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Ｑ１ 「情報銀行」という考え方がでてきた経緯について教えてください。 

 

１ 柴崎東京大学教授が提唱する「情報銀行」 

東京大学空間情報科学研究センター教授の柴崎亮介氏が提唱した概念である。 

 人の動きを把握するためのデータは様々な場所に、たくさん蓄積されています。データ量

が増えれば精度は上がるし、リアルタイムで分かる情報も増えてくる。 

 たとえば、携帯電話の GPS データから 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災当日の

都内の人の動きを示す動画を作成し、動画共有サイト「YouTube」で公開している。この動

画を見れば、「どこに人が滞留したのか」「帰宅する人はいつから動き始めたのか」などが明

確に分かり、防災計画を立案する人にとって役立つ。 

 携帯電話の GPSデータのほか、購買、健康、趣味、スケジュールなど人に関わるデータ、

いわゆる「ライフログ」と呼ばれているデータを組み合わせて分析できれば、適用範囲はよ

り広がる。 

 現在、個人のライフログは様々な事業者に散在している。これを個人ごとに集める口座を

作り、個人が自らの意思でデータを活用するかどうかを決められるようにする機関が、柴咲

教授が提唱した「情報銀行」である。 

 銀行にお金を預けると、利子が付いて返って来るように、情報銀行は利子の代わりに、提

供されたデータを活用したサービスや情報を個人に返すことを想定している。柴崎教授の

提唱した「情報銀行」では、銀行のように、個人情報を必要なときに個人が引き出せる機能

を想定していた。 

 

２ 総務省・経済産業省の「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」の「情

報信託機能の認定に係る指針」における「情報銀行」 

総務省・経済産業省の「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」の「情報

信託機能の認定に係る指針」における「情報銀行」は、実効的な本人関与（コントローラビ

リティ）を高めて、パーソナルデータの流通・活用を促進するという目的の下、本人が同意

した一定の範囲において、本人が、信頼できる主体に個人情報の第三者提供を委任するとい

うものである。 

「情報銀行」の機能は、個人からの委任を受けて、当該個人に関する個人情報を含むデー

タを管理するとともに、当該データを第三者（データを利活用する事業者）に提供すること

であり、個人は直接的又は間接的な便益を受け取る。 

経済産業省の「情報信託機能の認定に係る指針」における「情報銀行」は、「情報銀行」

というよりも、「情報信託機能」といわれるものである。 
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Ｑ２ 総務省・経済産業省の「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」

における「情報銀行」の検討の経緯について教えてください。 

 

１ 「情報銀行」に関する検討の経緯 

（１）官民データ活用推進基本法（平成 28年 12月公布・施行） 

同法 12条（「個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用」）において

は、国が、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位そ

の他正当な利益の保護に配慮しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の

関与の下で適正に活用することができるようにするための基盤の整備その他の必要な措置

を講ずるものとされている。 

 

（２）データ流通環境整備検討会（内閣官房ＩＴ総合戦略室）「AI、IoT 時代におけるデー

タ活用ＷＧ中間とりまとめ」（平成 29年 2月）1 

 同中間とりまとめでは、パーソナルデータを含めた多種多様かつ大量のデータの円滑な

流通を実現するためには、個人の関与の下でデータ流通・活用を進める仕組み（PDS、情報

銀行、データ取引市場）が有効とされている。 

 そして、「PDS、情報銀行、データ取引市場ともに、現時点では構想・実証段階のものを含

め、分野横断的なデータ活用に向けた動きが出始めており、今後、事業者、政府等の連携に

より、その社会実装に向けて積極的に取り組みを推進する必要がある。」と提言されている。 

 

（３）情報通信審議会（総務省）「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在

り方」第四次中間答申（平成 29年 7月）2 

 同中間答申では以下の提言がなされた。 

• データ取引市場及び情報信託機能を担う者について、一定の要件を満たした者を社会

的に認知するため、民間の団体等によるルールの下、任意の認定制度が実施されること

が望ましい。 

• 情報信託機能については、2017 年夏以降、必要なルールを更に具体化するための実証

事業を継続するとともに、2017 年中に、産学が連携して推進体制を整備し、任意の認

定制度やルールの在り方について検討し、年内に認定業務に着手することを目指す。 

 この認定の仕組みを有効に機能させるためには、個人情報保護法の趣旨も踏まえた、また、

本人の関与という要素を十分に取り込んだ認定基準を作成することが重要であった。 

                             
1 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/dai2/siryou1

.pdf 
2 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin01_04000549.html 
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（４）情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 

 上記（３）の情報通信審議会の第四次中間答申の提言を踏まえ、総務省及び経済産業省で

開催した「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」では、以下の認識の下、

平成 29 年 11 月～平成 30 年 4 月までの計６回に及ぶ議論を行い、平成 30 年 6 月に「情報

信託機能の認定に係る指針 ver1.0」3（以下「認定指針」）をとりまとめた。 

• 新しいサービスを普及させるためには、利用者や社会の信頼を得ることが大切であり、

一定の信頼性を満たす者を認定するとともに、個人のコントローラビリティを確保す

る必要がある。 

• 他方、このようなサービスは現時点では存在せず、今後、その出現が期待される分野で

あるため、サービスの内容やビジネスモデルを限定することは望ましくなく、様々なタ

イプのサービスが提供され、事業者の競争を促すような認定基準とすることが必要で

ある。 

• なお、「個人のコントローラビリティを確保するための機能」については、コントロー

ラビリティとサービスの多様性とのバランスを考慮する必要がある。 

その後、平成 31年１月から６月までに計７回、同検討会を開催し、実証等による事業の

具体化や指針に基づく認定の開始等、指針公表後の情報銀行をめぐる状況の変化を踏まえ、

情報銀行の認定スキームの在り方について、認定の基本的な考え方やデータ倫理審査会の

役割等の論点について、指針の見直しを含めた検討を行った。 

同検討会で取りまとめた「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取り

まとめ（案）」のパブリックコメントに対して提出された意見及びそれに対する総務省及び

経済産業省の考え方、意見を反映した「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討

会 取りまとめ」（以下「取りまとめ」という。）及び「情報信託機能の認定に係る指針 ver2.0」

が 2019年 10月８日に公表された。4 

  

                             
3 https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180626002/20180626002.html 
4 https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191008003/20191008003.html 
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Ｑ３ ＰＤＳ（Personal Data Store）と情報銀行の違いについて教えてください。 

 

 ＰＤＳ（Personal Data Store）とは、他者保有データの集約を含め、個人が自らの意思

で自らのデータを蓄積・管理するための仕組み（システム）であって、第三者への提供に係

る制御機能（移管を含む）を有するものです。 

 
出所：データ流通環境整備検討会（内閣官房ＩＴ総合戦略室）「AI、IoT時代におけるデータ活用ＷＧ中間

とりまとめ」（平成 29年 2月） 

 

 欧米では、事業者による個人データの利活用に関して、ＰＤＳの考え方が有力です。 

 ＥＵのＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）では、「データポータビリティ権」や「消去

権（忘れられる権利）など、個人が個人データを自ら管理することが前提となっています。 

 これに対して、情報銀行（情報信託）においては、個人からの委任を受けて、当該個人に

関する個人情報を含むデータを管理するとともに、当該データを第三者（データを利活用す

る事業者）に提供することであり、個人は直接的又は間接的な便益を受け取るもので、個人

がデータの管理をすることが前提とはされていません。 
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出所：データ流通環境整備検討会（内閣官房ＩＴ総合戦略室）「AI、IoT時代におけるデータ活用ＷＧ中間

とりまとめ」（平成 29年 2月） 
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Ｑ４ 情報銀行の定義・考え方について教えてください。（指針 ver.2.0 で追加） 

 

１．指針 ver.1.0 における「情報銀行」の定義 

 指針 ver.1.0では、「情報銀行（情報利用信用銀行）」とは、「個人とのデータ活用に関す

る契約等に基づき、PDS 等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の

指示又は予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを第三者（他

の事業者）に提供する事業」と定義されていた。 

 これは、情報銀行が備えるべき機能を中心に定義されたもので、「個人情報」の「管理」・

「第三者提供」の機能についてのみ着目していたものであった。 

２．「情報銀行」の再定義化の意見 

 もっとも、情報銀行については、個人情報の活用に関して社会的な不安がある中で、個人

の関与の下でデータの流通・活用を進める仕組みとして議論が始められた。情報銀行が、個

人から委任を受けた個人の代理として、個人が安心して自らに関する情報を預けられる存

在として機能することにより、情報の流通・活用が促進されることが期待される。同検討会

では、こうした情報銀行の目的も踏まえて、情報銀行の定義を再度整理が必要との意見があ

るとの意見が出てきた。 

 また、今後情報銀行事業が実サービスとして展開されていく場合、情報銀行の基本的な機

能である、個人情報の管理及び第三者提供の機能以外にも、付随するサービス提供が行われ

ていくと考えられる。情報銀行の果たしていく役割を明確化するため、こうした付随するサ

ービスの例についても示す必要があるとの意見があった。 

３．指針 ver.2.0 における「情報銀行」の定義 

  指針 ver.2.0においては、「情報銀行」は、「実効的な本人関与（コントローラビリティ）

を高めて、パーソナルデータの流通・活用を促進するという目的の下、本人が同意した一定

の範囲において、本人が、信頼できる主体に個人情報の第三者提供を委任するというもの」

と定義されている。 

 また、情報銀行の「機能」と「個人と情報銀行の関係」については以下のとおり整理され

ている。 

 

【機能】 

• 「情報銀行」の機能は、個人からの委任を受けて、当該個人に関する個人情報を含むデ

ータを管理するとともに、当該データを第三者（データを利活用する事業者）に提供す

ることであり、個人は直接的又は間接的な便益を受け取る。 

• 本人の同意は、使いやすいユーザーインターフェイスを用いて、情報銀行から提案され

た第三者提供の可否を個別に判断する、又は、情報銀行から事前に示された第三者提供

の条件を個別に／包括的に選択する方法により行う。 



9 

 

【個人と情報銀行の関係】 

• 情報銀行が個人に提供するサービス内容（情報銀行が扱うデータの種類、提供先第三者

となる事業者の条件、提供先における利用条件）については、情報銀行が個人に対して

適切に提示し、個人が同意するとともに、契約等により当該サービス内容について情報

銀行の責任を担保する。 

 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会取りまとめ」（令和元年 10月８日） 
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Ｑ５ 情報銀行が対象とするサービスについて教えてください。 

 

１．個人情報の提供に関する同意の方法 

 指針において認定の対象は、①事業者が個人情報の第三者提供を本人が同意した一定の

範囲において本人の指示等に基づき本人に代わり第三者提供の妥当性を判断するサービス

と、②本人が個別に第三者提供の可否を判断するサービスのうち、情報銀行が比較的大き

な役割を果たすものとされています。 

  

※②本人が個別に第三者提供の可否を判断するサービスのうち、提供事業者が情報の提供

先を選定して個人に提案する場合など、提供事業者が比較的大きな役割を果たす（責任を

もつ）ケース（②-1）を想定。他方、純粋なＰＤＳなどデータの管理や提供に関し個人の

主体性が強いサービス（②-2）まで認定の対象として想定している訳ではない（認定がな

いことをもって信頼性が低いと評価されるべきものではない）。 

※なお、データ保有者と当該データの活用を希望する者を仲介し、売買等による取引を可

能とする仕組み（市場）である「データ取引市場」については認定の対象外。 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会取りまとめ」（令和元年 10月８日） 

 

２．事業で扱うデータの種類 

本指針は、個人情報を扱う事業を対象に、安心して利用出来る情報銀行という観点から

認定要件を定めており、個人情報を全く扱わない事業は対象としない。 

※本指針において、「個人情報」に関して設けている取扱上の制限等については、統計デ

ータ・匿名加工情報については適用されない。（統計データ・匿名加工情報に対する個人

のコントローラビリティの及ぶ程度については、情報銀行ごとに判断されるべきであ

る。） 

※ただし、個人情報の加工及び加工した情報の提供を行う場合には、その旨や当該提供に

よる個人への便益（便益の有無を含む）について、必要な情報を個人に対して開示するこ

とが必要。 
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出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会取りまとめ」（令和元年 10月８日） 

 

３．データの収集方法 

本指針に基づき認定する事業主体としては、情報銀行事業以外の他サービスを提供して

いる者も想定されるため、情報銀行として扱うデータは、新たに収集するデータと、事業

主体が既に保有しているデータのいずれもが考えられる。 

既に保有しているデータを情報銀行として扱う場合には、新たに個人との間で情報銀行

としての契約が必要となる。 

  

 
出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会取りまとめ」（令和元年 10月８日） 

 

情報銀行を新たに営もうとする者は、以下について注意する必要がある。 

・ 銀行法上の「銀行」以外の者が商号又は名称に銀行であることを示す文字を使用するこ

とは禁止されていること。（銀行法第 6条第２項） 

・ 信託業法上の「信託会社」等以外の者が商号又は名称に信託会社であると誤認されるお

それのある文字を用いることは禁止されていること。（信託業法第 14条第２項） 
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Ｑ６ 情報銀行の提供するサービスは、「個人情報の管理及び第三者提供」以外にありま

すか。（指針 ver.2.0 で追加） 

 

情報銀行の基本的な機能は個人情報の管理及び第三者提供であるが、情報銀行事業にお

いてはこれらに付随して他のサービスを提供することも考えられ、サービスの提供や対価

についてもその形態によって様々な形を取りうる。以下にこうしたサービスの例を示すが、

情報銀行の提供サービスについては今後多様な展開を見せることが望まれるため、このサ

ービス例に限られるものではない。 

情報銀行事業については、基本的な機能を核としつつ、このように付随して様々なサービ

スが提供されることで、今後広がりを見せていくことが期待される。 

「取りまとめ」では、以下のようなサービスが付随的なサービスの例として紹介されてい

ます。 

・ 保管・管理する個人情報の分析等に基づくサービス 

・ 個人情報をもとにしたデータ加工・分析サービス 

・ 本人確認サービス 

 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 
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Ｑ７ 未成年等の制限行為能力者が情報銀行を利用する場合の留意点について教えてく

ださい。（指針 ver.2.0 で追加） 

 

