。現在の縦割りの行
政組織の下で、不正なデータベース統合が行
われることは考えにくいですし、特定個人情
報保護委員会の監視があることを知りながら、
不正利用する危険は小さいと考えられます。
　ただし、ここには2つの懸念があります。1
つは、特定個人情報保護委員会の人的リソー
スの制限のために、十分な監視ができないお
それがあることです。特定個人情報保護委員
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を行う必要があります。
（2）名寄せ・統合範囲の極小化
　米国の社会保障番号のように、あらゆる情
報に単一の番号が使われていると、漏えいし
た情報の名寄せ・統合が無制限に広がってし
まいます。
　その対策として知られているのが「セクト
ラル方式」です。これは、オーストリアなど
でとられている方式で、分野ごとに異なる番
号を利用するものです。
　今後、マイナンバーの利用領域が拡大され
る方向にあります（番号法附則6条1項）。しか
し、マイナンバーの利用範囲を無制限に広げ
れば、名寄せ・統合の危険はそれだけ増大し
ます。
　例えば、医療情報に用いる番号ついては、
マイナンバーとは別系統の番号とするべく検
討されています。このような番号とマイナン
バーとの関連づけを、きわめて限定された場
面でのみ行うようにすることにより、利便性
を向上しつつ、危険性を抑制することが可能
になります。

弁護士の安全管理措置

　弁護士法人はもちろん、個人事業主たる弁
護士も、職員等のマイナンバーを扱うことに
なります。マイナンバーを扱う場合には、安
全狩措置が必要となりますので、その要点を
述べておきます。なお、安全管理措置につい
ては、特定個人情報保護委員会の「特定個人
情報の適正な取扱いに関するガイドライン
（事業者編）」（以下「ガイドライン」といいま
す）に詳細な解説がありますので、詳しくは
ガイドラインをご覧ください。なお、ガイド
ラインでは、中小規模事業者（従業員100人以
下の事業者であって、金融分野等の事業者以
外の者）における対応方法が明記されていま
すので、この部分が特に参考になると思われ
ます。以下では、中小規模事業者における対
応方法を中心に説明していきます。

大な個人情報データベースが構築されるにい
たっています（例えば、Equifax）。日本国内
の企業については、帝国データバンクなどの
データベースが存在し、有償で情報を取得で
きますが、米国では同様な情報取得が個人に
ついても可能になっているのです。
　このような個人情報の巨大なデータベース
の構築こそが、プライバシーに対する最大の
脅威であると考えられます。

被害の極小化6

　国民のプライバシーを保護するためには、
特定個人情報の不正提供や漏えいを防ぐこと
が最重要です。コンピュータを使って情報を
管理すると、セキュリティ上の欠陥などから
の情報漏えいを完全になくすことはできませ
ん。しかし、現代社会において、コンピュー
タを用いた処理の放棄は現実的ではありませ
んし、人的要因もありますので、完全な防衛
は不可能です。そこで、仮に、情報が漏えい
しても被害を極小化するための方策が重要で
す。
　極小化の方策は、大別して、漏えい件数の
極小化と、名寄せ・統合範囲の極小化が考え
られます。
（1）漏えい件数の極小化
　漏えい件数の極小化は、万が一、ウイルス
等の不正プログラムに感染した場合の迅速な
事後処理と、不正プログラムがアクセスでき
る件数の制限が考えられます。前者について
は、危機管理体制の構築を確実に行い、その
実施を徹底することが重要です。後者につい
ては、システム的な対策も可能だと思われま
す。例えば、セキュリティが高いシステム
（基幹システム等）から、個々のPC等にダウン
ロードする業務の場合、その業務に必要な数
のデータを超えてダウンロードできないよう
にすること、または、一定の個数を超えたと
きに警告するなどの方法が考えられます。こ
のためには、業務分析を綿密に行って、各業
務および各端末で利用する特定個人情報の個
数および頻度を把握し、これに基づいて管理
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 ・ 退職等の特定個人情報の消去（不要となっ
た情報は削除）

　このように、実際には、弁護士等がマイナ
ンバーを扱う機会は非常に限定されているの
が分かると思います。以下では、これらの業
務でマイナンバーを扱う場合の要点を述べて
いきます。なお、弁護士は特定個人情報を記
載した証拠を扱うこともありますので、これ
にも注意が必要です。

