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本セミナーの目的

個人情報保護法とは？対象の理解1

事業者が注意すべき、今年4月改正ポイント2

3

4

事業者に求められる対応・対策の方法

対応策の決定▶動きはじめよう！
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個人情報保護法とは

情報化の急速な進展により、
個人の権利・利益の侵害の危険性が高まったことや、
国際的な法制定の動向などを受けて施行されました

個人情報の保護に関する法律

平成28年1月1日より、個人情報保護法は個人情報保護委員会が所管し、
その適正な取扱いの確保を図るための業務を行っています。 3



2回分の法改正が統合されて2022年4月施行

今回の大きな改正

2020年通常国会
改正個人情報保護法成立
▶民間事業者向け義務規定の見直し

2021年通常国会
改正個人情報保護法成立
▶官民の個人情報保護法制の一元化

官民の個人情報保護法の一元化とは？
従来は、民間事業者向けと行政機関向けに別の個人情報保護法が存在していましたが、
これらが統合されて1つの個人情報保護法に集約されます。

▶条文数が88条から180条に大幅増加
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個人情報ってなに？

“

”

生存する個人に関する情報であり
当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの。

個人情報とは―

他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。

個人情報保護法 第２条

A 生存する個人に関する情報

特定の個人を識別できるもの

＝ 一人の人に関する情報

＝ 誰であるかを特定できるB

どちらにも当てはまるものが個人情報
5



例えば・・・

個人情報ってなに？

①氏名

②「tanaka.taro@startia.co.jp」のように
団体と氏名から本人を特定できるメールアドレス

③個人を識別できる写真、ビデオ画像、電話録音など

④従業員の評価情報

⑤インターネット、官報、電話帳などで公開されている個人に関する情報

⑥氏名と関連付けられているすべての情報

など
6



個人情報ってなに？
“氏名と関連付けられているすべての情報”

パターン１ 無記名のレシートの場合

MILK MILK MILK MILK MILK MILK MILK MILK

×〇A 一人の人に関する情報 誰であるかを特定できるB

個人情報にはあたらない！ 7

〇△□マート 東京店

日時 2022/1/15/13:33

大豆のミートハンバーグ 500円

野菜スティック 300円

豆乳 150円

小計 950円

消費税 76円

合計 1,026円



MILK MILK MILK MILK MILK MILK MILK MILK

個人情報ってなに？
“氏名と関連付けられているすべての情報”

パターン２ 名前の入ったレシートの場合

〇〇A 一人の人に関する情報 誰であるかを特定できるB

名前のみならず、パターン１では個人情報ではなかった「日時」や
「野菜スティック 300円」という購入明細の部分も個人情報になります。8

〇△□マート 東京店

日時 2022/1/15/13:33

大豆のミートハンバーグ 500円

野菜スティック 300円

豆乳 150円

小計 950円

消費税 76円

合計 1,026円

氏名 スターティア太郎

！



MILK MILK MILK MILK MILK MILK MILK MILK

個人情報ってなに？
“氏名と関連付けられているすべての情報”

パターン３ ポイント所有者のID番号が入っている場合

？〇A 一人の人に関する情報 誰であるかを特定できるB

×販売店 ＝ その人の名前は分からないので、個人情報にあたらない
〇ポイントカード会社 ＝ 個人を特定できるので個人情報にあたる！

ポイントカード会社には
「スターティア太郎」さん
だと分かる

9

〇△□マート 東京店

日時 2022/1/15/13:33

大豆のミートハンバーグ 500円

野菜スティック 300円

豆乳 150円

小計 950円

消費税 76円

合計 1,026円

ポイントID 0123456789



改正法の施行日は、2022年4月1日
事業者にはどんな影響があるのでしょうか

2003年 2005年 2015年 2022年2021年2020年2019年2017年

個人情報保護法
成立

個人情報保護法
施行

改正法成立 改正法施行 3年ごと見直し
制度改正大綱

改正法成立 政令等、
ガイドライン交付

個人情報保護法 改正個人情報保護法（現行法） 改正法

・ITの進化
・社会情勢の変化

・個人情報に対する意識の高まり
・世界規模でのデータ流通増加

・働き方の多様化

・ビックデータ活用などの考え方

・内部情報漏えい事故増加 ・マルウェアによる情報漏えい事件多発
・サイバー攻撃巧妙化

改正の流れ

社会情勢

個人情報保護法の歴史
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改正法のポイント
事業者が注意すべき点