情報銀行は将来的には、例えば未成年者向けのインターフェイスを提供するなど、判断能

力の不十分な者の判断を補完する役割を担うことが想定されることも踏まえ、これらの者

に対する法的な保護についても留意する必要がある。 

認定指針では、情報銀行は①個人情報の第三者提供等に関し個人の同意を取得すること

に加え、②個人との契約により責任関係を明確にすることとなっている。 

基本的に、①同意を行う者と②契約を行う者は同一の主体を想定しているが、未成年者等

の制限行為能力者については、これらの行為を行う主体が異なる場合もあり得る。 

情報銀行が対象とする個人が未成年者等の制限行為能力者である場合には、契約の締結

と、情報銀行との間の同意等の手続きについては、それぞれ法令に照らし、適切な者が行う

必要がある。 

 

①の同意については、個人情報保護法上の「本人の同意」として同意を得るべき者が行う。 

【個人情報保護法との関係】（①） 

・ 個人情報保護法においては、利用目的（16条 1項、2項、3項 2号-4号）、要配慮個

人情報の取得（17 条 2 項）、第三者提供（23 条 1 項、24 条）において、「本人の同

意」に関する規定が存在する。 

・ 「本人の同意」については、「個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ず

る結果について、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人が判断できる能力

を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある」

とされている。（「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」

より。）未成年者については、個別の事案ごとに判断されるべきであるが、個人情報

保護法上、本人が判断できる能力を有していると認められる場合がある。 

・ 開示等の請求（32条 1項）は、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」によって

することができる。 

【参考：情報銀行における手続き等】 

・ 個人情報の利用／第三者提供に関する条件の指定、ＵＩを用いたその他の手続き（同

意の撤回、開示請求、履歴の閲覧） 

・ 個人情報の提供による便益の受け取り 

 

②の契約については、制限行為能力者に関する法律の規定に従い、同意権者の同意に基づ

いて本人が契約を締結することや、法定代理人が本人に代わって契約を締結することが必

要となる。 
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【契約（民法）との関係】（②） 

・ 認定指針においては、個人と情報銀行の間で契約を締結することが前提となってい

る。 

・ 未成年者等の制限行為能力者は、法律の規定に従い、同意権者の同意に基づいて本人

が契約を締結したり、法定代理人が本人に代わって契約を締結したりすることが必

要となる。 

【参考：情報銀行における手続き等】 

情報銀行／個人間の契約の締結 
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Ｑ８ 情報銀行における個人情報の加工に関する留意点について教えてください。（指針

ver.2.0 で追加） 

 

認定指針では、個人情報保護法の遵守や、個人のコントローラビリティ確保の観点か

ら、情報銀行における個人情報の取扱いについて、認定基準の中で取扱いの条件を定めて

いる。 

（個人情報の取扱いの条件の例） 

・ 個人情報の取扱い（第三者提供、利用目的に係る判断基準等）を個人に示し、適切な同意取得を行

うこと 

・ 提供先からの再提供を禁止するとともに、提供先での利用目的を適切に制限すること 

・ 個人情報提供の条件の選択・変更、トレーサビリティ、同意の撤回、開示の請求についての機能が

提供されること 

情報銀行において、個人から取扱いを委任された個人情報を、統計データや匿名加工情

報に加工した場合には、当該データは個人情報の取扱いに関する条件の対象外である。

（情報銀行において個人情報の加工を行った場合でも、当該データが個人情報にあたる場

合は条件の対象となる。） 

情報銀行が個人情報を匿名加工情報や統計情報として加工し、当該データを他者に提供

することについては、個人情報保護法上の利用目的の特定や第三者提供に係る規定は適用

されず、認定指針においてもこのことについて個人から事前に同意を得ることは必須では

ないが、個人情報の提供による便益を個人が受け取るという情報銀行の考え方を踏まえる

と、加工して提供するという旨やこれによる個人の便益について、個人に対して明らかに

することが必要である。 

なお、提供先における、情報銀行から提供された個人情報の取扱い（加工を含む）につ

いては、（個人からの委任の範囲内で）提供先と情報銀行との間のデータの取扱い条件の

中で取り決める必要があると考えられる。提供先において個人情報を他の個人情報と合わ

せて加工する場合を含め、提供先における個人情報の利用目的について個人から同意を得

ることが認定指針で求められる。 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 
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Ｑ９ 行政機関/独立行政法人等は情報銀行としての認定を受けられますか。（指針

ver.2.0 で追加） 

 

１．行政機関/独立行政法人等の情報銀行としての認定 

指針 ver1.0では、個人情報の保護に関する法律の適用される者が情報銀行として認定を

受けることが想定されているが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行

政法人の保有する個人情報の保護に関する法律または各地方自治体の制定する個人情報保

護条例の対象となる者が事業に関わる場合もあると考えられる。 

指針 ver1.0では、本人同意の取得等に関し「個人情報保護法に基づき」行うものと記載

しているが、個人情報の利用や第三者提供に関する本人同意の取得に関してはそれぞれの

法令で規定されており、他の法令が適用される者が情報銀行の認定を申請する場合には、当

該法律または条例を踏まえ適切に読み替える必要がある。 

なお、当然ながら、指針に定める要件の他にも、それぞれの主体において適用される法令

を遵守する必要がある。 

 

２．個人情報の第三者提供や提供先での利用目的 

個人から「個人情報の管理及び第三者提供」について委任を受けることを事業の基本とす

る情報銀行においては、個人情報の第三者提供や提供先での利用目的について、個人の同意

を得ることが必要となっている。民間企業、行政機関、独立行政法人いずれについても、法

令により、利用目的の変更や提供について本人の同意を得ることが必要とされている。 

 

３．第三者提供に関する本人の同意等に関連する条文 

個人から「個人情報の管理及び第三者提供」について委任を受けることを事業の基本とす

る情報銀行においては、個人情報の第三者提供や提供先での利用目的について、個人の同意

を得ることが必要となっている。民間企業、行政機関、独立行政法人いずれについても、法

令により、利用目的の変更や提供について本人の同意を得ることが必要とされている。 

なお、利用目的や第三者への提供について同意が必要な場合の例外については各法令に

おいて差異があるが、情報銀行事業においては指針に従い、個人に対して必要な事項を明確

にし、同意を取得する必要がある。 
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 行政機関 独立行政法人 民間事業者 

法令 行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律 

独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法

律 

個人情報の保護に関する法

律 

利用目的

及び第三

者提供の

制限 

（利用及び提供の制限） 

第八条 行政機関の長は、

法令に基づく場合を除き、

利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならな

い。 

２ 前項の規定にかかわら

ず、行政機関の長は、次の各

号のいずれかに該当すると

認めるときは、利用目的以

外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提

供することができる。ただ

し、保有個人情報を利用目

的以外の目的のために自ら

利用し、又は提供すること

によって、本人又は第三者

の権利利益を不当に侵害す

るおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。 

一 本人の同意があると

き、又は本人に提供すると

き。 

二～四（略） 

（利用及び提供の制限） 

第九条 独立行政法人等は、

法令に基づく場合を除き、利

用目的以外の目的のために

保有個人情報を自ら利用し、

又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわら

ず、独立行政法人等は、次の

各号のいずれかに該当する

と認めるときは、利用目的以

外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提供

することができる。ただし、

保有個人情報を利用目的以

外の目的のために自ら利用

し、又は提供することによっ

て、本人又は第三者の権利利

益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、

この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、

又は本人に提供するとき。 

二～四 （略） 

（利用目的による制限） 

第十六条 個人情報取扱事

業者は、あらかじめ本人の同

意を得ないで、前条の規定に

より特定された利用目的の

達成に必要な範囲を超えて、

個人情報を取り扱ってはな

らない。 

２・３（略） 

 

（第三者提供の制限） 

第二十三条 個人情報取扱

事業者は、次に掲げる場合を

除くほか、あらかじめ本人の

同意を得ないで、個人データ

を第三者に提供してはなら

ない。 

一～四（略） 

２～６（略） 
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Ｑ10 複数者が共同で情報銀行事業を行う場合の認定の留意点について教えてくださ

い。（指針 ver.2.0 で追加） 

 

１．複数者での共同認定 

指針 ver1.0では、情報銀行は単独の事業者が運営することを前提としているが、検討会

で報告された情報銀行の実証事業では、複数者が共同で情報銀行を運営する例もあった。今

後、情報銀行の運営形態が多様化し、複数者が共同で事業を行い、認定を申請することも想

定される。 

認定指針においては認定の申請を事業者単位／事業単位いずれでも受け付けることとさ

れており、事業単位の申請については、複数者が共同で行う事業を認定することも想定され

るべきである。この場合、複数者の間で役割分担を合理的に定め、全ての認定要件を満たす

ことが必要であるとともに、利用者に対する説明・損害賠償の責任は、全ての者が連帯して

負うべきである。 

また、複数者が共同で事業を行う場合には、複数者のうちどの者が個人情報を取り扱うの

かについて明確にする必要がある。 

なお、将来的には、認定団体において認定要件を満たすために必要な一部の機能の提供に

ついて独自に審査するなど、認定の取得を促進するような取組みを行うことも考えられる。 

 

２．認定基準と事業／事業者との関係 

複数者が共同で事業を行う場合、認定要件の考え方によって、情報銀行としてどのように

満たすべきかは異なると考えられる。 

（例） 

・ 事業者の適格性に関する要件➡原則として全ての者が満たす必要 

・ 情報セキュリティ等に関する要件➡個人情報を実際に取り扱う者が満たす必要 

・ ガバナンス体制➡事業として満たす必要（基本理念については、原則として全ての者が

満たす必要） 

・ 事業内容➡事業として満たす必要（個人情報の取扱いに関しては、要件を満たす者を明

確にする必要） 

 

３．個人情報を取り扱う者の明確化の必要性 

・ 複数者が共同で情報銀行事業を行う場合、個人情報を取得する者及び個人情報を取り

扱う者を明確にする必要がある。 

・ 複数者が個人情報を取り扱う者となる場合は、複数者が共同して取得する場合及び、一

部の者のみが取得する場合がある。 

・ 共同で事業を行う個人情報取扱事業者の間で個人情報の授受（共同して取得した者の
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間の授受または取得した者から他の者への受け渡し）がある場合には、個人情報保護法

上の共同利用として整理することも考えられる。この場合、当然ながら、共同利用に関

し法律上求められる事項について、情報銀行は適切に対応することが必要である。 
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Ｑ11 提供先第三者の選定についてどのような認定基準の考え方が採られていますか。

（指針 ver.2.0 で追加） 

 

１．提供先第三者の選定に関する考え方 

指針 ver1.0では、情報銀行は個人情報を提供する提供先第三者に対して、「情報銀行と同

様、認定基準に準じた扱い」を求めることとされている。認定基準では、個人情報を安心し

て預けられるかという観点から、セキュリティ基準やガバナンス体制等に関し情報銀行に

一定の水準を求めており、提供先にも同様の扱いを求めることで、情報銀行を利用する個人

の安心を確保することとしている。 

提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得していない場合は、情報銀行が当該提供先

におけるデータの安全性を確保するための具体的な対策を講じ、提供先における体制と合

わせて総合的に「認定基準に準じた扱い」を実現することも考えられる。 

 

［指針 ver1.0の認定基準における記載］ 

・ 情報提供先にも、情報銀行と同様、認定基準に準じた扱い（セキュリティ基準、ガバ

ナンス体制、事業内容等）を求めること 

・ 個人情報の第三者提供を行う場合の提供先第三者及び利用目的に関する適切な判断

基準（認定基準に準じて判断）の設定・明示 

 

・ 情報銀行は、個人情報の第三者提供にあたり、個人が予め同意した条件の下で提供の可

否について一定の判断を行う。このため、まず、情報銀行は適切な判断基準を設定する

ことが求められる。 

・ 個人が安心して利用できる情報銀行を認定するという観点から、この判断基準におい

て、情報銀行は提供先にも「認定基準に準じた扱い」を求めることが求められている。 

・ 提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得していない場合、提供先における「認定基

準に準じた扱い」の確保について、次のとおり指針に限定的に補足を記載する。 

 

情報銀行は、提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得していない場合であっても、 

・ 情報は情報銀行が管理し、提供先は決められた方法で、必要な情報の閲覧のみができ

ることとする 

・ 提供先において特定の個人を識別できないよう、個人情報の暗号化処理または個人

情報の一部の置き換え等の処理を行い、復元に必要な情報を除いた形で提供先に提

供する 

・ 情報銀行の監督下で、提供先からＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得している者に

個人情報の取扱いを全て委託させる 
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のいずれかの対策を講じた上で、それぞれのケースにおいて求められる情報セキュリテ

ィ・プライバシーに関する具体的基準を提供先が遵守していると認められる場合には、

「認定基準に準じた扱い」であるとすることができる。 

 

２．情報銀行による判断基準の作成 

・ 認定指針に従い、個々の情報銀行において、提供先第三者を選定するための判断基準を

設定する。同基準の中で、「情報銀行と同様、認定基準に準じた扱い」をどのように確

保するのかについて定める必要がある。 

・ 提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得しておらず、指針の補足にある具体的な

対策を講ずる場合には、情報銀行は、これによって「認定基準に準じた扱い」が実現す

ることの説明を認定の申請にあたり明確にすることが必要である。 

 

３．認定団体による認定 

・ 認定団体は、認定にあたり、個々の情報銀行において設定した判断基準及びこれに基づ

く選定体制について、提供先における「認定基準に準じた扱い」の確保を満たすもので

あるか審査する。（※判断基準等の適切性を審査するものであり、個々の提供先の選定

自体を審査するものではない。） 

・ 提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得しておらず、情報銀行が指針の補足にあ

る具体的な対策を講ずることによって「認定基準に準じた扱い」であるとする場合には、

認定団体は、その適切性についても確認することが必要である。 

 

４．情報銀行による認定後の運用 

・ 提供先第三者を選定するための判断基準及び判断プロセスは、個人に対しわかりやす

く示すことが求められる。この際、提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得してお

らず、指針の補足にある具体的な対策を講ずる場合には、情報銀行は、このことを個人

に対しても明らかにする必要がある。 

・ 個々の提供先第三者の選定の可否については判断基準に基づき情報銀行が判断し、加

えて当該判断基準及び選定のプロセスや結果が適切であるかについては、データ倫理

審査会においても審議することとなる。 
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Ｑ12 情報銀行における認定の対象とする個人情報の範囲について教えてください。（指

針 ver.2.0で追加） 

 