事業者が行うべき安全管理措置3

　マイナンバーを扱うにあたっては、安全管
理措置をとる必要があります。安全管理措置
の検討は、以下の順序で行うことが効果的で
す（ガイドライン別添資料参照）。
①マイナンバーを扱う事務の範囲の明確化
　 税務・社会保障のために実施する事務を明
確化します。
②特定個人情報等の範囲の明確化
　 マイナンバーと関連付けて保存される個人
情報（氏名、生年月日等）を明確にして、
事業者が扱う特定個人情報の範囲を明らか
にします。
③事務取扱担当者の明確化
　 ①で明確化された事務において特定個人情
報を取り扱う担当者を明確にします。
④基本方針の策定
　 特定個人情報の適正な取扱いを確保するた
めの基本方針を策定します。具体的には、
事業者の名称、関係法令・ガイドラインの
遵守、安全管理措置に関する事項、質問・
苦情処理窓口などの記載が考えられます。
⑤取扱規定等の策定
　 ①～③で明確化した事務において特定個人
情報を適正に取り扱うための内規等を策定
します。
⑥安全管理措置の実施
　 組織的安全管理措置、人的安全管理措置、
物理的安全管理措置、技術的安全管理措置
を行います。
　これらのうち①～④は、どんなに小規模な
事業者であっても必須です。しかし、⑤⑥に

リスク分析について1

　一般に、安全性の確保のために最初に行う
活動はリスク分析です。これは、具体的なリ
スク（例えば、携帯端末の置忘れによる情報
漏えい）ごとに、そのリスクが現実化する可
能性の大きさと、リスクが現実化した場合の
影響の大きさを推定し、そのリスクへの対策
を検討します。例えば、経済的損失に対して
は保険に加入する（リスクの移転）方法が考
えられます。可能性・影響ともに小さいもの
であれば、そのリスクを甘受することもあり
得ます（リスクの受容）。また、リスクが大き
い場合には、そのようなリスクを負う業務を
避けること（リスクの回避）を考慮すべきケ
ースもあります。多くのリスクについては、
セキュリティ対策などを行ってリスクの軽減
を図りますが、それでも残るリスクについて
は移転や受容を行うことになります。
　マイナンバーを含む特定個人情報について
は、その漏えいによる評判の低下は大きな影
響があります。しかしながら、マイナンバー
を扱わないという選択肢（リスクの回避）は
とれませんので、漏えいの可能性を少しでも
減らしていく必要があります。
　以下では、マイナンバーを用いる業務を示
して、そこで必要な対策について述べます。

マイナンバーを扱う業務2

　まず、マイナンバー関係の業務分析を行い
ます。マイナンバーの利用分野は、社会保障・
税・災害対策ですが、個人事業主を含む事業
者がマイナンバーを扱うのは、通常、以下の
業務となります。
 ・ 税務（従業員への源泉徴収票、個人たる取
引先への支払調書の発行・提出）

 ・ 社会保険（従業員の健康保険、雇用保険、
年金等の処理）

　また、これらに付随して以下の処理が必要
となります。
 ・ 従業員・取引先からのマイナンバーの取得
（本人確認を行った上での取得）
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必要な教育を実施します。
（3）物理的安全管理措置
　特定個人情報が格納されている装置や電子
媒体を、事務取扱担当者以外の者が触れるこ
とがないように管理する必要があります。
　このために、装置や電子媒体を扱う場所へ
の入退場を制限する方法や、その場所への電
子機器の持込みの制限が行われます。また、
装置や媒体を施錠されたキャビネット等に保
管することや、特定個人情報を扱う装置をセ
キュリティワイヤー等で固定して、盗難を防
止する方法もあります。
　小規模な事業者の場合には、例えば特定個
人情報の処理を特定のノートPCに限定し、こ
のPCを物理的に管理する方法が考えられま
す。また、USBチップなどの可搬媒体に特定
個人情報を格納し、利用するとき以外は金庫
に保管する方法も考えられます。
　特定個人情報等が記録された装置や媒体、
書類を持ち出すことは望ましくありませんが、
やむを得ず持ち出す場合には、パスワードを
設定して容易なアクセスを防止するなどの処
理をとる必要があります。
　なお、職員の退職などにより、当該職員の
マイナンバーを扱う必要がなくなり、法令等
の定めによる保存期間を経過した場合には、
できるだけ速やかに削除または廃棄します。
この場合には、責任ある立場の者が削除・廃
棄の実施を確認しなければなりません。
（4）技術的安全管理措置
　コンピュータ内の、特定個人情報を含むフ
ァイルへのアクセスを、事務取扱担当者に限
定し、他の者のアクセスを防止するための管
理措置です。統合文書システムなどでは、ユ
ーザごとにアクセス可能な範囲を設定する機
能がありますので、このような機能を用いて
アクセス制御を行います。アクセスにあたっ
ては、利用者の認証を、ユーザIDとパスワー
ド、磁気カード、ICカードなどで行います。
　中小規模事業者においては、特定個人情報
を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱
える事務取扱担当者を具体的に限定すること
が望まれます。また、機器に標準装備されて

ついて厳密に行うことは、小規模の事業者に
はそぐわない点もあります。そこで、ガイド
ラインでは、中小規模事業者における簡易的
な対応方法を示しています。これを中心にし
て、⑤⑥について、述べていきます。