next
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改正法のポイント

１．個人の権利の在り方

２．事業者の義務の在り方

３．ペナルティの強化
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１．個人の権利の在り方

13

これは昨今の個人情報に対する意識の高まりを踏まえ、個人の権利・利益の保護に
必要十分な措置を整備するために設けられた改正内容です。



「おそれ」は、「一般人の認識を基準として、客観的に判断する」とガイドラインに
記載があります。基本的には個人の権利や利益が尊重されるため、法律違反をしていな
い場合であっても、個人情報の取り扱いにはより一層注意を払う必要があります。

利用停止・消去等の個人の請求権

１．個人の権利の在り方

現行法 改正法

1-A
利用停止や消去、
第三者提供の停止は、
法律違反時に限定

現行法の内容に加えて、
①利用する必要がなくなった場合
②重大な漏えい等が発生した場合
③本人の権利又は正当な利益が害される
おそれがある場合に拡充

POINT

本人が望まない形で個人情報が利用されているにもかかわらず利用停止等の請求ができないこ
とについて、個人情報保護委員会に多くの不満が寄せられていました。

そこで、本改正では、法律違反の場合に限定せず、個人の権利又は正当な利益が害されるおそ
れがある場合にも請求権を行使できるように拡充しました。

14



１．個人の権利の在り方

現行法 改正法

1-B 保有個人データの開示方法は、
書面の交付による 方法が原則

保有個人データの開示方法について、
電波的記録の提供を含め、本人が指示で
きる

POINT

個人は事業者に対して、保有個人データの開示を求める権利があります。
また、本人が開示請求手続きを把握し、簡単な操作によって手続きができる事
が望ましいとされています。例）ウェブサイトなどのオンラインでの受付

情報が膨大な場合や音声や動画データを含んでいる場合には書面開示では不具合が
あることなどを考慮し、請求者である個人が、電磁的記録（デジタルデータ）での
提供を含め、開示方法を指定することができるよう改正されました。
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１．個人情報取得事業者の氏名又は名称及び住所、
並びに法人にあっては、その代表者の氏名

２．全ての保有個人データの利用目的
（第三者提供を含む場合はその旨も記載）

３．保有個人データの利用目的の通知の求め又は
開示等の請求に応じる手続及び手数料の額

４．保有個人データの安全管理のために講じた措置

５．保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

POINT

保有個人データに関する公表事項
（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）

16

１．個人の権利の在り方



2．事業者の義務の在り方

17

漏えい等が発生した際の報告の内容が厳格化されるとともに、
新たに義務化される内容も多く、事業者の在り方を変える必要があります



改正法では、従前、努力義務とされていた漏えい等発生時の報告を、一定の場合に
義務化するとともに、本人に対して通知を行うことを新たに義務付けました。

現行法 改正法

2-A
漏えい等が発生した際、
個人情報保護委員会に報告及び本人
通知 するよう努める（委員会告示）

漏えい等が発生した際、
個人の権利利益を害するおそれが大きい
場合に、個人情報保護委員会への報 告
及び本人への通知を義務化する

２．事業者の義務の在り方

また、報告の方法も速報と確報に分けて報告することが求められており、事案に応じ
て速やかな対応が必要となります。

①質的に侵害のおそれが大きい場合
要配慮個人情報や財産的被害が発生しうる恐れがある個人データが漏えいするケース
②量的に侵害のおそれが大きい場合
漏えい等した個人データに係る本人の数が1000人を超えるようなケース
③不正な目的で漏えい等が発生した場合

対象

18



漏えい時の報告の義務化

２．事業者の義務の在り方
POINT

個人情報が漏えい、滅失、毀損した場合の個人情報保護委員会への報告の義務化(第26条)