指針 ver1.0では、「要配慮個人情報、クレジットカード番号、銀行口座番号」に関する個

人情報を認定の対象外としている。指針 ver2.0では、このうち、要配慮個人情報について

は、引き続き対象外として、継続検討とした。 

クレジットカード番号及び銀行口座番号に関する個人情報については、情報銀行を利用

する個人と提供先との間で費用や対価の支払いが発生する場合に、個人から情報銀行に委

任する情報として第三者提供を行うニーズがあることから、対象に追加することとする。 

なお、クレジットカード番号を保有する場合は業界ルール（PCI DSS）が存在し、クレジ

ットカードの加盟店においてもクレジットカード番号の非保持化が求められるなど、適切

な取扱いが求められることから、情報銀行においても当然これらを遵守する必要がある。 

 

〇指針 ver1.0で認定対象外とされており、指針 ver2.0で認定対象に追加されたもの 

 概要 考え方の整理 

クレジットカード番号に関する

個人情報 

・加盟店においてはクレジット

カード番号の非保持化または

PCI DSS準拠が求められている 

・流出により、不正利用の恐れ 

・個人が提供先第三者から受け

たサービスに対し支払を行う際

に、支払情報としてクレジットカ

ード番号を使用する可能性があ

るとの意見があったことから、認

定の対象に追加 

銀行口座番号に関する個人情報 ・個人と銀行口座を結びつける

情報 

・銀行口座番号のみでは、当該口

座からの振り込みはできない 

・提供先第三者が個人情報を提

供した個人に対して対価を渡す

際に、支払情報として銀行口座番

号を使用する可能性があるとの

意見があったことから、認定の対

象に追加 

 

〇指針 ver1.0で認定対象外となっており、指針 ver2.0においても継続検討とされたもの 

 概要 考え方の整理 

要配慮個人情報 ・個人情報保護法において定義 

－本人の人種、信条、社会的身分、

病歴、犯罪の経歴、犯罪により害

を被った事実その他本人に対す

る不当な差別、偏見その他の不利

・健康・医療分野の要配慮個人情

報を取り扱う「情報銀行」を認定

することについて健康・医療デー

タＷＧで検討した結果、賛否両論

の様々な意見が寄せられ、引き続
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益が生じないようにその取扱い

に特に配慮を要するものとして

政令で定める記述等が含まれる

個人情報 

き展開を注視していくこととさ

れた（※） 

・教育分野における個人情報の

取り扱いについても、今後、情報

銀行の仕組みを活用したいとの

要望があったことから、情報銀行

を活用するにあたっての要配慮

個人情報の取り扱いについて、ニ

ーズの具体化を踏まえた対応を

行う方向で引き続き検討する 

（※）第 10回検討会資料 10-2「健康・医療データＷＧ報告」（平成 31年 3月 15日）参照 
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Ｑ12 指針においては、個人情報提供の対価についてどのようなことが留意事項とされ

ていますか。 

 

情報銀行は、個人情報を提供先第三者に提供することが事業の核となっており、これによ

り個人に何らかの便益が提供される。事業の形態によっては、情報銀行と提供先及び個人と

の間で個人情報提供の対価の授受が発生することも考えられる。 

個人情報提供の対価設定に決まった方法はなく、個人情報の紐付く個人によって、或いは

個人情報が提供される提供先によって、この個人情報提供の対価が異なるものになること

もあり得る。 

情報銀行は営利事業として運営されることが多いと想定されることから、個人情報提供

の対価は、基本的に情報銀行において自由に設定されるものと考えられる。 

この場合、各情報銀行において、責任をもって、一定の考え方のもと、対価設定を行うべ

きである。例えばフリークエントユーザーを優遇することや、キャンペーンによる時期によ

って対価を変えるなど、条件の変化に応じた顧客による対応の差別化はあり得るが、合理的

な理由付けができる範囲において行われるべきである。 

また、個人情報の提供により個人が便益を得るという情報銀行の目的に照らし、個人がよ

り条件のよい情報銀行を選択できるよう、対価の設定についての必要な情報が利用者及び

利用者となる可能性のある個人に対して開示されることが必要である。 

 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 
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Ｑ13 指針においては、情報銀行に関する透明性の確保についてどのようなことを求め

ていますか。（指針 ver2.0において追加） 

 

・ 情報銀行事業の健全な発展のためには、透明性の確保が重要であり、指針 ver1.0では、

情報銀行サービスの利用者である個人による自身に関する情報に対するコントローラ

ビリティの確保、及び、情報銀行のガバナンスを確保するための事業報告という観点か

ら、明示／公表の必要な内容について定めている。 

・ 情報銀行サービスの利用者である個人に伝えるべきものとして、提供先第三者や利用

目的の内容に応じたリスクについて追加する。今後の事例の積み重ねにより、将来的に

は、明示が必要なリスクを類型化していくことも考えられる。 

・ これらに加えて、個人が自身にとってよりメリットのある情報銀行を選択することが

できるようにするため、一定の情報公開が必要と考えられる。このため、個人の受ける

便益の考え方、他の情報銀行や事業者にデータを移転する機能の有無等、個人による情

報銀行の選択に資する内容を、利用者となる可能性のある個人に対して公表すること

を、認定要件に追加する。 

・ さらに、認定団体において、認定した情報銀行について、個人にとってのメリットやリ

スクを整理して公表することにより、個人の注意を促し、適切な選択を後押しすること

も考えられる。 

 

 考え方 認定指針における記述 

個人（利用者）への明示 個人（利用者）が自身に関す

る情報に対してコントロー

ラビリティを確保するため

に必要な情報 

・提供先第三者、利用目的、契約

約款に関する重要事項の変更な

どを個人にわかりやすく開示で

きる体制が整っていること 

・個人のコントローラビリティ

を確保するための機能の提供に

ついて（※個人が自身に関する

情報に対してコントローラビリ

ティを確保するための各種機能

の有無について） 

・提供先第三者や利用目的に応

じたリスク（注意点） 

定期的な事業報告の

（一般への）公表 

個人（利用者）、取引事業者

を含めた、関係者によるガ

バナンスの確保 

・透明性を確保（事業に関する定

期的な報告の公表など）するこ

と 
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利用者となる可能性の

ある個人への公表 

利用者となる可能性のある

個人が自身にとってよりメ

リットのある情報銀行を選

択するために必要な情報 

・個人による情報銀行の選択に

資する情報（当該情報銀行によ

る個人への便益の考え方、他の

情報銀行や事業者にデータを移

転する機能の有無など）を公表

すること 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 
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Ｑ14 指針 ver2.0においては、データ倫理審査会についてどのようなことが示されてい

ますか。（指針 ver2.0 において追加） 

 

情報銀行は、個人情報に対する個人によるコントローラビリティを高めることを基本的

な目的としており、これを適切に担保するには、各情報銀行に設置される諮問体制であるデ

ータ倫理審査会の役割が重要となる。 

データ倫理審査会は各情報銀行で個別に組織するものであるが、それぞれが適切に機能

するには、データ倫理審査会の役割について一定の共通認識が持たれることが望ましい。デ

ータ倫理審査会において審議するべき基本的な内容等については以下のとおりである。な

お、運営の適切性を担保するため、構成員及び（必要な範囲の）議事録は公表されるべきで

ある。 

これに加えて、認定団体等において、このような共通認識の醸成を行い、個人のコントロ

ーラビリティを適切に担保するため、データ倫理審査会の構成員に対する研修等の啓発活

動を行うことも考えられる。 

 

〇データ倫理審査会における審議の考え方 

・ 情報銀行は、個人の代理として、個人が安心して自らに関する情報を預けられる存在

であることが期待される。このため、利用者たる個人の視点に立ち、適切な運営が確

保される必要がある。 

・ このため、データ倫理審査会は、情報銀行の事業内容が個人の利益に反していないか

という観点から審議を行う。 

（例） 

・個人によるコントローラビリティを確保するための機能が誤解のないＵＩで提供さ

れているか 

・個人の同意している提供先の条件について、個人の予測できる範囲内で解釈されて

運用されているか 

・個人にとって不利益となる利用がされていないか／個人に対し個人情報の利用によ

るリスクが伝えられているか 

・個人にとって高いリスクを発生させる恐れがある場合には、GDPRで義務づけられて

いる DPIA（データ保護影響評価）を参考にすることも考えられる 

 

〇助言事項 

情報銀行事業について、以下の事項についてその適切性を審議し、必要に応じて助言を行

う 

・ 個人と情報銀行の間の契約の内容 
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・ 情報銀行の委任した個人情報の利用目的 

・ 個人による情報銀行に委任した個人情報の第三者提供に係る条件の指定及び変更の

方法（ＵＩ） 

・ 提供先第三者の選定方法 

・ 委任を受けた個人情報の提供の判断 

 

〇データ倫理審査会の運営方法 

・ 構成員及び（必要な範囲の）議事録は公開する 

・ 必要に応じ情報銀行に調査・報告を求めることができる 

 

 
出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 
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Ｑ15 指針においては、提供先第三者からの「再提供」禁止に関してどのような考え方

が示されていますか。（指針 ver2.0において追加） 

 

１．再提供の禁止の例外 

指針 ver1.0においては、個人情報に対する個人のコントローラビリティの確保と、情報

銀行の監督による提供先での適切な取扱いの確保という考え方から、情報銀行は提供先第

三者に対し、当該第三者に提供される個人情報の再提供を禁止することとされている。 

他方で、情報銀行の提供先第三者から別の第三者への上記個人情報の提供については「再

提供」にあたらなければ禁止されないものとされている。指針 ver2.0では再提供にあたら

ないケースを以下①～③のとおり明確化された。 

また、指針 ver2.0では、プレイヤー間の円滑なデータ流通を促進していくに当たっては、

情報の再提供を行うニーズも想定されることから、提供先第三者からの再提供について、一

定の条件を満たした場合にのみ限定的に認めることとし、以下④のとおり条件を定めた。 

一方、①～④のいずれにも当てはまらない場合は、本指針においては禁止されることとな

る。 

 

【考え方】指針 ver1.0 では、以下のことを確保するため、再提供を認めないこととして

いる。 

（Ａ）個人のコントローラビリティ確保のため、提供先第三者及び利用目的に関し、個人

の同意が適切に取得されること 

（Ｂ）情報銀行が提供先第三者での個人情報の適切な取扱いについて監督し、提供先第三

者における問題発生時の責任も負うこと 

 

 

① 提供先第三者において個人情報でないデータに加工するケース 

 
出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 

 

・ 提供先第三者において個人情報を統計情報等個人情報ではないデータに加工し、別の

第三者に提供することは、個人情報保護法において制限されない。 

・ ただし、情報銀行の理念を踏まえ、【考え方】（Ａ）を満たすため、加工して利用するこ

とについて、予め利用目的として本人に示すことが必要。 
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② 個人情報の取扱いを委託するケース 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 

 

・ 提供先第三者から委託に伴って提供する場合は、個人情報保護法において本人の同意

が必要となる「第三者への提供」にあたらない。 

・ 提供先第三者と委託先の間には業務委託契約が締結され、（Ａ）及び（Ｂ）については

満たされると考えられる。 

 

 

③ 提供先が共同利用するケース 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 

 

・ 共同利用にともなって個人情報が提供される場合は、個人情報保護法において本人の

同意が必要となる「第三者への提供」にあたらない。 

・ この場合、【考え方】（Ａ）を満たすため、共同利用が行われる事業者の範囲について、

個人が正しく把握できるようにした形で、提供先の条件について個人に提示する必要

がある。 

・ また、【考え方】（Ｂ）を満たすため、情報銀行が共同利用を行う全ての事業者と契約す

ることが必要である。 
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④ 「再提供」が一定の条件により認められるケース 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 

 

情報銀行は、個人起点のデータ利活用を推進するために、個人が信頼できる情報銀行に個

人情報の取り扱いを委任することで、個人の情報に対するコントローラビリティを高める

ことを目的とするものであることから、情報銀行から個人情報を提供された第三者による

当該情報の再提供は禁止される（情報銀行は、個人の同意があっても、再提供を行う事業者

に個人情報を提供してはならない）のが原則である。ただし、次のような条件を満たす場合

には、個人のコントローラビリティが確保され、情報信託機能の認定制度の趣旨を損なうも

のではないものとして、例外的に提供先第三者による再提供を認める（情報銀行は、以下の

条件を満たす場合に限り、再提供を行う第三者に対して個人情報を提供することができる）

ものとする。 

 

・提供元（情報銀行）は、提供先第三者との契約の中で、再提供について以下の条件を求め

ること。 

（１）提供先第三者は、再提供先への提供について、再提供先の業種や事業分類（または個

社名）と、その利用目的、提供する個人情報の項目、再提供先に対する個人情報の開示

等の請求等の窓口を提供元（情報銀行）に報告すること 

（２）個人と提供先第三者との間に契約が締結され、再提供先への第三者提供については、

個人情報保護法第 23条第 1項に基づき、提供先第三者が個人から同意取得すること 

（３）再提供先からの更なる第三者提供は認められないこと 

・ 再提供先における個人情報の取扱いが、提供元（情報銀行）を介した個人のコント

ローラビリティの範囲外であるところ、提供元（情報銀行）は、個人に対して、提

供先第三者から再提供先へ当該個人情報の第三者提供を行うこと及び当該再提供先

（業種や事業分類でも可、例：「金融分野のアグリゲーションサービス」）を明示す

ること。再提供については個人により選択可能とし、かつデフォルトオフにするこ

とが望ましい。個人が提供元（情報銀行）側の UIで再提供を可とする場合、個々の

再提供先への提供については、提供元（情報銀行）が個人から同意を取得する必要

はない。 
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・ 再提供の必要性、すなわち、個人が提供先第三者及び再提供先のサービスを利用す

ること及び提供先第三者において情報銀行から受け取った個人情報について付加や

加工をすることにより再提供先のサービスが可能・有効となるものであることを前

提とする。（例：金融分野のアグリゲーションサービス等） 

※認定団体は、提供先第三者の基準が実質的に遵守されるよう（再提供先のセキュリティ、

プライバシーに係る体制を確認する等）確認することが望ましい。 

 

２．①～④に該当せず禁止されるケース 

⑤ ①～④に当てはまらないケース 

 

出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 

 

 このケースでは、個人のコントローラビリティが十分に確保されていない。 
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Ｑ16 取りまとめにおいては、「信用スコア」の取扱いについてどのような考え方が示さ

れていますか。 

 

