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プライバシーポリシー作成のためのガイドライン 
 
第一章 総則 
１． ガイドライン作成の目的 

本ガイドラインは、インターネット広告ビジネスのために収集されるプライバシー情

報について、個人情報保護法および関連省庁のガイドラインを参考に会員各社がその

取扱基準およびプライバシーポリシーを整備する際の要点を提示し、消費者および広

告主が安心してインターネット広告を利用することができるような環境を整えてい

くことを目的とする。 
 

[解説] 
・ 会員各社はプライバシーポリシーを策定し、対外的に公表するとともに、

対内的には、ポリシーを実現するための社内規程やマニュアルを作成し、

実行するということが必要である。 
 
 
２． 本ガイドラインの対象 

本ガイドラインはインターネット広告を通じて収集される第二章に定める範囲のプ

ライバシー情報を対象とする。媒体各社が消費者から自社のサービスを通じてプライ

バシー情報を収集する場合には、それぞれのサービスの特性等に応じて各社が必要な

基準を定めるものとし、本ガイドラインの直接の対象とはしないものとする。 
 

[解説] 
・ 新たな形態のビジネスの発生によってプライバシー保護の観点から新たな

問題が将来発生する可能性が生じた場合には、当該部分について本ガイド

ラインに包含すべきかどうか検討するものとする。 
 
 
３． プライバシーポリシーの構成 

プライバシーポリシーには次のような事項が含まれていることが望ましい。 
（１）プライバシーポリシーが適用される範囲 
（２）個人情報の利用目的 
（３）個人情報を第三者に開示する場合について 
（４）個人情報に関する問い合わせ窓口（手続き） 
（５）開示等の請求方法および手数料 
また、個人情報の取り扱いに関して具体的にどのような保護施策を講じているのかに

ついての概要等を記載しておくことも消費者への情報提供という観点からは検討に
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は値する。 
 
 
第二章 定義 
・ 本ガイドラインで扱う個人情報の範囲 

プライバシー情報とは個人情報保護法（以下「法」という）に定める個人情報（生存

する個人に関する情報であり、特定の個人を識別可能なものを言い、氏名、住所、電

話番号等を含む）並びに特定の個人と結びついて使用されるメールアドレス、ユー

ザーＩＤ、パスワード、クレジットカードなどの情報およびそれらと一体となった趣

味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報をいう。 
本ガイドラインで取り扱うプライバシー情報は、上記のうち消費者が懸賞応募やメー

ルマガジン購読等のために会員各社に登録を行った情報（以下、「登録情報」という）

をその範囲とする。 
また、登録情報以外でも、顧客番号、クッキー情報など、個人が自己に関する情報で

あって、みだりに扱われるとプライバシーを侵害されたと認識する可能性がある情報

も本ガイドライン中で取り扱いについて記載する。 
 

[解説] 
・ メールアドレスの中には、フリーメールアドレスのように実質的に本人特

定が難しいものがある。しかし、このアドレスを用いて特定の個人に情報

を届けることができるという点において、何ら他のメールアドレスと変わ

らない。会員各社はこうした点を考慮し、メールアドレスそれ自身をプラ

イバシー情報として扱うべきである。 
 
 
第三章 プライバシー情報の取得、利用、提供等 
１． 登録情報の適正な取得 

登録情報を取得する場合には、適法かつ適正な方法で行わなければならない。 
 

[解説] 
・ 登録情報以外でもプライバシー情報の不正な取得を禁止する（例えば、第

三者への提供について法の定めを遵守していない事業者などから個人情報

を取得するのは厳禁としたり、第三者提供を受ける場合は、当該第三者提

供が適法かつ適正なものであることを確認することなど）。 
・ 会員各社は登録情報とその利用目的に応じ、登録情報の取得時にあらかじ

め消費者本人に本人確認の手順、方法を明示しなければならない。 
・ 15 歳未満の子供から親権者の同意なく個人に関する情報をみだりに収集し
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ないように留意する必要がある。 
※ 15 歳という年齢は、民法上単独で養子縁組などの身分行為を行うことができる年齢

とされているものであり、義務教育の修学年齢であることなども併せて考えると社

会的常識からもこの年齢に達するまでは登録情報について自ら管理できる能力が充

分にはないと考えることができるものとして設定した。 

 
 