取扱規定等の策定4

　取扱規定等は、特定個人情報の取得段階、
利用段階、保存段階、提供段階、削除・廃棄
段階のそれぞれについて、取扱方法、責任者・
事務取扱担当者およびその任務について定め
ます。
　中小規模事業者においては、特定個人情報
等の取扱いを明確化しておき、担当者の変更
にあたって確実な引継ぎを行うこと、引継ぎ
を責任ある立場の者が確認することが必要で
す。

安全管理措置5

　特定個人情報を漏えいや不正利用から守る
ための安全管理措置としては、組織的安全管
理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理
措置、技術的安全管理措置が必要です。これ
らについて説明します。
（1）組織的安全管理措置
　組織として特定個人情報を安全に管理する
ための措置としては、組織体制の整備、取扱
規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手
段の整備が必要です。
　中小規模事業者においては、以下の措置を
とることになります。
 ・ 事務取扱担当者が複数いる場合には、責任
者と事務取扱担当者を区分し、それぞれの
役割や担当範囲を明確にします。

 ・ 特定個人情報等の取扱状況（取得、利用、
廃棄など）が分かる記録を保存します。

（2）人的安全管理措置
　事務取扱担当者に対する必要かつ適切な監
督を行います。例えば、個人事業主たる弁護
士が自ら事務員を監督することがこれにあた
ります。また、事務取扱担当者については、
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訴訟等における証拠にマイナンバーが記載さ
れていることがあります。このような証拠も
特定個人情報として厳重に管理しなければな
りません。また、マイナンバーの記載が立証
に不要であれば、証拠として提出する際に墨
塗りする等の措置が必要です。

おわりに

　以上、マイナンバー制度の概要と、そのリ
スク、取扱いの要点を述べました。マイナン
バーの導入は、全ての国民に行政サービスを
提供するために効果的ですが、その反面、複
数の経路から情報が漏えいした場合の名寄せ・
統合などのリスクもあります。特に、民間で
個人に関する巨大なデータベースが構築され
れば、プライバシーに対する重大な侵害にな
りますので、情報漏えいについては十分な対
策をとるとともに、万が一の漏えいにあたっ
て被害を極小化していくことが極めて重要で
す。弁護士等の中小規模事業者においても、
マイナンバーを扱っていく必要がありますが、
大規模事業者と同様の対策をとることは困難
です。したがって、規模に相応の対策を選択
していくことが不必要な費用や労力を避ける
だけでなく、必要な措置に集中することが可
能になりますので、かえって安全な管理の実
現につながります。弁護士の下からマイナン
バーが漏えいするようなことになれば、法曹
に対する信頼の失墜につながりますから、一
人ひとりが自覚を持って管理していくことが、
重要だと言えます。 

いるユーザ制御機能（Windowsのユーザアカ
ウント管理機能など）により、業務上必要な
者だけが取り扱えるように制限することが望
まれています。
　外部からの不正アクセスの防止のため、イ
ンターネットとの接続にはファイアウォール
を設置します。また、コンピュータウイルス
等の不正プログラムを防止するため、セキュ
リティ対策ソフトウエアを利用します。
　特定個人情報をインターネット等で送信す
ることは、望ましくありません。しかし、や
むを得ない事情により、外部に送信する場合
には、VPNによる通信路の暗号化や、データ
ファイルそのものの暗号化を行う必要があり
ます。
　なお、電子メールで暗号化ファイルを送信
する場合に、そのファイルを復号するための
鍵（パスワード）を電子メールで送るべきで
はありません。そのような方法をとると、第
一に、通信路の盗聴に対しては無力です（盗
聴者は、暗号ファイルだけでなく、鍵も盗聴
することが考えられます）。
　第二に、電子メールによる情報漏えいのう
ちでもっとも頻度が高いのは、誤ったアドレ
スへの送信です。ファイルを送るときにアド
レスに誤りがあれば、鍵の送信にも同じ誤り
が生じることが多いでしょうから、結局、同
じ人に暗号ファイルと鍵が送られる可能性が
高いのです。したがって、電子メールでの鍵
の送信は避けるべきです。鍵の伝達は、電話
やFAXなど、別の通信手段で行うべきです。
（5）証拠等に記載のマイナンバー
　従業員や取引先のマイナンバーのほかに、

　平成27年9月9日に、個人情報保護法および番号法の改正法が成立しました。番号法に関して最も大き
な変更は、特定個人情報保護委員会が、個人情報全般を対象とする個人情報保護委員会に改組されること
です。これに伴い、番号法に含まれていた特定個人情報保護委員会に関する条文の多くが個人情報保護法
に移ります。また、金融機関での個人番号の利用が一部可能となります。なお、現行法では、5,000件以
下の個人情報のみを保有している場合には個人情報取扱事業者としての義務を負いませんでしたが、個人
情報保護法の改正により、このような事業者も義務を負うようになります。これらに伴って、番号法の条
文番号は大きく変わりますので、条文を参照する際にはご注意ください。
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