１．「信用スコア」のリスク 

情報銀行の普及が進めば、個人に関する様々なデータの収集が進み、いわゆる「信用スコ

ア」の作成や流通が促進される可能性がある。 

「信用スコア」については明確な定義がなく、個人に一定のスコアを付与するものでは、

例えば与信能力に関する評価や、英語の試験の点数も一種のスコアといえる。こうした広義

のスコアは現在でも広く一般的に利用されているものであり、情報銀行を通じた流通によ

って利便性が向上することが期待される。 

他方で、個人の部分的な能力等に止まらず、個人の社会的な評価に関する信用スコアにつ

いては、その利用方法如何によっては、スコアに迎合する者が増え社会の多様性が損なわれ

たり、結婚や就職などに利用され、人間の差別や選別につながりかねない危険も孕んでいる

との意見があった。 

こうしたことを見据え、取りまとめでは、情報銀行での活用を通じて差別に繋がりうる信

用スコアの扱いについて、一定の取扱い方針を示されている。 

 

２．情報銀行が「信用スコア」を取り扱う場合のパターン 

 

 
出所：「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ」 

 

（パターン１） 

・ 情報提供元事業者が消費者個人の「信用スコア」を情報銀行に提供し、情報銀行が情報

提供先事業者に「信用スコア」を提供する。 
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（パターン２） 

・ 情報提供元事業者が消費者個人の「信用スコアの元となるデータ」を情報銀行に提供し、

情報銀行が情報提供先事業者に「信用スコアの元となるデータ」を提供する。情報提供

先事業者は「信用スコアの元となるデータ」を元にデータをスコアリングに利用する。 

（パターン３） 

・ 情報提供元事業者が消費者個人の「信用スコアの元となるデータ」を情報銀行に提供し、

情報銀行が「信用スコアの元となるデータ」元にデータをスコアリングに利用する。情

報提供先事業者は作成した「信用スコア」を情報提供先事業者に提供する。 

 

３．情報銀行において「信用スコア」を取り扱う場合の留意点 

情報銀行は、「個人のためにデータを活用する」ことを目的の基本としており、いわゆる

「信用スコア」を扱う場合は、個人にとって不利益な利用とならないよう、留意する必要が

ある。 

特に、個人の部分的な能力等に止まらず、個人の社会的な評価に関する信用スコアを想定

し、情報銀行が参考にするべき留意点について以下のことが考えられる。 

①同意取得 

（パターン１及び３）情報銀行は、個人に対し、信用スコアが提供先においてどのように利

用されるのか及びそれによるリスクについて、明示的に説明すること。 

（パターン２及び３）情報銀行は、個人に対し、取得又は第三者提供される個人情報が信用

スコアの算定に利用されること及びそれによるリスクについて、明示的に説明すること。 

②信用スコアの利活用 

（パターン１及び３）情報銀行は、「個人のためにデータを活用する」ことが原則となるこ

とから、提供することによって、個人にとって不利益となる恐れがある場合は提供しない、

または個人に対しリスクを示すなど、個人の利益を踏まえた利活用を行うこと。 

③非提携企業による信用スコアの二次利用 

（パターン２）情報銀行は、他者が作成したスコアを作成者又はスコアの対象となる個人か

ら取得し、他の第三者に提供する場合で、作成者が二次利用に対し制限を設けている場合に

は、制限に反しない範囲で提供を行うこと。 

④信用スコアの基礎データ 

（パターン２）情報銀行は、「個人のためにデータを活用する」ことが原則となることから、

遺伝情報や、差別に繋がる過去の情報を信用スコアを算定する者に対し提供しないこと。 

（パターン３）情報銀行は、「個人のためにデータを活用する」ことが原則となることから、

遺伝情報や、差別に繋がる過去の情報を基礎データとして用いないこと。 

⑤説明責任・透明性 

（パターン３）情報銀行は、スコアに用いたデータ及びスコアの算出方法について、アカウ

ンタビリティを持つこと。 
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⑤ 人間の関与 

（パターン３）信用スコアを機械化された処理により数値化する場合において、人間の関与

を本人が求めることを認めるという対応を行うかについても検討すること。 
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Ｑ17 情報信託機能の認定基準について教えてください。 

 

１．事業者の適格性 

項目 内容 

経営面の要件 ・法人格を持つこと 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-1】事業者の登記簿謄本 

・業務を健全に遂行し、情報セキュリティなど認定基準を担保するに足り

る財産的基礎を有していること 

（例）直近（数年）の財務諸表の提示（支払不能に陥っていないこと、債

務超過がないこと）等 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-2】財務内容の確認資料（決算書、財務諸表又はこれらに準ずる書類） 

・損害賠償請求があった場合に対応できる能力があること 

（例）一定の資産規模がある、賠償責任保険に加入している等 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-3】損害保険証書（ない場合は、賠償責任に関する説明資料） 

業務能力など ・個人情報保護法を含む必要となる法令を遵守していること 

・プライバシーポリシー、セキュリティポリシーが策定されていること 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-4】「情報銀行」事業を行う上で遵守が必要となる関連法令を示す書類 

【1-5】15001「A.3.2.2 外部向け個人情報保護方針」の公開先を示す書類

（URL 等） 

【1-6】27001「5.2 方針」の公開先を示す書類（URL 等） 

・個人情報の取り扱いの業務を的確に遂行することができる知識及び経

験を有し、社会的信用を有するよう実施・ガバナンス体制が整っているこ

と 

（例）類似の業務経験を有する、プライバシーマーク・ISMS認証などの認

証を有している等 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-7】プライバシーマーク又はＩＳＭＳ認証の取得を示す書類（これら

がない場合は、これらに準ずる第三者認証又は監査に関する認証取得証明

書又は監査報告書） 

・情報提供先との間でモデル約款の記載事項に準じた契約を締結するこ

とで、情報提供先の管理体制を把握するなど適切な監督をすること、情報

提供先にも、情報銀行と同様、認定基準に準じた扱い（セキュリティ基準、

ガバナンス体制、事業内容等）を求めること（※）等 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-8】情報提供先との契約関係書類 

・認定の対象となる事業が限定される場合、事業者は申請の対象となる事

業の部分を明確化すること 

 

IT連盟提出書類（例） 

【1-9】当該サービス事業の内容と範囲を示す書類 
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（※）情報銀行は、提供先がＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得していない場合であっても、 

・ 情報は情報銀行が管理し、提供先は決められた方法で、必要な情報の閲覧のみができることとする 

・ 提供先において特定の個人を識別できないよう、個人情報の暗号化処理または個人情報の一部の置き

換え等の処理を行い、復元に必要な情報を除いた形で提供先に提供する 

・ 情報銀行の監督下で、提供先からＰマークまたはＩＳＭＳ認証を取得している者に個人情報の取扱い

を全て委託させる 

のいずれかの対策を講じた上で、それぞれのケースにおいて求められる情報セキュリティ・プライバシー

に関する具体的基準を提供先が遵守していると認められる場合には、「認定基準に準じた扱い」であるとす

ることができる。 
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２．情報セキュリティ・プライバシー 

（１）一般的基準 

項目 内容 

基本原則 ・リスクマネジメントにもとづき、情報セキュリティ及びプライバシーに

関する十分な人的体制（組織体制含む）を確保していること、対象個人、

データ量、提供先が増加した場合でも十分な情報セキュリティ体制を講じ

ることができる体制を有すること。 

・国際標準・国内規格の考え方も参考に、情報セキュリティ及びプライバ

シー保護対策を徹底すること（例：JISQ15001 個人情報保護マネジメント

システム（要求事項）、ISO/IEC29100（JIS X 9250）プライバシーフレー

ムワーク） 

 

【IT連盟】 

プライバシー保護対策等については、情報信託機能検討会の指針 ver1.0 

において、前述「5.2情報セキュリティ等」と同様、上記の基本原則を十

分に整備・遵守していくことが必要とされているところである。 

遵守基準 ・個人情報の取り扱い、安全管理基準について、プライバシーマーク又は

ISMS認証の取得（業務に必要な範囲の取得を行っていること）をしている

こと 

・定期的にプライバシーマーク又は ISMS認証の更新を受けること（※認

定申請時に、プライバシーマーク又は ISMS認証申請中である場合は、事

業を開始するまでの間に当該認証を取得すること） 

・個人情報保護法の安全管理措置として保護法ガイドラインに示されてい

る基準を満たしていること、また、業法や業種別ガイドラインなどで安全

管理措置が義務付けられている場合にはそれを遵守していることを示すこ

と。 

・以下に示す具体的基準を遵守して業務を実施すること、認定申請時に当

該基準を遵守していることを示すこと 

（参考基準等） 

・個人情報の保護に関する法律ついてガイドライン（通則編） 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdf 

・プライバシーマーク制度審査基準 

https://privacymark.jp/system/guideline/pdf/pm_shinsakijun.pdf 

https://privacymark.jp/system/guideline/pdf/guideline_V2_180410.pdf 

・ISMS認証 https://isms.jp/isms.html 

・JIS Q 27001：2014情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステム－要求事項 

（ISO/IEC 27001：2013Information technology -Security techniques -Information security management 

systems -Requirements） 

・JIS Q 27002：2014情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティ管理策の実践のための規範 

（ ISO/IEC 27002： 2013Information technology -Security techniques -Code of practice for 

information security controls） 

・経済産業省情報セキュリティ管理基準参照 

http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160301001/20160301001-1.pdf 

・総務省セキュリティ URLhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ 
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（２）具体的基準 

項目 内容 

①情報セキュリティマネ

ジメントの確立 

・経営層（トップマネジメント）は情報セキュリティマネジメントに関して

リーダーシップ、コミットメントを発揮すること 

・情報セキュリティマネジメントの境界及び適用可能性を明確にし、適用範

囲を決定すること 

・情報セキュリティリスクアセスメントのプロセスを定め、適用すること、

リスク分析、評価、対応を行うこと 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-1】27001「5.2 方針」 

【2-2】27001「4.3 情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決

定」 

【2-3】27001「6.1 リスク及び機会に対処する活動」に対応する書類 

②情報セキュリティマネ

ジメントの運用・監視・レ

ビュー 

・情報セキュリティマネジメントに必要な人・資源・資産・システムなど準

備、割り当て、確定すること 

・定期的なリスクアセスメントや、内部監査などを実施することで、情報セ

キュリティマネジメントの適切性、妥当性及び有効性を継続的に改善する

こと 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-2】27001「5.3 組織の役割、責任及び権限」、27001「7 支援」 

【2-3】27001「6.1.2 情報セキュリティリスクアセスメント」 

【2-2】27001「9.2 内部監査」及び 27001「10.2 継続的改善」に対応する

書類 

③情報セキュリティマネ

ジメントの維持・改善 

・情報セキュリティマネジメントを適切・継続的に維持していくこと 

・不適合が発生した場合、不適合の是正のための処置を取ること、マネジメ

ントの改善など行うこと 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-2】27001「4.4 情報セキュリティマネジメントシステム」及び 27001

「10.1 不適合及び是正措置」に対応する書類 

④情報セキュリティ方針

策定 

情報セキュリティ方針を策定し、経営層、取り扱う従業員層への周知、必要

に応じた方針の見直し、更新 

 

IT 連盟・提出書類(例) 

【2-1】27001「5.2 方針」 

【2-4】27002「5 情報セキュリティのための方針群」に対応する書類 

⑤情報セキュリティ組織 ・責任者の明確化、組織体制を構築 

・情報セキュリティに関する情報を収集・交換するための制度的枠組みに加

盟すること 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-5】27001「5.3 組織の役割、責任及び権限」に対応する書類 

【2-6】加盟団体名及び活動概要を示す書類 

⑥人的資源の情報セキュ

リティ 

・経営層は従業員へのセキュリティ方針及び手順に従った適用の遵守､個人

情報を扱う担当者の明確化 
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・情報セキュリティの意識向上，教育及び訓練の実施 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-7】27001「7.2 力量」に対応する書類 

【2-8】情報セキュリティに関する教育の実施サマリー 

⑦資産の管理 ・情報及び情報処理施設に関連する資産の洗い出し、特定し、適切な保護の

責任を定めること 

・固有のデータセンターを保有していること、又はそれと同等の管理が可能

な委託先データセンターを確保していること 

外部クラウドを活用する場合には当該クラウド利用契約上の情報セキュリ

ティ要件などで担保されていることを示すこと（例：JIS Q 27017「JIS 

Q27002 に基づくクラウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実

践の規範」） 

・情報を取り扱う媒体等から情報を削除・廃棄が必要となった場合にそれが

可能な体制もしくは仕組みを有すること・対象となる事業で扱う情報が他

事業と明確に区分され管理されていること 

※なお、外部クラウドなど活用する場合や、委託を行う場合に相手方事業者

との間で、裁判管轄を日本の裁判所とすること、準拠法を日本法とすること

を合意しておくこと 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-9】27002「8.1.1 資産目録」、27002「8.1.2 資産の管理責任」、27002

「8.3.2 媒体の処分」及び 27002「8.2 情報の分類」に対応する書類 

【2-10】固有のデータセンターを保有していることを示す書類又は委託先

データセンターに関する契約書 

【2-11】データセンターの設置場所が国内にあること（但し、緊急事態に対

応するために必要な場合を除く）を示す書類 

【2-12】外部クラウドサービスの利用に関する契約書（利用する場合） 

⑧技術的セキュリティ （アクセス制御） 

・アクセス制御に関する規定を策定し、対応すること（例：アイデンティテ

ィ管理システムの構築、アクセス制御方針の実装） 

・情報にアクセス権を持つ者を確定し、それ以外のアクセスの制限を適切に

行うこと 

（暗号） 

・情報の機密性、真正性、完全性を保護するため暗号の適切で有効な利用を

すること 

・電子政府推奨基準で定められている暗号の採用や、システム設計の確認な

ど対応すること 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-13】27002「9 アクセス制御」及び 27002「10 暗号」に対応する書類 

⑨物理的及び環境的情報

セキュリティ 

・自然災害，悪意のある攻撃又は事故に対する物理的な保護を設計、適用す

ること 

・情報及び情報処理施設への入退室管理、情報を扱う区域の管理、定期的な

検査を行うこと 

外部クラウドを活用する場合には当該クラウド利用契約上の情報セキュリ

ティ要件などで担保されていることを示すこと 

・情報を取り扱う機器等のソフトウェア、ハードウェアなど最新の状態に保

持すること、セキュリティ対策ソフトウェアなどを導入すること 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-14】27002「11 物理的及び環境的セキュリティ」に対応する書類 

⑩運用の情報セキュリテ

ィ 

・情報処理設備の正確かつ情報セキュリティを保った運用を確実にするた

め操作手順書・管理策の策定、実施 

・マルウェアからの保護のための検出、予防、回復の管理策の策定、実施 

・ログ等の常時分析により、不正アクセスの検知に関する対策を行うこと、
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情報漏えい防止措置を施すこと 