漏えい
が発生

報告
（速報・確報）

個人情報保護委員会

本人
通知

当該事態の状況に
応じて速やかに

19

類型 時間的制限 報告内容
速報 報告対象の事態を知って速やかに

（個別の事案によるものの、当該事態を知っ
た時点からおおむね3～5日以内）

報告の時点で把握している内容

確報 報告対象の事態を知ってから30日以内
（不正の目的によるおそれがある漏えい等の
場合は60日以内）

全ての報告事項（合理的努力を尽くしても、す
べての事項を報告できない場合は、判明次第報
告を追完）※次ページに項目記載



２．事業者の義務の在り方
？ 確報で必要となる項目

①概要
例：〇〇〇〇年〇月〇日、個人情報の漏えいが発覚

②漏えい等が発生（おそれ）した個人データ項目
例：氏名、住所、電話番号、メールアドレス

③②の対象となる人の数
例：〇人から最大〇人の可能性

④原因
例：サイバー攻撃、不正アクセス、不正持ち出し

⑤二次被害またはそのおそれの有無や内容
例：IDおよびパスワードの悪用、勧誘および詐欺被害への利用

20

⑥本人への対応実施状況
例：コールセンターの設置および電話連絡

⑦公表の実施状況
例：ホームページ上への公表、コールセンターの設置

⑧再発防止策のための措置
例：セキュリティ対策の実施

⑨その他参考となる事項



２．事業者の義務の在り方
？ 本人への通知の概要－“当該事態の状況に応じて速やかに”とは

？ 本人への通知の概要－報告の方法
本人への通知が困難である場合には、代替措置を講ずることによる対応が認められます。

・（例）保有する個人データの中に本人の連絡先が含まれていない
・（例）連絡先が古いために通知を行う時点で本人に連絡ができない

通知が困難

代替措置 ①事案の公表
②問い合わせ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの個人データが
対象となっているか否かを確認できるようにする

（その時点で通知を行う必要があるとはいえないと考えられる事例）※
漏えい等の恐れが生じたものの、事案がほとんど判明しておらず、その時点で本人に通知したとしても、
本人が必要な措置を講じられる見込みがなく、かえって混乱が生じるおそれがある場合

速やかに通知を行うことを求めるものですが、具体的に通知を行う時点は、その時点で
把握している事態の内容、通知を行うことで本人の権利利益が保護される蓋然性、本人
への通知を行うことで生じる弊害等を勘案して判断します。
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個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれが
ある方法により個人情報を利用してはならない(第19条)

▶ガイドライン案
「違法又は不当な行為」とは、個人情報保護法やその他の法令に違反する行為およ
び直ちに違法とは言えないものの、個人情報保護法やその他の法令の制度趣旨また
は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。

２．事業者の義務の在り方

現行法 改正法

2-B
個人情報取扱事業者は個人情報を
適正に取得すべきことを法定
不適正な利用を規律する規定はなし

「適正な取得」義務に加えて、
「不適正な利用」を禁止

不適正な利用の禁止

22
出典：個人情報保護委員会ウェブサイト（ soumu.go.jp/main_content/000753738.pdf－P18）



① 違法な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、違法な行為を営むことが疑われ
る事業者に対して、個人情報を提供すること。

② 裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報について、違法な差別が誘発さ
れるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、イン
ターネット上で公開すること。

③ 暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為を助長し、又は誘発するおそれが予
見できるにもかかわらず、不当要求による被害を防止するために必要な業務を行う各事業者の
責任者の名簿等を、みだりに開示し、又は暴力団等に対しその存在を明らかにすること。

④ 提供先において法第23条第１項に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかか
わらず、当該提供先に対して、個人情報を提供すること。

⑤ 性別、国籍等の特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを
行うために、採用選考を通じて取得した個人情報を利用すること。

⑥ 広告配信を行っている事業者が、違法薬物等の違法な商品の広告配信のために、自社で取得
した個人情報を利用すること。

■不適正な利用の事例 ガイドライン案より

２．事業者の義務の在り方

23
出典：個人情報保護委員会ウェブサイト（ soumu.go.jp/main_content/000753738.pdf－P20）



公表は、これらの事項を記載したプライバシーポリシーを自社ホームページ上に公表す
る方法が一般的です。
多くの企業では、今回の改正法での公表等事項の追加に伴い、プライバシーポリシーの
見直しが必要となるでしょう。