２． 利用目的の定め方 

登録情報を収集する場合には、会員各社が提供するサービス目的に応じて必要性を充

分に吟味のうえ、収集する情報の範囲、利用目的を明確に定めるものとし、必要のな

い登録情報を収集しないようにする。また、消費者に対しては収集する情報の範囲、

利用目的を取得の際に明示するほか、通知または公表するものとする。 
 

[解説] 
・ 郵便物を送るなどの必然性がないなら住所まで取る必要はない（例えば地

域分布を知りたければ都道府県レベルに止めるなど）。また、登録時点の年

齢分布を調べるだけの目的であれば、年齢か生年を聞けば良いのであって

誕生日まで取る必要はない。 
・ 利用目的の特定にあたっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定する

のではなく、個人情報取扱事業者において最終的にどのような目的で個人

情報を利用するかを可能な限り具体的に特定する必要がある。なお、あら

かじめ個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目

的においてその旨特定しなければならない。 
・ 「明示」とは、消費者本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、

事業の性質および個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合

理的かつ適切な方法によらなければならない（ネットワーク上において個

人情報を取得する場合は、消費者本人が送信ボタン等をクリックする前等

にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に 1 回程度の操作でページ

が遷移するように設定したリンクやボタンを含む)が消費者本人の目にとま

るようその配置に留意するなど）。 

 
 

３． 登録情報の利用 
取得した登録情報は消費者本人に対してあらかじめ明示した目的の範囲内（当該目的

の範囲内であると合理的に認められる範囲を含む※）でのみ利用するものとする。クッ

キー情報などの利用も同様とする。 
なお、あらかじめ明示した利用目的と関連性があると合理的に認められる場合には利
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用目的を変更することができる。ただし、その場合は変更後の利用目的について消費

者本人に通知あるいは公表しなければならないものとする。 
また、消費者本人に対してあらかじめ明示した目的の範囲を超えて登録情報等を使用

する場合には事前に適切な方法で消費者本人からの同意を得るものとする。 
 

※ 定款等に想定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される消

費者本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度

に特定されている場合や、業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場

合など。 
 

[解説] 
・ 「あらかじめ明示した利用目的と関連性があると合理的に認められる範囲」

とは、社会通念上消費者本人が想定することが困難でないと認められる範

囲であり、利用目的で示した個人情報を取り扱う事業の範囲を超えての変

更は、あらかじめ本人の同意なく行うことはできない。 
・ 「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質および

個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方

法によらなければならない（例えば電子メールを送信することなど）。 
・ 「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること（国民一般その他不特

定多数の人々が知ることができるように発表すること）をいう。ただし、

公表に当たっては、事業の性質および個人情報の取扱状況に応じ、合理的

かつ適切な方法によらなければならない（例えば自社のウェブ画面中の

トップページから 1 回程度の操作で到達できる場所へ掲載するなど）。 
・ 懸賞応募などで、応募の当否等結果の連絡をすることのみを利用目的とし

て取得したメールアドレスに広告メールを送るような場合は目的外利用に

該当する。広告メールの送信を目的とするなら、当初からその旨明示し、

消費者本人の了解を得るべきである。説明していなかった広告メールの送

信等を行う場合は目的外利用にあたるので、改めて消費者本人から広告

メール送信についての同意を取る必要がある。 
＜参考＞ 
同意について（経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経

済産業分野を対象とするガイドライン」） 
「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって

示された取り扱い方法で取り扱われることを承認する旨の当該本人の

意思表示をいう（当該本人であることを確認できていることが前提）。

また、「本人の同意を得る」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該

個人情報取扱事業者が認識することをいい、事業の性質および個人情報
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の取扱状況に応じ本人が同意にかかる判断を行うために必要と考えら

れる合理的かつ適切な方法によらなければならない（例えば、a.本人か

ら同意をする旨のメールを受信すること、b.本人による同意する旨の確

認欄へのチェック、c.本人による同意する旨のウェブ画面上のボタンの

クリック等）。 
・ 消費者本人の同意が得られない場合、第一次的には利用停止だけでよいが、

合理的な理由なく登録情報を保有しつづけることは当該登録情報の漏洩や

目的外利用の危険性を高めるため、利用停止した登録情報は一定の基準を

定めて消去または廃棄することが望ましい。 
・ タイアップ広告や資料請求などで、登録情報を広告主に渡す場合や会員各

社双方と利用する場合には、必ず事前にその旨（当該個人情報が誰によっ

て取得され、その利用目的が何であるのか等）を明示する。この場合、会

員各社は登録情報の取扱ルールを定め、あらかじめ広告主にもその遵守の

了解を得た上で行うものとする。 
 
 
４． 登録情報の第三者への提供 

取得した登録情報を第三者に提供する場合には、次の場合を除いて、あらかじめ消費

者本人の同意を得ることが必要である。なお、業務委託の場合については第三者提供

には該当しない。 
（１） 法律上の義務を履行するために必要な場合（任意提供を含む） 
（２） 消費者の生命、身体、健康、財産等の重要な利益を保護するために必要な場合