・技術的ぜい弱性管理、平時のログ管理や攻撃監視などに関する基準が整備

されていること 

・サイバー空間の情勢を把握し、それに応じた運用上のアップデートなどが

行われること 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-15】27002「12.2.1 操作手順書」、27002「12.2 マルウェアからの保護」、

27002「12.4 ログ取得及び監視」及び 27002「12.6 技術的ぜい弱性管理」

に対応する書類 

⑪通信の情報セキュリテ

ィ 

・システム及びアプリケーション内情報保護のためのネットワーク管理策、

制御の実施 

・自ら提供するか外部委託しているかを問わず、全てのネットワークサービ

スについて、情報セキュリティ機能、サービスレベル及び管理上の要求事項

の特定 

・情報サービス，利用者及び情報システムは、ネットワーク上でグループご

とに分離 

・組織の内部及び外部での伝送される情報のセキュリティを維持するため

の対策の実施（通信経路又は内容の暗号化などの対応を行うこと） 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-16】27002「13.1.1 ネットワーク管理策」、27002「13.1.2 ネットワー

クサービスのセキュリティ」、27002「13.1.3 ネットワークの分離」及び 

27002「13.2情報の転送」に対応する書類 

⑫システムの取得・開発・

保守 

・情報システム全般にわたり情報セキュリティを確実にするため、新しいシ

ステムの取得時および既存システムの改善時要求事項としても情報セキュ

リティ要求事項を必須とすること 

・開発環境及びサポートプロセス（外部委託など）においても情報セキュリ

ティの管理策を策定、実施すること 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-17】27002「14.1 情報システムのセキュリティ要求事項」及び 27002

「14.2 開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ」に対応する書類 

⑬供給者関係 ・供給者との間で、関連する全ての情報セキュリティ要求事項を確立、合

意、定期的監視 

・ICTサービス・製品のサプライチェーンに関連する情報セキュリティリス

ク対処の要求事項を含む 

 

IT 連盟・提出書類(例) 

【2-18】27002「15 供給者関係」に対応する書類 

⑭情報セキュリティイン

シデント管理 

・情報セキュリティインシデントに対する迅速、効果的な対応のため責任体

制の整備、手順の明確化、事故発生時は、速やかに責任体制への報告、対応

（復旧・改善）、認定団体への報告などを実施すること 

・漏洩など事故発生時の対応体制、報告・公表などに関する基準が整備され

ていること 

・定期的な脆弱性検査に関する基準や脆弱性発見時の対応体制などが整備

されていること 

・外部アタックテストなどのセキュリティチェック、インシデント対応訓練

やセキュリティ研修などを定期的に実施すること 

 

IT 連盟・提出資料（例） 

【2-19】27002「16.1 情報セキュリティインシデントの管理及びその改善」

に対応する書類 

【2-20】システムに対する脆弱性診断の実施内容を示す書類 

⑮事業継続マネジメント

における情報セキュリテ

・情報セキュリティ継続を組織の事業継続マネジメントシステムに組み込

むこと 
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ィの側面  

IT 連盟・提出書類（例） 

【2-21】27002「17.1.1 情報セキュリティ継続の計画」に対応する書類 

⑯遵守 ・情報システム及び組織について、全ての関連する法令、規制及び契約上の

要求事項などを遵守 

・プライバシー及び個人データの保護は、関連する法令及び規制の確実な遵

守 

・定めた方針及び手順に従って情報セキュリティが実施・運用されることを

確実にするための定期的なレビューの 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【1-4】27002「18.1 法的及び契約上の要求事項の順守」 

【2-22】27002「18.2 情報セキュリティのレビュー」に対応する書類 

 

（３）プライバシー保護対策 

基本原則において、「リスクマネジメントにもとづき、情報セキュリティ及びプライバシーに関する十分

な人的体制（組織体制含む）を確保していること」「国際標準・国内規格の考え方も参考に、情報セキュリ

ティ及びプライバシー保護対策を徹底すること」としており、プライバシー保護対策についても、以下の

事項等を参考に、十分に整備・遵守していく必要がある。 

なお、2017 年に ISO/IEC 29100 プライバシーフレームワークに基づく行動規範の国際規格（ISO/IEC 

29151※）が発行されたところであり、本認定基準への採否については、継続的に検討していくことが重要

である。 

※29151の正式名称："Code of practice for privacy personally identifiable information protection" 

（プライバシー保護対策等に関し参考とするべき事項等） 

・ JISQ15001 個人情報保護マネジメントシステム（要求事項） 

・ JIS X 9250:2017 プライバシーフレームワークで定義されているプライバシー原則 

〇プライバシー原則 

1. 同意及び選択（Consent and choice） 

2. 目的の正当性及び明確化（Purpose legitimacy and specification） 

3. 収集制限（Collection limitation） 

4. データの最小化（Data minimization） 

5. 利用，保持，及び開示の制限（Use, retention and disclosure limitation） 

6. 正確性及び品質（Accuracy and quality） 

7. 公開性，透明性，及び通知（Openness, transparency and notice） 

8. 個人参加及びアクセス（Individual participation and access） 

9. 責任（Accountability） 

10. 情報セキュリティ（Information security） 

11. プライバシーコンプライアンス（Privacy compliance） 

 

（参考）個人情報保護法ガイドライン（通則編）86頁以降抜粋 
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講じなければならない措

置 

項目 

基本方針の策定 ・事業者名称、関係法令・ガイドライン等の遵守、安全管理措置に関する事

項、質問及び苦情処理窓口等 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【3-1】15001「A.3.2.2 外部向け個人情報保護方針」に対応する書類 

組織的安全管理措置 ・組織体制の整備、個人データの取扱いに係る規律に従った運用、個人デー

タの取り扱い状況を確認する手段の整備、漏えい等の事案に対応する体制

整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し等 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【3-2】15001「A.3.3.4 資源、役割、責任及び権限」、15001「A.3.3.5 内部

規定」、15001「A.3.3.6 計画策定」、15001「A.3.7.1 運用の確認」、15001

「A.3.3.7 緊急事態への準備」及び 15001「A.3.7.3 マネジメントレビュ

ー」に対応する書類 

人的安全管理措置 ・従業者の教育 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【3-3】15001「7.3 認識」及び 15001「A.3.4.5 認識」に対応する書類 

【3-4】プライバシー保護に関する教育実施サマリー 

物理的安全管理措置 ・個人データを取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、

電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止、個人データの削除及び機器、

電子媒体等の廃棄 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【3-5】15001「C.11 物理的及び環境的セキュリティ」に対応する書類 

技術的安全管理措置 ・アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防

止、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止 

 

IT 連盟・提出書類（例） 

【3-6】15001「C.9 アクセス制御」に対応する書類 

同意及び選択（IT 連盟追

加事項） 

■認定基準 

○個人情報の取扱を許可するか否かの選択の機会について、制限なく、具体

的に、わかりやすく本人に示していること。ただし、適用される法令が個

人の同意なしに個人情報の取扱うことを明確に認める場合を除く。 
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○9250「5.9 個人参加及びアクセス」に定める「個人参加及びアクセスの原

則」の下における権利について、同意を得る前に本人に明示すること 

○9250「5.8 公開性、透明性及び通知」に定める「公開性、透明性及び通知

の原則」によって示される情報について、同意を得る前に本人に提供する

こと 

○本人から直接個人情報を取得する場合は、同意を与えるか又は同意を保

留するかによる影響について、少なくとも次に示す事項を本人に明示し、

本人の同意を得なければならないこと 

a) 「情報銀行」を運営する申請事業者の名称又は氏名 

b) 個人情報保護管理者（若しくはその代理人）の氏名又は職名、所属及

び連絡先 

c) 利用目的（本人が理解できるよう具体的に記載すること） 

d) 第三者提供 

・ 第三者提供に係る条件（提供先第三者、その利用目的及び第三者

提供の対象となる個人情報の項目等についての判断基準及び判

断プロセス） 

・ 第三者に提供する目的 

・ 提供する個人情報の項目 

・ 提供の手段又は方法 

・ 第三者の業種及び申請事業者との関係 

・ 個人情報の訂正等を行った場合に当該個人情報を第三者に提供

する場合はその旨 

・ 個人情報の提供に関する第三者との契約がある場合はその旨 

e) 個人情報の取扱いの委託を行うことが予定される場合には、その旨 

f) 開示等の請求等に応じる旨及び問合せ窓口 

g) 本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった

場合に本人に生じる結果 

h) 本人が容易に知覚できない方法によって個人情報を取得する場合（ク

ッキー情報の取得等やスマートフォンのアプリ経由で自動的に取得

する位置情報、端末情報等）には、その旨 

○情報提供元から個人情報の提供を受ける場合は次のとおり。 

・ 情報提供元にて本人の意思を確認することを契約で定めること 

・ 情報提供元から利用者の個人情報の提供を受けた場合、あらかじ

め利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に利用目的

を通知し、又は公表すること 

○同意の取得の方法について、デフォルトオンになっていないこと 
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■提出資料（例） 

【3-7】同意の取得の際に本人を示す書類（情報提供先選定基準、同意画面

のキャプチャや画面フロー等） 

【3-8】情報提供元との契約関係書類 

【1-8】情報提供先との契約関係書類 

【3-9】9250「5.2 同意及び選択」、15001「A.3.4.2.4 個人情報を取得した

場合の措置」に対応する文書、15001「A3.4.2.5 A.3.4.2.4 のうち本人から

直接書面によって取得する場合の措置」、15001「A.3.4.2.7 本人に連絡又は

接触する場合の措置」及び 15001「A.3.4.2.8 個人データの提供に関する

措置」に対応する書類 

収集制限（IT 連盟追加事

項） 

■認定基準  

○適用される法令の範囲内及び特定された目的のために最低限必要である

ものに制限すること  

○個人情報をみだりに収集せず、収集する個人情報の量及び種類の両方に

ついて、利用目的を達成するのに必要なものに制限すること 

○個人情報の収集を始める前に、利用目的を実現するためにどの個人情報

が必要かを慎重に考慮すること  

○個人情報取扱いのポリシー及び実践の一部として、収集する個人情報の

種類及びそれを収集する正当な理由を明確にすること  

○本人によって要求された特定のサービス提供以外の目的のために、追加

の個人情報を収集する場合、可能な限り、本人がそのような個人情 報を

提供するか否か選択できること 

○本人に、以上のような追加の情報の要求に応じる回答は任意であると い

う旨を明確に知らせること  

■提出資料（例）  

【3-11】9250「5.4 収集制限」及び 15001「A.3.3.1 個人情報の特定」に対 

応する書類 

データの最小化（IT 連盟

追加事項） 

■認定基準 

○次に示すような方法で、データ処理手順及び ICT システムを設計及び実

装すること 

・ 処理される個人データを最小限にするとともに、プライバシー利

害関係者及び個人データが開示されるか又は個人データにアク

セスする者の数を最低限に抑えること 

・ “知る必要性（need to know）”の原則を確実に採用すること、

すなわち、個人データの処理の正当な目的の中で、その者の職務

の遂行に必要な個人データだけにアクセス権が与えること 
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・ 個人情報の取扱いにあたっては、必要最小限の項目をもって利用

目的を達成し、利用目的を超えた意味情報（行動の観測、プロフ

ァイリング情報等）の抽出を行わないこと 

・ 個人データの処理の目的が終了している場合で、個人データを保

存するという法的要求事項がなく、そうすることが現実的な場合

には個人データを確実に破棄又は匿名化すること 

■提出資料（例） 

【3-12】9250「5.5 データの最小化」に対応する書類 

利用、保持及び開示の制

限（IT連盟追加事項） 

■認定基準 

○個人データの利用、保持及び開示（提供を含む。）は、具体的、明示的か

つ正当な利用目的を達成するために必要な範囲に限定すること 

○適用される法令によって、異なる目的が明示的に要求されていない限り、

収集の前に特定した利用目的に個人データの利用を限定すること 

○定められた利用目的を達成するのに必要な期間だけ個人データを保持

し、かつ、必要な期間を経過した後は個人データを確実に破棄又は匿名化

すること 

○定められた利用目的が無効になったが、適用される法令が保持を要求し

ている場合は、全ての個人データをアーカイブに保管し、安全を確保し、

かつ、それ以上処理されないようにすること 

（委託） 

○個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、特定した利用目的

の範囲内で委託契約を締結しなければならないこと 

○委託先は、十分な個人データの保護水準を満たしている者を選定しなけ

ればならないこと 

○委託先を選定する基準を確立しなければならないこと、当該基準には、少

なくとも委託する当該業務に関しては、自社と同等以上の個人情報保護

の水準にあることを客観的に確認できることを含めなければならないこ

と 

○個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託する個人デ

ータの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切

な監督を行わなければならないこと 

○委託先に対し、次に示す事項を契約によって規定し、十分な個人データの

保護水準を担保しなければならないこと 

a) 委託先との責任の明確化 

b) 個人データの安全管理に関する事項 

c) 再委託に関する事項 
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d) 個人データの取扱状況に関する報告の内容及び頻度 

e) 契約内容が遵守されていることを定期的及び適宜に確認できる事項 

f) 契約内容が遵守されなかった場合の措置 

g) 事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項 

h) 契約終了後の措置 

○当該契約書などの書面を少なくとも個人データの保有期間にわたって保

存しなければならないこと 

（共同利用） 

○情報提供先における当該個人データの共同利用が行われないよう情報提

供先と契約すること 

○情報提供元との間における共同利用をしないこと 

○共同事業等において共同利用により情報信託サービスを提供する場合

は、次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を、あらかじめ、本人

に通知するか、又は本人が容易に知り得る状態に置いていること 

a) 共同して利用すること 

b) 共同して利用される個人情報の項目 

c) 共同して利用する者の範囲 

d) 共同して利用する者の利用目的 

e) 共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又

は名称 

f) 取得方法 

○共同して利用する者の間で、上記事項について契約によって定めること 

○当該契約書などの書面を少なくとも個人データの保有期間にわたって保

存しなければならないこと 

（情報提供先） 

○情報提供先は、当該個人データを当初又はその後提供を受ける際に特定

された利用目的の範囲内で利用目的を特定し、その範囲内で当該個人デ

ータを利用することとし、情報提供先と当該利用目的の範囲内で契約を

締結すること 

○情報提供先は、十分な個人データの保護水準を満たしている者を選定し

なければならないこと 

○情報提供先を選定する基準を確立しなければならないこと、当該基準に

は、少なくとも情報提供先における個人データの取扱に関しては、自社と

同様の個人情報保護の水準にあることを客観的に確認できることを含め

なければならないこと 

○提供する個人データの安全管理が図られるよう、情報提供先に対する必
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要かつ適切な監督を行わなければならないこと 