現行法 改正法

2-C

公表等事項
・事業者の名称
・利用目的
・開示請求等の手続
・苦情の申出先等
・利用目的

改正法により以下のとおり公表等事項が追加
・事業者の住所及び代表者の氏名
・利用目的の特定の充実
・安全管理措置の内容
・外国における個人情報の取扱いの委託先

改正法では、これまで曖昧だった部分の明確化＆より具体的な対応策が求められます
※プライバシーポリシー（A）、管理のための安全措置（B）

POINT

２．事業者の義務の在り方
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プライバシーポリシーとは？
個人情報について、その情報収集や活用、管理、保護などに関する取り扱い方針を明文化したもの。
作成の義務はありませんが、企業の透明性を高めるため多くの企業が自主的に作成しています。

今回の改正法では、これまで曖昧だった部分の明確化とより具体的な事例が求められており、
多くの企業がプライバシーポリシーを改訂する必要に迫られています。

POINT

(A) 自社HP上でプライバシーポリシーを公表・改定

項目例
１．個人情報取得事業者の氏名又は名称及び住所、

並びに法人にあっては、その代表者の氏名

２．全ての保有個人データの利用目的
（第三者提供を含む場合はその旨も記載）

３．保有個人データの利用目的の通知の求め又は
開示等の請求に応じる手続及び手数料の額

４．保有個人データの安全管理のために講じた措置

５．保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

25

２．事業者の義務の在り方



安全管理措置に関する公表事項

(B) 管理のための安全措置についての公表
POINT

１．基本方針の作成

２．個人データの取扱いに係る規程の整備

３．安全管理措置の実施状況（組織的/人的/物理的/技術的）

４．外的環境の把握
（外国にデータを保管している場合、その国の名称や
その国における個人情報の保護に関する制度を把握
したうえで安全管理措置を実施していることなど）

26

▶安全管理に支障を及ぼす情報については記載する必要はありません。
１．機器等の廃棄方法、盗難防止のための管理方法
２．個人データ管理区域の入退室管理方法
３．アクセス制御の範囲、アクセス者の認証手法等

２．事業者の義務の在り方



３．ペナルティの強化
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罰則の法定刑を、類似する他の経済事犯と同等のレベルまで引き上げるとともに、
法人と個人の資力格差等を考慮し、法人に対しては個人よりも重い罰金額を定めることとなりました。

懲役刑 罰金刑

改正前 改正後 改正前 改正後

個人情報保護委員会
からの命令で違反

行為者 6月以下 1年以下 30万円以下 100万円以下

法人等 - - 30万円以下 1億円以下

個人情報データベー
ス等の不正提供等

行為者 1年以下 1年以下 50万円以下 50万円以下

法人等 - - 50万円以下 1億円以下

個人情報保護委員会
への虚偽報告等

行為者 - - 30万円以下 50万円以下

法人等 - - 30万円以下 50万円以下

３．ペナルティの強化

法的なペナルティだけでなく、社会的信頼を失う・損害賠償にも発展するリスクがあ
ります。よって、事業者はより一層の対策が求められます。

POINT

28
引用：個人情報保護委員会「令和２年改正個人情報保護法について」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/



改正法のポイント

１．個人の権利の在り方

２．事業者の義務の在り方

３．ペナルティの強化
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①情報漏洩えいのリスクを知る

②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

③概算の費用に関して

next

改正個人情報保護法への対策は2022年3月末まで！
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①情報漏洩えいのリスクを知る

②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

③概算の費用に関して

next

改正個人情報保護法への対策は2022年3月末まで！
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人 による情報漏えい・ウィルスによる情報漏えい・“分からない”も一定数ある

■独立行政法人 情報処理推進機構IPAの発表

独立行政法人情報処理推進機構
「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」 2021年3月18日
https://www.ipa.go.jp/about/press/20210318.html