○情報提供先に対し、次に示す事項を契約によって規定し、十分な個人デー

タの保護水準を担保しなければならないこと 

a) 情報提供先との責任の明確化 

b) 個人データの安全管理に関する事項 

c) 情報提供先における委託に関する事項 

d) 個人データの取扱状況に関する報告の内容 

e) 契約内容が遵守されていることを定期的及び適宜に確認できる事項 

f) 契約内容が遵守されなかった場合の措置 

g) 事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項 

h) 契約終了後の措置 

○当該契約書などの書面を少なくとも個人データの保有期間にわたって保

存しなければならないこと 

■提出資料（例） 

【3-13】9250「5.6 利用、保持及び開示の制限」、15001「A.3.4.3.2 安全管 

理措置」及び 15001「A.3.4.3.1 正確性の確保」に対応する書類 

【3-14】15001「A.3.4.3.4 委託先の監督」に対応する書類 

【3-15】15001「A.3.4.2.8 f） 個人データを共同利用している場合」に対

応する書類 

【3-16】同意の取得の際に本人を示す書類（情報提供先選定基準、同意 

画面のキャプチャや画面フロー等） 

【1-8】情報提供先との契約関係書類 

正確性及び品質（IT 連盟

追加事項） 

■認定基準 

○処理された個人データが、利用目的に照らして、正確、完全、最新（古い

データを保存する正当な根拠がある場合を除く）、十分かつ適切であるこ

とを確実にすること 

○本人以外（情報提供元等）から収集した個人データの信頼性を当該個人デ

ータが処理される前に確保すること 

○本人による個人データの変更（訂正等）の請求があった場合、本人確認の

上、対応すること 

○正確性及び品質を確保するのに役立つ個人データ収集手順を確立するこ

と 

○収集及び保管している個人データの正確性及び品質を定期的に点検する

ための管理の仕組みを確立すること 

■提出書類（例） 

【3-8】情報提供元との契約関係書類 
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【3-17】9250「5.7 正確性及び品質」、15001「A.3.4.3.1 正確性の確保」、

15001「A.3.4.2.2 適正な取得」、15001「A.3.4.4 個人情報に関する本人の

権利」及び 15001「A.3.7.1 運用の確認」に対応する書類 

公開性、透明性及び通知

（IT連盟追加事項） 

■認定基準 

○個人データ処理に関する個人情報保護方針、個人データの取扱手順及び

実践について、明確かつ入手が容易な方法で本人に提供すること 

○個人データが処理されるという旨、利用目的、個人データが開示される可

能性があるプライバシー利害関係者（情報提供先、委託先等）の種類及び

連絡先を含む個人情報保護管理者の氏名又は職名及び所属を明示又は通

知すること 

○本人が自分の個人情報の処理を制限するため、並びに、当該情報にアクセ

ス、修正及び削除することができるようにするため、本人に対して提供す

る選択肢及び手段を開示すること 

○個人データ取扱手順に大きな変更があった場合には、本人に通知するこ

と 

■提出書類（例） 

【3-18】9250「5.8 公開性、透明性及び通知」、15001「A.3.2.2 外部向け個

人情報保護方針」及び 15001「A.3.4.2.5 A.3.4.2.4 のうち本人から直接

書面によって取得する場合の措置」に対応する書類 

【3-19】本人が自分の個人情報にアクセス、修正及び削除することができる

ユーザインターフェイス画面のキャプチャ 

【3-20】個人データ取扱手順に大きな変更があった場合の通知内容及び方

法を定めた書類 

個人参加及びアクセス

（IT連盟追加事項） 

○本人の識別要素が適切な保証レベルであらかじめ認証されており、適用

される法令によってそのようなアクセスが禁止されていない場合には、

本人が自分の個人データにアクセス及び確認することができるようにす

ること 

○本人がその特定の状況で適切及び可能であれば、個人データの正確性及

び完全性に異議申立てができ、個人データを修正、訂正又は削除すること

ができるようにすること 

○情報提供先には、修正、訂正又は削除を連絡すること 

○過度な遅延又はコストを伴わず、単純、迅速かつ効率的な方法で本人がこ

れらの権利を行使することができる手順を確立すること 

■提出書類（例） 

【3-21】9250「5.9 個人参加及びアクセス」及び 15001「A.3.4.4 個人情報 

に関する本人の権利」に対応する書類 
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【3-22】本人が自分の個人データにアクセス及び確認することができる画 

面のキャプチャ 

【3-23】情報提供先への修正、訂正又は削除を連絡する手順に対応する 

書類 

 

３．ガバナンス体制 

 

項目 内容 

① 基本理念 「データは、個人がその成果を享受し、個人の豊かな生活実現のために使う

こと」及び「顧客本位の業務運営体制」の趣旨を企業理念・行動原則等に含

み、その実現のためのガバナンス体制の構築を定め経営責任を明確化して

いること 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【4-1】15001「A.3.2.2 外部向け個人情報保護方針」に対応する書類 

② 相談体制 ・個人や事業者から、電話や電子メール等による問い合わせ、連絡、相談等

を受け付けるための窓口を設けており、相談があった場合の対応プロセス

を定めていること 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【4-2】苦情相談窓口が示されているＨＰなどの表示内容を示す書類 

【4-3】15001「A.3.6 苦情及び相談への対応」に対応する書類 

③諮問体制 以下を満たす、社外委員を含む諮問体制を設置していること（データ倫理審

査会） 

・構成員の構成例：エンジニア（データ解析や集積技術など）、セキュリテ

ィの専門家、法律実務家、データ倫理の専門家、消費者等多様な視点でのチ

ェックを可能とする多様な主体の参加・データ利用に関する契約や利用方

法、提供先第三者などについて適切性を審議し、必要に応じて助言を行う 

・情報銀行は定期的に諮問体制に報告を行うこと、諮問体制は、必要に応じ

て情報銀行に調査・報告を求めることができる、情報銀行は当該求めに応じ

て、適切に対応すること 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【4-4】構成員の所属、経歴、専門等を記載した書類（構成員名簿等） 

【4-5】設置の目的・審議事項等を規定した書類（設置要綱、設置規則等） 

④透明性（定期的な報告・ ・提供先第三者、利用目的、契約約款に関する重要事項の変更などを個人に
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公表） わかりやすく開示できる体制が整っていること、透明性を確保（事業に関す

る定期的な報告の公表など）すること 

・個人による情報銀行の選択に資する情報（当該情報銀行による個人への便

益の考え方、他の情報銀行や事業者にデータを移転する機能の有無など）を

公表すること 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【4-6】開示体制を示す書類 

【4-7】透明性確保を示す書類（開示項目一覧、開示先ＵＲＬ等） 

⑤認定団体との間の契約 ・認定団体との間で契約を締結すること（認定基準を遵守すること、更新手

続き、認定基準に違反した場合などの内容、認定内容に大きな変更があった

場合は認定団体に届け出ることなど） 

・誤認を防ぐため、認定の対象を明確化して認定について表示すること 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【4-8】認定団体との契約関係書類 

【4-9】認定マークの表示箇所を示す書類（画面キャプチャ等） 

 

４ 事業内容 

 

項目 内容 

①契約約款の策定 ・モデル約款の記載事項に準じ、認定団体が定めるモデル約款を踏まえた契

約約款を作成・公表していること（又は認定後速やかに公表すること）（個

人との間、（必要に応じて）情報提供元・情報提供先事業者との間） 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【5-1】個人との契約関係書類 

【3-8】情報提供元との契約関係書類 

【1-8】情報提供先との契約関係書類 

【5-2】契約約款の公表状況を示す書類（画面キャプチャ等） 

②個人への明示及び対応 以下について、個人に対しわかりやすく示すとともに個人情報の利用目的

及び第三者提供について個人情報保護法上の同意を取得すること（同意取

得の例：包括的同意、個別同意など） 

・情報銀行の行う事業及び対象とする個人情報の範囲、事業による便益、提

供先第三者や利用目的に応じたリスク（注意点） 

・対象となる個人情報とその取得の方法、利用目的、統計情報・匿名加工情
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報に加工して提供する場合はその旨 

・個人情報の第三者提供を行う場合の提供先第三者及び利用目的に関する

判断基準及び判断プロセス 

・情報銀行が提供する機能と、個人がそれを利用するための手続き 

・個人が相談窓口を利用するための手続き 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【5-3】15001「A.3.4.2.5 A.3.4.2.4 のうち本人から直接書面によって取

得する場合の措置」及び 15001「A.3.4.4 個人情報に関する本人の権利」に

対応する書類 
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③情報銀行の義務につい

て 

以下の要件を満たすとともに、モデル約款の記載事項に準じて約款等に明

記し、個人の合意を得ること 

・個人情報保護法をはじめ、関係する法令を遵守すること（取り扱う情報の

属する個別分野に関するガイドラインを含む） 

・個人情報について認定基準のセキュリティ基準にもとづき、安全管理措置

を講じ、セキュリティ体制を整備した上で維持・管理を行うこと 

・善管注意義務にもとづき、個人情報の管理・利用を行うこと 

・対象とする個人情報及びその取得の方法、利用目的の明示 

・個人情報の第三者提供を行う場合の提供先第三者及び利用目的に関する

適切な判断基準（認定基準に準じて判断）の設定・明示 

・個人情報の第三者提供を行う場合の適切な判断プロセスの設定・明示（例：

データ倫理審査会の審査・承認など） 

・個人情報の提供先第三者及び当該提供先第三者の利用目的の明示 

・個人が自らの情報の提供に関する同意の撤回（オプトアウト）を求めた場

合は、対応すること 

・個人情報の取り扱いの委託を行う場合には、個人情報保護法第 22条に照

らして必要な監督を行うこと 

 

（提供先第三者との関係） 

・個人情報の第三者提供を行う場合、当該提供先からの個人情報の他の第三

者への再提供の原則禁止（※） 

・個人情報の提供先第三者との間での提供契約を締結すること 

・当該契約において、必要に応じて提供先第三者に対する調査・報告の徴収

ができること、損害賠償責任、提供したデータの取扱いや利用条件（認定基

準に準じた扱いを求めること）について規定すること 

 

IT連盟・提出書類（例） 

【5-1】個人との契約関係書類 

【1-8】情報提供先との契約関係書類 

※情報銀行は、個人起点のデータ利活用を推進するために、個人が信頼できる情報銀行に個

人情報の取り扱いを委任することで、個人の情報に対するコントローラビリティを高める

ことを目的とするものであることから、情報銀行から個人情報を提供された第三者による

当該情報の再提供は禁止される（情報銀行は、個人の同意があっても、再提供を行う事業者

に個人情報を提供してはならない）のが原則である。ただし、次のような条件を満たす場合

には、個人のコントローラビリティが確保され、情報信託機能の認定制度の趣旨を損なうも

のではないものとして、例外的に提供先第三者による再提供を認める（情報銀行は、以下の
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条件を満たす場合に限り、再提供を行う第三者に対して個人情報を提供することができる）

ものとする。 

 

・提供元（情報銀行）は、提供先第三者との契約の中で、再提供について以下の条件を求め

ること。 

（１）提供先第三者は、再提供先への提供について、再提供先の業種や事業分類（または

個社名）と、その利用目的、提供する個人情報の項目、再提供先に対する個人情報の

開示等の請求等の窓口を提供元（情報銀行）に報告すること 

（２）個人と提供先第三者との間に契約が締結され、再提供先への第三者提供については、

個人情報保護法第 23条第 1 項に基づき、提供先第三者が個人から同意取得すること 

（３）再提供先からの更なる第三者提供は認められないこと 

・再提供先における個人情報の取扱いが、提供元（情報銀行）を介した個人のコントローラ

ビリティの範囲外であるところ、提供元（情報銀行）は、個人に対して、提供先第三者か

ら再提供先へ当該個人情報の第三者提供を行うこと及び当該再提供先（業種や事業分類で

も可、例：「金融分野のアグリゲーションサービス」）を明示すること。再提供については

個人により選択可能とし、かつデフォルトオフにすることが望ましい。個人が提供元（情

報銀行）側の UI で再提供を可とする場合、個々の再提供先への提供については、提供元

（情報銀行）が個人から同意を取得する必要はない。 

・再提供の必要性、すなわち、個人が提供先第三者及び再提供先のサービスを利用すること

及び提供先第三者において情報銀行から受け取った個人情報について付加や加工をする

ことにより再提供先のサービスが可能・有効となるものであることを前提とする。（例：

金融分野のアグリゲーションサービス等） 

なお、認定団体は、提供先第三者の基準が実質的に遵守されるよう（再提供先のセキュリ

ティ、プライバシーに係る体制を確認する等）確認することが望ましい。 

 

④個人のコントローラビ

リティを確保するための

機能について 

①情報銀行に委任した個人情報の第三者提供に係る条件の指定及び変更 

・提供先・利用目的・データ範囲について、個人が選択できる選択肢を用意

すること(※1) 

・選択を実効的なものとするために適切なユーザーインターフェイス（操作

が容易なダッシュボードなど）を提供すること 

・選択肢及びユーザーインターフェイスが適切に設定されているか、定期的

にデータ倫理審査会などの諮問体制に説明し助言を受けること 

・利用者が個別の提供先、データ項目等を指定できる機能を提供する場合に

は、その旨を明示すること 

②情報銀行に委任した個人情報の提供履歴の閲覧（トレーサビリティ） 

・どのデータがどこに提供されたのかという履歴を閲覧できるユーザーイ
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ンターフェイスを提供すること 

・提供の日時、提供されたデータ項目、提供先での利用状況など、履歴の詳

細を提供する場合は、その旨を明示すること 

③情報銀行に委任した個人情報の第三者提供・利用の停止（同意の撤回） 

・個人から第三者提供・利用停止の指示を受けた場合、情報銀行はそれ以降

そのデータを提供先に提供しないこと 

・指示を受けた以降、既に提供先に提供されたデータの利用が当該データの

提供を受けた提供先で制限されるか否か、制限される場合にはどの範囲で

制限されるかを、あらかじめ本人に明示すること 

④情報銀行に委任した個人情報の開示等 

・簡易迅速で本人の負担のないユーザーインターフェイスにより、保有個人

データの開示の請求（個人情報保護法第 28条に基づく請求）を可能とする

仕組みを提供すること(※2) 