中途退職者(役員・正規社員)による漏えい

現職従業員等の誤操作・誤認等による漏えい

現職従業員等のルール不徹底による漏えい(2020年のみ)

サイバー攻撃等による社内ネットワークへの侵入に起因する漏えい

現職従業員等による金銭目的等の具体的な動機をもった漏えい

外部者(退職者を除く)の立ち入りに起因する漏えい

国内の取引先や共同研究先を経由した(第三者への)漏えい

契約満了後又は中途退職した契約社員等による漏えい

定年退職者による漏えい

海外の拠点・取引先・連携先等を通じた漏えい(2020年のみ)

営業秘密を開示を受けた第三者による漏えい(2020年のみ)

わからない

その他

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

2016年(n=105)
2020年(n=113)

28.6%
36.3%

43.8%
21.2%

19.5%

4.8%
8.0%

7.6%
8.0%

2.9%
2.7%

11.4%
2.7%

4.8%
1.8%

1.0%
0.9%

0.9%

0.0%

4.8%
6.2%

9.5%
12.4%

①情報漏えいのリスクを知る
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食品関連

約6万5,000件の個人情報が
外部流出した可能性

何者かがネットワークの
脆弱性を利用して、
サーバーに不正アクセス

家庭用無線ルーター

サーバ

インターネット 網

不正アクセス・サイバー攻撃による情報漏えいCASE 1

業種

被害内容

漏洩経路

①情報漏えいのリスクを知る
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不動産業

約5,000件の個人情報が
外部流出した可能性

従業員が、業務管理システム
にアクセスし、データを不正
に持ち出し。
外部からの指摘で発覚した。

人為的要因による情報流出CASE 2

業種

被害内容

漏洩経路

「報告の完全義務化」で“操作ログ取得”の重要性がさらに高まります

①情報漏えいのリスクを知る
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個人情報の取扱いが厳格化
漏えい時には通知が「完全義務化」され「厳罰」が科されます

１．情報漏えい時の通知が、努力義務から完全義務化へ

２．個人情報保護委員会へ速報と確報の二段階で報告

３．本人への通知

①情報漏えいのリスクを知る

おさらい
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情報漏えいが起きた場合の対応
③報告（速報）

知ってからおおむね3～5日以内
個人情報保護委員会

本人
⑤本人への通知

事態の状況に応じて速やかに

④報告（確報）
知ってから30日以内

（不正目的の場合は60日以内）

①情報漏えいのリスクを知る

①漏えいが発生

②漏えい(の恐れ)の内容＆範囲を確認

費用が発生する可能性があるもの
※第三者による調査
※ホームページ上での公表ページ、問い合わせ先の作成
※被害があった場合は復旧に対するコスト
※問い合わせ先コールセンターの設置・運用
※本人への通知（郵送の場合など）
※情報漏えいに伴う、損害賠償
※再発防止への対策費用

POINT
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①情報漏洩えいのリスクを知る

②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

③概算の費用に関して

next

改正個人情報保護法への対策は2022年3月末まで！
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②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

不正な通信

不正な侵入

不正なメール

不正なファイル

不正なwebサイト

持出PCによる感染

2次感染

操作ミス

故意による持ち出し

UTM

出入口 ウィルス対策
セキュリティソフト 資産管理サービス

不正抑制・ログ管理

“多層防御”の一例

Level 1 Level 3

セキュリティスイッチ

2次感染・拡散対策
Level 2

人
為
的
な
要
因

ウ
ィ
ル
ス
・
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
要
因
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対策がされていない社内ネットワーク構成図

39

プロバイダー

インターネット

ルータ

無線機 ファイル
サーバ

②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる



②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

不正な通信

不正な侵入

不正なメール

不正なファイル

不正なwebサイト

持出PCによる感染

2次感染

操作ミス

故意による持ち出し

UTM

出入口 ウィルス対策
セキュリティソフト 資産管理サービス

不正抑制・ログ管理

“多層防御”の一例

Level 1 Level 3

セキュリティスイッチ

2次感染・拡散対策
Level 2

人
為
的
な
要
因

ウ
ィ
ル
ス
・
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
要
因
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41