・その他、他の情報銀行や事業者にデータを移転する機能の有無を明示する

こと 

IT連盟・提出資料（例） 

【6-1】上記①から④の機能の提供を示す書類（Web モック画面のキャプチ 

ャ、イメージ図等） 

（※1）選択肢の設定については、本人が第三者提供について判断できる情報を提供する必

要があり、例えば、「上場企業／その他含む」「観光目的／公共目的」のように数の少ない分

類方法から、より個別具体的で数の多い分類方法までが考えられる。 

（※2）例えば、情報銀行を営む事業者が、本人から提供された情報で情報銀行として取り

扱う範囲のデータについては、本人確認によりログインしたサイト上で、一括して閲覧・ダ

ウンロードできる仕組みが考えられる。 

 

⑤責任の範囲について ・消費者契約法など法令を遵守した適切な対応をすること 

・情報銀行は、個人との間で苦情相談窓口を設置し、一義的な説明責任を負

う 

・提供先第三者に帰責事由があり個人に損害が発生した場合は、情報銀行が

個人に対し損害賠償責任を負う 

 

IT連盟・提出資料（例） 

【1-4】15001「A.3.3.2 法令、国が定める指針その他の規範」 

【6-2】15001「A.3.6 苦情及び相談への対応」に対応する書類 

【1-8】情報提供先との契約関係書類 
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Ｑ18 諮問体制（データ倫理審査会）について教えてください。 

 

１．諮問体制（ガバナンス） 

データ倫理審査会の諮問体制としては、以下を満たす、社外委員を含む諮問体制を設置す

ることが求められる。 

・ 構成員の構成例：エンジニア（データ解析や集積技術など）、セキュリティの専門家、

法律実務家、データ倫理の専門家、消費者等多様な視点でのチェックを可能とする多様

な主体の参加・データ利用に関する契約や利用方法、提供先第三者などについて適切性

を審議し、必要に応じて助言を行う 

・ 情報銀行は定期的に諮問体制に報告を行うこと、諮問体制は、必要に応じて情報銀行に

調査・報告を求めることができる、情報銀行は当該求めに応じて、適切に対応すること 

 

２．データ倫理審査会における審議の考え方 

情報銀行は、個人の代理として、個人が安心して自らに関する情報を預けられる存在であ

ることが期待される。このため、利用者たる個人の視点に立ち、適切な運営が確保される必

要がある。このため、データ倫理審査会は、情報銀行の事業内容が個人の利益に反していな

いかという観点から審議を行う。 

（例） 

・ 個人によるコントローラビリティを確保するための機能が誤解のないユーザーインタ

ーフェース（ＵＩ）で提供されているか 

・ 個人の同意している提供先の条件について、個人の予測できる範囲内で解釈されて運

用されているか 

・ 個人にとって不利益となる利用がされていないか／個人に対し個人情報の利用による

リスクが伝えられているか 

・ 個人にとって高いリスクを発生させる恐れがある場合には、GDPR で義務づけられてい

る DPIA（データ保護影響評価）を参考にすることも考えられる 

 

 具体的には、情報銀行事業について、以下の事項についてその適切性を審議し、必要に応

じて助言を行う。 

・ 個人と情報銀行の間の契約の内容 

・ 情報銀行の委任した個人情報の利用目的 

・ 個人による情報銀行に委任した個人情報の第三者提供に係る条件の指定及び変更の方

法（ユーザーインターフェース：ＵＩ） 

・ 提供先第三者の選定方法 

・ 委任を受けた個人情報の提供の判断 

３．運営方法 
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・構成員及び（必要な範囲の）議事録は公開する。 

・必要に応じ情報銀行に調査・報告を求めることができる。 

 

 

出所：「情報信託機能の認定に係る指針 ver2.0」 
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Ｑ19 情報信託機能のモデル約款の記載事項について教えてください。 

 

１．個人情報の提供に関する契約上の合意の整理 

情報信託機能を提供する「情報銀行」のサービスについて、債権債務の内容や情報銀行の

責任範囲を明確化するため、個人と情報銀行の間を委任関係に関する契約上の合意と整理

する。 

「委任関係」とは、個人に代わって妥当性を判断の上、個人情報を適正に管理･利用（第

三者提供含む）することについて、個人が情報銀行に委任する関係とする。 

このような委任関係を、より個人のコントローラビリティを確保した、消費者個人を起点

としたサービスの実現に資するものとするため、個人への便益や委任の内容などの具体的

合意条件を契約関係として整理する標準的な契約条項を「モデル約款の記載事項」として示

す。 

その際、委任関係の内容を契約等でわかりやすく整理し、個人情報保護法上の第三者提供

においても有効な包括的同意(又は個別的同意)が取得できるよう整理することが重要。 

 

出所：「情報信託機能の認定に係る指針 ver2.0」 

 

２．未成年等の制限行為能力者が情報銀行を利用する場合 

情報銀行が対象とする個人が未成年者等の制限行為能力者である場合には、契約の締結

と、情報銀行との間の同意等の手続きについては、それぞれ法令に照らし、適切な者が行う

必要がある。 
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・ 第三者提供・利用目的の変更の同意については、個人情報保護法上の「本人の同意」と

して同意を得るべき者が行う。 

・ 契約については、制限行為能力者に関する法律の規定に従い、同意権者の同意に基づい

て本人が契約を締結することや、法定代理人が本人に代わって契約を締結することが

必要となる。 

 

２．モデル約款の記載事項 

・ モデル約款の記載事項を踏まえ、認定団体において、モデル約款を策定する。 

・ 認定を受ける情報銀行は、当該モデル約款の記載事項に準じ、認定団体が策定するモデ

ル約款を踏まえた契約約款を作成する。 

（１）個人と情報銀行の間 

①目的 

個人からの委任にもとづき、個人情報を含む個人のデータを当該個人の利益を図るため

に適正に管理・利用（第三者提供を含む）する「情報銀行」の事業について定めること 

②定義 

本委任契約の対象となる「個人情報」には「要配慮個人情報」は含まない 

③情報銀行の行う業務範囲 

情報銀行は、個人に代わって当該個人データについて、当該個人の合理的利益が得られる

ような活用手法、情報提供先の選定、第三者提供、個人データの維持・管理、業務の適切な

提供・改善のための利用などを行う。（情報銀行は、それぞれが行う業務の内容、便益、デ

ータ範囲などを明記。またその活用によって個人に不利益が生じないよう配慮すること） 

④情報銀行が担う義務 

（事業全体） 

・ 個人情報保護法に定める義務を遵守すること 

・ 個人情報について安全管理措置を講じ、セキュリティ体制を整備した上で維持・管理を

行うこと 

・ 善管注意義務にもとづき、個人情報の管理・利用を行うこと 

（個人情報の取扱い） 

・ 対象とする個人情報及びその取得の方法、利用目的の明示 

・ 個人情報の第三者提供を行う場合の提供先及び利用目的についての判断基準（認定基

準に準じて判断）の明示（提供後に適切なセキュリティの下でデータ管理が行われるこ

とを判断基準に含める） 

・ 個人情報の第三者提供を行う場合の判断プロセスの明示（例：データ倫理審査会による

審査・承認） 

・ 個人情報の第三者提供に関する同意の取得方法の明示 

・ 個人情報の提供先第三者及び当該提供先第三者の利用目的の明示 
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・ 個人が自らの情報の提供に関する同意の撤回（オプトアウト）を求めた場合は、対応す

ること 

・ 情報銀行の行う事業による便益（一般的便益に加え、具体的事業内容にてらした便益を

含む）の明示 

・ 個人情報の取り扱いの委託を行う場合には、個人情報保護法第 22条に照らして必要な

監督を行うこと 

・ 個人情報の取り扱いの委託を行う場合には、個人情報保護法第 22条に照らして必要な

監督を行うこと 

（提供先第三者との関係） 

・ 個人情報の第三者提供を行う場合、当該提供先からの個人情報の他の第三者への再提

供は原則禁止する 

・ 個人情報の提供先第三者との間での提供契約を締結すること 

・ 当該契約において、情報提供先にも、認定基準に準じた扱い（セキュリティ基準、事業

内容等）を求めること 

・ 当該契約において、必要に応じて提供先第三者に対する調査・報告の徴収ができること

を記載すること 

・ 当該契約において、提供先は適切な情報管理体制を構築していることを要求すること 

⑤プライバシーポリシーの適用 

・情報銀行は当該情報銀行が定め公表しているプライバシーポリシーで定める内容を遵守

すること 

⑥情報銀行の機能について 

個人が情報銀行に委任した情報の取り扱いについてコントロールできる機能の明示（下記

の機能に加え、その他の機能があれば、それを示すこと） 

・ 情報銀行に委任した個人情報の第三者提供に係る条件の指定及び変更 

・ 情報銀行に委任した個人情報の提供履歴の閲覧（トレーサビリティ） 

・ 情報銀行に委任した個人情報の第三者提供・利用の停止（同意の撤回） 

・ 情報銀行に委任した個人情報の開示等 

⑦個人の指示に基づいて、個人情報を情報提供元事業者から情報銀行に移行する場合は、個

人は、情報提供元事業者との間で、事前に情報の移行に関する了承を得ること（個人から

の依頼に基づき、情報銀行が情報提供元事業者に情報の移行に関する了承を得ることを

含む） 

⑧個人は情報銀行が委任内容を適切に運営できるよう、情報銀行から必要に応じて確認な

ど求めがあった場合（※）には適切に対応につとめること 

※過剰な内容の求めとならないよう留意すること 

⑨相談窓口 

・情報銀行は個人からの相談への対応体制を設けること 
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⑩重要事項の変更 

・ 個人情報の取得・提供などに関する約款内容に重要事項に変更がある場合には、事前通

知を行うこと、同意を得ること 

⑪損害賠償責任 

・ 消費者契約法など法令を遵守した適切な対応をすること 

・ 情報銀行は、個人との間で苦情相談窓口を設置し、一義的な説明責任を負う 

・ 提供先第三者に帰責事由があり個人に損害が発生した場合は、情報銀行が個人に対し

損害賠償責任を負う 

⑫事業終了時、事業譲渡時、契約解除時の扱いについて 

・ 情報銀行に関する事業を終了、譲渡する又は、契約解除を行う場合の対応、個人情報の

取り扱いについて規定すること 

⑬準拠法など 

・ 裁判管轄を日本の裁判所とし、準拠法を日本法とする 

 

（２）情報銀行と情報提供元との間 

①提供されるデータの「形式」「提供方法」等に関する規定（例：情報提供元が保有する個

人情報を情報銀行が取得する場合は、当該情報提供元から取得する場合や個人が情報提

供元からダウンロードし情報銀行に提供する場合などにおける仕組みや手法などを含む） 

②情報銀行側における情報の利用範囲や取扱条件の制限に関する規定（個人と情報提供元

との間に事前に情報の移行に関する了承がある場合、又は、個人からの依頼に基づき情報

銀行が情報提供元に情報の移行に関する了承を得る場合の規定） 

③情報銀行は情報漏えい等のインシデント発生時には、速やかに情報提供元へ通知するこ

と 

④情報漏えいの際の原因究明に向けた、情報提供元と情報銀行との協力体制などに関する

規定、損害賠償責任に関する規定 

⑤情報提供環境のセキュリティ要件(ネットワーク経由でデータ提供する場合の VPNの設定

等)に関する規定 

 

（３）情報銀行と情報提供先の間 

①提供されるデータの「形式」「提供方法」等に関する規定 

②情報提供先における情報の利用範囲や取扱条件の制限に関する規定（個人から同意を得

ている利用目的の範囲内での活用、認定基準に準じたセキュリティ体制、他の第三者への

再提供の禁止、加工した情報の取扱い等） 

③情報銀行から提供する情報が匿名加工情報である場合には、情報提供先に対しこの旨を

明示すること 

④②の履行に関する情報銀行の確認・調査への協力に関する規定 
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⑤情報提供先は情報漏えい等のインシデント発生時には、速やかに情報銀行へ通知するこ

と 

⑥情報漏えいの際の原因究明に向けた、情報提供先と情報銀行との間の協力体制などに関

する規定、損害賠償責任に関する規定 

⑦情報提供環境のセキュリティ要件(ネットワーク経由でデータ提供する場合の VPNの設定

等)に関する規定 
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Ｑ20 認定団体における認定スキームについて教えてください。 

 

１．認定団体における認定スキーム 

 指針 ver2.0では、認定団体について、以下の事項が求められています。 

１）認定団体の適格性 

・独立性、中立性、公平性などが担保されていること 

２）認定する際の審査の手法 

・認定を申請する情報銀行（申請事業者）による申請フォーマットの入力（なお、認定は、

事業者単位／事業単位いずれでも申請を受け付けることとし、申請の対象となる事業の

範囲は申請事業者側が定義する） 

・申請フォーマットにもとづいた、事務局によるヒアリング、有識者を構成員とする認定委

員会による審査 

・認定料の設定・認定の有効期間（２年間）、更新手続きの設定 

３）認定証について・認定団体が情報銀行を認定した場合、認定団体名が明記された認定証

を交付する 

・認定を受けた情報銀行（認定事業者）は当該認定証を HPなどで提示する（認定申請時に、

認定を受ける業務範囲を限定した事業者は、認定証の提示は当該認定を得た事業範囲の

みとする） 

・認定団体は、認定事業者リストを HPなど含めて掲示する 

・認定団体は認定を受けていない事業者（認定を取り消された事業者、更新期限を超過した

事業者を含む）が認定証を無断で使用していることが判明した場合は、適切な対応をする

こと 

４）認定事業者が認定内容に違反した場合、個人情報漏洩が起こった場合の対応 

・認定基準に違反した場合は、認定の留保、一時停止、停止、認定の取り消し、事業者名の

公表などを含めて検討し、第三者委員会（監査（諮問）委員会）に諮問、判断 

５）認定団体と認定事業者との間の契約 

・認定団体と認定事業者との間で契約を締結する 

・当該契約には、認定基準を遵守すること、更新手続き、認定基準違反時の対応、認定団体

が認定事業者に対して、認定などに必要となる検査、報告徴収などできるようにすること

などが含まれる 

６）認定団体の運用体制・認定団体が責任ある認定を行うことができるよう、以下の体制を

備える 

・事務局・認定委員会・苦情等窓口 

･第三者組織（監査諮問委員会）（有識者、消費者、セキュリティ専門家などを含む構成とす

る） 
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出所：「情報信託機能の認定に係る指針 ver2.0」 