プロバイダー

インターネット

無線機 ファイル
サーバ

UTM・ファイアウォール

セキュリティソフト

悪意ある第三者

Level1 出入口 ウィルス対策
インターネットの出入口や、パソコンごとの出入口でウイルスをブロック



UTMとは？

②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

インターネット(外部)と社内(内部)との、境界線(出入口)を守るセキュリティ機器

ポートスキャン

フィッシングサイト
危険サイト・危険アプリ

攻撃指令
サーバとの通信

ウイルス

脆弱性を突く攻撃
(エクスプロイト)

インターネットからの脅威 オフィス内

アンチスパム

アンチボット

アンチウイルス

ファイアウォール

IPS

フィルタリング アプリ制限

UTM

脆弱性を突く攻撃

ウイルス

スパムメール
マルウェア添付

フィッシングサイト
危険サイト・アプリ

攻撃司令
外部サーバとの通信

ポートスキャン ファイアウォール

IPS

アンチウイルス

アンチスパム

フィルタリング・アプリ制御

アンチボット

出入口 ウィルス対策
Level 1
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セキュリティソフトとは？
パソコンを悪意のある第三者の攻撃から守る、また脅威を検知・排除するソフトウェア

インターネットを介して
更新ファイルをダウンロード。

常に新しい状態に更新

セキュリティ会社

ウイルスをチェックし、
問題なければページを表示

ウイルスがいた場合、
除去するか警告を表示

出入口 ウィルス対策
Level 1

Level1 出入口 ウィルス対策
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セキュリティソフトとUTMの違い
出入口 ウィルス対策

Level 1

巧妙化する手口に、“多層防御”が必要不可欠

マンションで例えると、玄関の鍵

パソコンがウイルス感染した場合のウイルス駆除
もし感染すると、情報漏えいの可能性は残る

パソコン1台ずつのチェック・保護

セキュリティソフト

インターネット

セキュリティソフト無

ウィルス流出
情報漏えい

ウィルス対策ソフト有

感染

インターネットの出入口の通信チェック
マンションで例えると、建物入口のオートロック
インターネットの入り口で社内へのウイルス侵入を防ぐ
感染したパソコンが持ち込まれた場合でも、内からの情報流出を防ぐ

ＵＴＭ

インターネット

感染

侵入をブロック！ 流出をブロック！

ルーター等

Level1 出入口 ウィルス対策
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ファイアウォール アンチウイルス アンチスパム

URL

フィルタリング アプリ制御 アンチボット

UTMを初めて導入される方にも
おすすめ

Level1 出入口 ウィルス対策
おすすめ UTM

IPS

Check Point 1500
運用コストを抑えるセキュリティ機器

多彩なセキュリティ機能
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キヤノンITS ESETシリーズ

“軽さ”と”性能”でトップクラス

セキュリティパッチ毎月自動更新

Level1 出入口 ウィルス対策
おすすめ セキュリティソフト

パソコン1台ずつの保護

インターネット
UTM/ルーター等

・ウィルス流出
・情報漏えい

セキュリティソフト有

感染

セキュリティソフト無
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②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

不正な通信

不正な侵入

不正なメール

不正なファイル

不正なwebサイト

持出PCによる感染

2次感染

操作ミス

故意による持ち出し

UTM

出入口 ウィルス対策
セキュリティソフト 資産管理サービス

不正抑制・ログ管理

“多層防御”の一例

Level 1 Level 3

セキュリティスイッチ

2次感染・拡散対策
Level 2

人
為
的
な
要
因

ウ
ィ
ル
ス
・
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
要
因
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48

プロバイダー

インターネット

無線機 ファイル
サーバ

セキュリティスイッチ
UTM・ファイアウォール

Level2 2次感染・拡散対策
社内ネットワーク内の通信をチェックし、2次感染＆拡散を防ぐ



セキュリティスイッチとは？
2次感染・拡散対策

Level 2

社内ネットワーク内の通信をチェックし、ウィルス感染＆拡散を防ぐ機器
ランサムウェア、Emotet(エモテット)対策に特に有効

Level1 
出入り口対策

攻撃準備 初期侵入
基盤構築
1台感染

内部侵入
・拡散

攻撃最終目的
地点への到達

目的実行

セキュリティソフト

標的型サイバー攻撃の
5つのステップ

ＵＴＭ

セキュリティスイッチLevel2
2次感染・拡散対策

Level2 2次感染・拡散対策
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おすすめ セキュリティスイッチ

攻撃者の視界を奪う
“攻撃性トラフィック”検知

感染端末を隔離し
サイバー攻撃を拡散させない

出入口対策出入口対策

エンドポイント対策エンドポイント対策

U T M

内部対策内部対策

監視カメラ

アクセス
ポイント

セキュリティ
ソフト

Level2 2次感染・拡散対策
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②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

不正な通信

不正な侵入

不正なメール

不正なファイル

不正なwebサイト

持出PCによる感染

2次感染

操作ミス

故意による持ち出し

UTM

出入口 ウィルス対策
セキュリティソフト 資産管理サービス

不正抑制・ログ管理

“多層防御”の一例

Level 1 Level 3

セキュリティスイッチ

内部侵入・2次感染対策
Level 2

人
為
的
な
要
因

ウ
ィ
ル
ス
・
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
要
因
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Level3 不正抑制・ログ管理
誰がどんな操作をしているかを可視化し、社内PCの動きを管理

プロバイダー

インターネット

無線機

ファイル
サーバ

UTM

資産管理
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USBメディア使用制御

パソコン操作履歴取得

ＩＴ資産管理

不正接続PC監視・遮断

資産管理とは？
不正抑制・ログ管理

Level 3

社内PCの操作を管理・制御するサービスです。操作ログ管理をすることで、「誰が」「いつ」
「どのように」アクセスをして、「どのような操作を行なったか」を記録・管理できるように

なります。それにより、不正行為の抑止、早期発見、事後の分析を可能とします。

管理アカウント

情報閲覧・管理

資産情報を収集・更新

管理サーバ

Level3 不正抑制・ログ管理
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Webフィルタリング

レポート・アラートUSBメディア使用制御

パソコン操作履歴取得

ＩＴ資産管理不正接続PC監視・遮断

主な機能

パソコンの設定や稼働状況を見守ることで
情報漏えいリスクの軽減、ランサムウェア感染リスクの軽減、労務状況の可視化を
サポートする、アプライアンス型の情報セキュリティ対策製品。

おすすめ 資産管理

Level3 不正抑制・ログ管理

PCパトロールBOX

情報漏えい
事故・事件の抑止

従業員の
モラル・意識の向上

情報漏えいの
早期発見・原因究明
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Ⅰ パソコンの操作履歴
パソコンで使用したアプリーションのシステム名や
操作した内容をログとして取得します。

Ⅱ ファイルアクセス履歴
どのようなファイルにアクセスしたか記録します。
重要ファイルへのアクセス管理にも有効です。

Ⅲ 印刷履歴
どのプリンターからいつ、誰が、何を印刷したのかをログ
として取得します。
紙媒体での情報漏えいの抑止効果が期待できます。

Ⅳ 外部メディアアクセス履歴
USBなどの外部メディアに接続した内容や操作した
内容をログとして取得します。

Ⅴ メール送受信履歴
メールで送受信した「宛先」「件名」
「添付ファイル名」の情報を履歴として取得します。

おすすめ 資産管理

Level3 不正抑制・ログ管理

PCパトロールBOX
パソコン操作履歴取得機能のご紹介
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対策をおススメするお客様

Level3 不正抑制・ログ管理

56

システム/Excel等の管理方法問わず、
社員が顧客情報を確認できる環境である

大手企業とのお付き合いがあり、過去にセキュ
リティ対策について質問を受けた事がある

過去に情報漏えいや不正なデータ持出し
等の被害に遭ったことがある

派遣やアルバイトを含む従業員の
入社退社が多い

L I S T

1 2

3 4



①情報漏洩えいのリスクを知る

②情報漏えいへの対策/安全措置を講じる

③概算の費用に関して

next

改正個人情報保護法への対策は2022年3月末まで！
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Levelごとの概算費用