 

２．一般社団法人日本 IT団体連盟の「情報銀行」認定制度 

（１）IT連盟の認定制度 

日本 IT団体連盟（以下「IT連盟」という。）による「情報銀行」の認定制度は、「情報信

託機能の認定に係る指針」（総務省・経済産業省「情報信託機能の認定スキームの在り方に

関する検討会」）および同指針を踏まえて IT 連盟として策定した情報セキュリティ対策や

プライバシー保護対策等に関する認定基準に適合していることを審査するものである。当

該認定を受けた「情報銀行」事業者およびサービスは、安心・安全な「情報銀行」として、

消費者がその個人情報を信頼して託せられる「情報銀行」であることをアピールすることが

可能になる。 

なお、IT 連盟における認定は あくまでも任意のものであり、認定を受けることが「情報

銀行」に関する事業を行うために必須ではない。 

(ア) 指針への準拠 

認定基準は、総務省・経済産業省「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」

が制定した「情報信託機能の認定に係る指針」に準拠している。 

(イ) 認定の前提条件 

申請には、プライバシーマークまたは ISMS認証（これらがない場合は、FISC等の第三者

監査による同等の認証）が必須となる。 
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(ウ) 審査の方法 

書類による審査が原則である。ただし、プライバシーマークまたは ISMS認証が未取得で

あったり、データセンターの第三者監査等による安全性が確認できない場合には、現地審査

を実施する。 

(エ) 認定の対象 

事業者(法人)、サービス(事業)の いずれも認定の対象としている。 

(オ) 認定の種類 

認定の種類として『通常認定』と『P認定』の 2つがある。 

・ 『通常認定』は、「情報銀行」サービス実施中の事業を対象に、計画、運営・実行体

制が認定基準に適合し、かつ見直しを継続して行うことで、安心・安全なサービスを

提供しているサービスであることを認定するものである。当該事業運営の中で、PDCA

を廻して継続的改善を図る「マネジメント運営」を審査・認定する。 

・ 『Ｐ認定』は、「情報銀行」サービス開始に先立ち、計画、運営・実行体制が認定基

準に適合しているサービスであることを認定するものである。サービス開始後に、運

営・実行、改善を行い、『通常認定』の取得が条件となる（P認定の更新は不可）。 

 

〇「情報銀行」認定マーク 

「情報銀行」認定マークは、指針 ver1.0を踏まえて日本 IT団体連盟が策定した、国際水

準（ISO/IEC 29100 (JIS X 9250) 等）のプライバシー保護対策や情報セキュリティ対策等

に関する認定基準に適合しているサービスを示すものである。そのため、「情報銀行」認定

を受けたサービスや事業者においては、安心・安全な「情報銀行」として、消費者個人がそ

の個人情報を信頼して託せるサービスや事業者であることをアピールすることが可能とな

る。 

また、プライバシーポリシーの約款化といわゆる「データ倫理審査会」の設置を条件とし

た「情報銀行」認定は、民事上の執行力の付与と倫理的観点からのパーソナルデータの利活

用の担保という２つの側面において、国際的にもリードできる自主基準となっている。 

「情報銀行」認定マークは、「信頼性のあるパーソナルデータ管理サービス」を示す英語

“Trusted Personal Data Management Service”の頭文字である“T”、“P”、“D”、“M”

及び“S”の 5文字を組み合わせ、「信頼」を構成する「解けない堅牢さ」を表現している。

また、線の太さを全て統一することで、公正中立な審査により付与される証明であることを

表している。 

なお、P 認定は、通常認定（開始されている「情報銀行」サービスの PDCA によるマネジ

メント実施状態に対する認定）と異なり、ロゴタイプ部分のみが薄いマークとなっている。  
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通常認定の場合 P認定の場合 

1901AA01000（数字：認定更新回数を表す） 1901AA01000（P：P認定を表す） 

 

  標準文字（T.P.D.M.S）およびロゴマークについては、日本 IT団体連盟が出願中の商標

（商願 2019-029998 TK-29890 /商願 2019-029999 TK-29891）になる。 

 

(カ) 認定 

認定を受ける事業者と IT連盟との間で契約を締結し、認定証および認定マークを交付す

る。 

・ 消費者に、個人情報を信頼して託せる事業者であることをアピールできる。 

・ 認定マークは、当該契約により、IT 連盟が定めたルールに則り、使用しなければなら

ない。 

・ 認定の有効期限は 2年間。それ以降は 2年ごとに更新を行うことができる。 

・ 認定期間中は、1 年ごとのサーベイランス審査を実施する。認定基準への欠格事項が発

覚した場合等は、「注意」「認定の一時停止」「保留」「取り消し」の対応を行うことがあ

る。 

(キ) 認定された事業者・サービスの公表 

消費者が認定を受けた事業者およびサービスを確認できるように、また認定マークの不

正利用の防止のため、認定された事業者およびサービスを、IT 連盟のホームページ等で公

開する。 

(ク) 認定にかかる費用/本申請から認定までの期間 

審査料：70万円～/件（お見積） 

※ プライバシーマークまたは ISMS認証取得等の有無、現地審査の有無等によって変動。 

認定料：50万円/件・2年間有効 

期間：4ヶ月程度 

※現地審査の有無、質疑応答、申請受付の過多等によって変動する。 

（事前申請受付後に、認定事務局からおおよその期間を提示する） 

(ケ) 認定基準の移行対応 

認定基準（「『情報銀行』認定申請ガイドブック」、「モデル契約・約款」）がバージョンア

ップした際には、下記の対応を実施する。 

 

①新たな認定基準による審査の運用開始はガイドブック Ver2.0の公開日からとする 

②ガイドブック Ver.2.0の公開日から 6ヶ月間は「併用期間」として、ガイドブック Ver.1.0、

ガイドブック Ver.2.0 何れかの基準を選択して、認定申請をすることができる 

③併用期間の終了から 2年間を「移行期間」とし、移行期間の終了日をもってガイドブッ
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ク Ver.1.0 の適用が廃止となり付与された認定が無効になるため、終了日までにガイ

ドブック Ver.2.0 での更新認定取得が必要となる 

③ ガイドブック Ver.1.0 で申請した審査の継続中に併用期間を過ぎた場合であっても、ガ

イドブック Ver.2.0への変更はできない。この場合は、ガイドブック Ver.1.0で認定を

取得した後、移行期間内にガイドブック Ver.2.0 での更新審査を受けてガイドブック

Ver.2.0への移行を完了する必要がある 

 

（２）認定の運用スキーム 

「情報銀行」認定に関するスキームについては、「情報信託機能の認定に係る指針」及び

JIS Q 17065（ISO/IEC17065）｢適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関

に対する要求事項」を踏まえ、「情報銀行」認定における独立性、中立性、公平性などを担

保しつつ、責任ある認定を行うことができるガバナンス体制で運用している。 

① 最高責任者 

認定機関を代表し、認定制度の企画立案及び認定業務等による「情報銀行」推進等認定機関

の運営に関する責任を有する。 

② 推進責任者 

認定業務、問合せ・苦情等対応業務及び普及促進業務等「情報銀行」推進に関する責任を有

する。 

③ 総括責任者 

認定業務並びに申請事業者及び消費者個人等からの問合せ・苦情等対応業務を総括し、執行

の責任を有する。 

④ 認定事務局 

下記担当者で構成され、認定業務を実施する。 

運用担当：認定業務運営における品質維持等を行う。 

業務担当：申請受付、認定証発行等を行う。 

認定担当：認定判定用報告書の作成等を行う。 

審査担当：書類審査等、審査計画書及び審査報告書の作成等を行う。 

内部監査担当：認定業務運営について内部監査を実施する。 

⑤ 認定委員会 

上記④の認定判定用報告書等により認定基準への適合性評価、認定判定を行う。（利害関係

者の申請には、当該認定委員は関わらない） 

⑥ 苦情等相談窓口 

申請事業者及び消費者個人等からの問合せ・苦情等対応を行う。 

⑦ 制度担当 

指針 ver1.0の見直し等を踏まえた認定制度の企画立案等の検討を行う。 

⑧監査諮問委員会 
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認定機関の運営に関する公平性等の監査諮問を行います。 

※④⑤⑧においては、申請者の利害関係者は、当該審査・認定業務には関わらない。 

 

（３）認定を受けた事業者・サービス 

 これまで「通常認定」を受けた事業者はなく、「P認定」を受けた事業者が３事業者ある。 

 

ア フェリカポケットマーケティング株式会社（地域振興プラットフォーム（仮称）） 

（認定日：2019年６月 21日、認定の有効期間：2019年７月７日～2021 年７月６日） 

（P認定：認定番号： 1901AB01110（P）） 

① サービス事業内容 

・地域の活性化に貢献する「地域のための情報銀行」を目指す。 

地域の産学官民が、地域の情報をオープンに有効利活用し、地域の活性化のための新しい

付加価値サービスを創出できるような「地域振興プラットフォーム（仮称）」機能を担う

ことを目指す。 

・利用者は、地元店舗などから有益でお得な情報やクーポン・ポイント等が提供される。 

・利用者は、本人の個人情報をだれが、どのように保有し、どのように利用されているかの

情報を閲覧が可能であり、本人の意思で削除・修正ができる。 

② スキーム 

・ 個人の個人データは、提供先（加盟店）に物理的に移転せず情報銀行内に保管される。 

・ 提供先（加盟店）からの個人データの取扱いの委託により、情報銀行が加盟店名義のク

ーポンを発行し、個人に付与する。 

・ この際、提供先（加盟店）は、情報銀行に保管されている個人データへの直接のアクセ

ス権限を持たない。 

 

イ 三井住友信託銀行株式会社（「データ信託」サービス（仮称）） 

（認定日：2019年６月 21日、認定の有効期間：2019年７月８日～2021 年７月７日） 

（P認定：認定番号： 1901AA01110（P）） 

① サービス事業内容 

個人の顧客からの委任に基づき、お客さまの個人情報を適正に管理及び利用することで

顧客個人に便益を還元していくことを目的としたサービス。 

 

ウ．株式会社 J.Score（情報提供サービス（仮称）） 

認定日：2019年 12月 24日 

 

① サービス事業内容 

同社の AIスコアを取得された個人顧客が、自身の意思で能動的に登録済のデータを企業
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へ提供することで、情報提供料や特典等の対価を受領することができるサービス 

同社の既存サービス（AIスコア、AIスコアレンディング、AIスコアリワード）とは別のサ

ービス。 
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Ｑ21 既に行われている情報銀行サービスについて教えてください。 

 

１． 株式会社マイデータ・インテリジェンス（MEY） 

（１）会社概要 

 2018年９月、株式会社電通テック（株式会社電通の子会社）が、株式会社マイデータ・イ

ンテリジェンスを設立し、同社において情報銀行のプラットフォーム「MEY」を立ち上げた。 

2019年７月から、マイデータバンク「MEY」アプリの提供で、生活者ご自身がパーソナル

データを収集し、様々な場面での利便性やメリットを享受できるサービスの提供を開始し

た。 

（２）サービスの内容 

 マイデータ・バンク「MEY」は、自身の許諾管理のもと、個人の情報（マイデータ）で便

益（リワード）を得られる、新しいサービスである。 

 

（３）「MEY」アプリでできること 

①企業からオファーを受ける 

個人の情報（パーソナルデータや画像データなど）を活用したい企業からオファーが届く。 

 

② マイデータの提供 

データの利用目的や返礼（リワード）を確認し、気に入ったオファーだけにマイデータの提

供ができる。データ提供履歴からは一度許諾したオファーの許諾取消も可能。 

 

③ 返礼の受け取り 

提供したマイデータの返礼として、ポイントや電子マネー、お得な情報が受け取れる。 

 

④ ID 管理機能 

いろいろなサービスの、忘れがちな ID・パスワード管理も「MEY」アプリ 1つで管理できる。 

 

 

（４）マイデータを管理・活用する３つのメリット 

①データ提供のお礼がもらえる 

あなたから預かったデータは、マイデータ・バンク「MEY」が暗号化して安全に保管。その

後、あなたの承諾を得た上で、リクエストのあった第三者（企業などの他の事業者）に提供

する。企業からは、あなたがデータを渡したお返しとして、現金やポイント、仮想通貨、ク

ーポンなどの対価が支払われたり、ディスカウントやプレゼントなどのサービスが提供さ

れる。 
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②面倒な手続きも、ラクラクこなせる日がすぐそこに！ 

例えば損害保険請求や、毎年の確定申告、引っ越し時の住所変更に関わる手続きなどは、あ

ちこちから書類を取り寄せる必要があり、手間と時間がかかるもの。そんな煩わしい作業を

スムーズに処理できるサービスを、今後、マイデータ・バンク「MEY」で提供していく予定

です。あなたの貴重な時間は有効に使えて、生活がもっと楽しく、快適に。企業側から見て

も、正確なデータを直接流通させることで電子処理が進み、コストや人員の削減が可能にな

ります。どちらにとってもメリットの大きいサービスの導入にご期待ください。 

③さまざまなシーンで、自分のデータが活用できる社会に！ 

例えば旅先で急病に罹ったら…。遠出のドライブで事故に遭ったら…。そんな緊急の場合で

も、マイデータ・バンク「MEY」がお役立ち。手元にカルテや保険証書がなくても、「MEY」

に登録した医療や検診、保険などのマイデータから、必要な情報をどこにいても取り出せる

ように。ほかにも、「MEY」にあなたの趣味嗜好や日常の行動、生活スタイルなどを幅広く登

録することで、みなさん一人ひとりにカスタマイズされた最適な情報を受け取ることがで

きるようになります。 ショッピングや外食、旅行、観劇、健康情報などなど、よりパーソ

ナライズ（あなたに最適化）されたサービスを、“誰でも”“いつでも”“どこにいても”簡

単に入手することが可能になる社会を、マイデータ・バンク「MEY」は目指しています。 

（５）MEYの情報セキュリティ 

・ MEY ではお客様を特定できる個人情報を国内金融機関でも利用されているセキュリテ

ィ技術を用いて管理している。 

・ お客様から信託いただいた個人情報は厳重なセキュリティで管理している。 

・ 情報漏えいした場合独立行政法人 情報処理推進機構 IPA 等が発行するガイドライン

に基づいて当社が策定した運用ルールに則って対応する。 

 