製品：UTM
導入費用：月額16,900円/台(リース契約時)
保守費用：月額 2,500円/台(GateCare)

製品：セキュリティスイッチ
導入費用：月額16,900円/台(リース契約時)
保守費用：月額 1,800円/台(GateCare+)

製品：資産管理サービス
導入費用：月額26,700円/台(リース契約時)
保守費用：導入費用に含む

2次感染・拡散対策Level 2

不正抑制・ログ管理Level 3

出入口 ウィルス対策Level 1

※掲載している費用は代表的な構成の概算です。

初年度経費
232,800円～

初年度経費

224,400円～

初年度経費

320,400円

※パソコン10台を想定。台数により変動します。
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各製品・サービスのイメージ

59

Level 1
出入口 ウィルス対策

～オートロック・管理人～

Level 2
内部侵入・2次感染対策

～各フロアに防災等の自動ドア～

Level 3
不正抑制・ログ解析

～監視カメラ～

防御率UP

何かあった際に、報告が必要ならどの「level」を選びますか？？



ご提案：オールインワンパック

月額59,800円程度
初期費用なし

サイバー攻撃
＆

人為的なミス抑制対策

有事の際も操作ログから
分析が可能

プロバイダー

インターネット

無線機

ファイル
サーバ

資産管理セキュリティスイッチ

UTM・ファイアウォール

【含まれている内容】
・UTM チェックポイント―——————機器6年リース月額+月額保守
・セキュリティスイッチ TiFRONT×2台— 機器6年リース月額+月額保守
・資産管理 PCパトロールBOX—————機器5年リース月額

※パソコン10台分のライセンス
60

※お客様の環境によって料金は前後します



貴社の対応状況は
いかがでしょうか？

ここまで

改正個人情報保護法への対策は
2022年3月末まで！
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本セミナーの目的－まとめ
個人情報保護法とは？対象の理解1 事業者が注意すべき、今年4月改正ポイント2

事業者に求められる対応・対策の方法3 対応策の決定▶動きはじめよう！4

・プライバシーポリシーの見直し＆公表
・安全管理措置への取り組み＆公表

１．通知が努力義務から完全義務化へ

２．個人情報保護委員会へ
速報と確報の二段階で報告

３．本人への通知

情報漏えい事案発生時の対応

・本人の利用停止請求の要件追加
・不適切な利用の禁止
・保有個人データに関する公表事項の追加

UTM

資産管理

UTM

セキュリティソフト

セキュリティ
スイッチ

サイバー攻撃・人為的な要因への対策
“多層防御”

A 生存する個人に関する情報

特定の個人を識別できるもの

＝ 一人の人に関する情報

＝ 誰であるかを特定できるB

どちらにも当てはまるものが個人情報
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士業相談窓口のご紹介

※本セミナーは、改正を含め個人情報保護法に関する一般的な情報の提供を行うものであり、
個人情報保護法の詳細につきましては貴社の顧問弁護士や個人情報保護委員会のHP・ガイドライン等をご確認ください。

個人情報保護法に関するご相談や、詳細のご質問については、
弊社グループ会社が運営する士業相談窓口をご利用ください。

つながる 頼れる
業務支援プラットフォーム

cocrea（コクリエ）はひとつのプラットフォーム上で
経営課題を解決するコンテンツを集約したサービスです。

コ ク リ エ

P Cヘルプデスク 士業オンライン相談 ビジネスコラボレーション

専門的な内容を
気軽に相談できる
窓口がない
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無料提供中

士業相談窓口のご紹介
料金表

コ ク リ エ
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質疑応答
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Mail：セミナー事務局
evenor@startia.co.jp

総合サポートサイト:ビジ助チャンネル
https://bizisuke.jp/

お問い合わせ・御見積のご相談など
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hk

本セミナーは、改正を含め個人情報保護法に関する一般的な情報の提供を行うものであり、
本セミナーで提供される個人情報保護法に関する情報については、その解釈、最新性、真実性、完全性、確実性等について
何ら保証するものではありません。
個人情報保護法の詳細につきましては貴社の顧問弁護士や個人情報保護委員会のHP・ガイドライン等をご確認ください。
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