であって消費者本人の同意を得ることが困難な場合 
 

[解説] 
・ 懸賞の賞品発送のために宅配業者に住所情報を渡す場合など、利用目的の

遂行のために第三者に委託する場合は、ここでいう「第三者への提供」に

は該当しない。 
・ 取得した登録情報を第三者に提供する場合で、上記(1)、(2)に該当しない場

合は、当該第三者提供についてあらかじめ消費者本人の同意が必要である。 
・ 応募要件を満たしていないにもかかわらず執拗に懸賞に応募する等、意図

的に業務妨害を行う者等が存在した場合にその者の情報について他社に提

供するケースなど、会員各社および消費者の権利、財産やサービス等を保

護するために情報を開示する場合については、消費者にあらかじめその旨

を通知あるいは公表しておくことが望ましい。 
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５． 登録情報の開示等 
消費者本人からの保有個人データの利用目的の通知の求め、開示の求め、内容の訂

正・追加または削除の求め（以下、内容の訂正・追加または削除を「内容の訂正等」

という）利用停止・消去の求め（以下、利用停止・消去を「利用停止等」という）、

第三者提供の停止の求めを受け付けるにあたっては、必ず事前に本人確認を行わなけ

ればならない。なお、上記に応じる手続き（法 30 条 2 項の規定により手数料の額を

定めたときは、その手数料額を含む）および保有個人データの取り扱いに関する苦情

の申し出先についてはあらかじめ消費者本人が知りうる状態（本人の求めに応じて遅

滞なく回答する場合を含む）に置かなければならない。 
 
[解説] 
・ 保有個人データとは個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正等、利用の

停止等および第三者への提供の停止のすべてを行うことができる権限を有

する「個人データ」をいうが、6 ヶ月以内に消去することとなるものは含ま

ない。したがって、期間を区切って 6 ヶ月以内に消去する場合については、

利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除に応じる法律上の義務は

ない。あくまでも、消費者の信頼を確保するという実務的必要性の観点か

ら対応を行うことになる。 
・ 本人確認を含む、登録情報の開示等の手順や消費者本人への通知方法に関

しては、個人情報取扱事業者たる会員各社が実施内容に応じて個別に定め

るものとする。いずれの場合でも、各社は、ID とパスワードによる認証等

適切な方法で必ず本人確認を行い「なりすまし」を防ぐ義務がある。また、

登録情報についての問い合わせ窓口を設置および明示しなければならない。 
・ 個人情報取扱事業者は、消費者本人からの保有個人データの利用目的の通

知の求め、開示の求め、内容の訂正等の求め、利用停止等の求め、第三者

提供の停止の求めについて、その求めを受け付ける方法として以下の事項

を定めることができる。 
ⅰ．開示等の求めの受付先 
ⅱ．開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式等を

含む）の様式、その他の開示等の求めの受付方式（郵送、ＦＡＸで受

け付ける等） 
ⅲ．開示等の求めをする者が本人またはその代理人であることの確認の方

法（ただし、確認の方法は、事業の性質、保有個人データの取扱状況、

開示等の求めの受付方法等に応じ、適切なものでなければならない） 
事例１） 本人の場合（来所）：運転免許証、健康保険の被保険者証、

写真付き住民基本台帳カード、旅券（パスポート）、外国人

登録証明書、年金手帳、印鑑証明書と実印 
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事例２）本人の場合（オンライン）：ID とパスワード 
事例３）本人の場合（電話）：一定の登録情報（生年月日等）、コール

バック 
事例４）本人の場合（送付（郵送、FAX 等））：運転免許証のコピーと

住民票の写し 
事例５）本人の場合（送付（郵便、FAX 等））：運転免許証や健康保険

の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客から受

け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所にあ

てて文書を書留郵便により送付 
事例６）代理人の場合（来所）：本人および代理人ついて、運転免許

証、健康保険の被保険者証、旅券（パスポート）、外国人登

録証明書、年金手帳、弁護士の場合は登録番号、代理を示す

旨の委任状 
ⅳ．保有個人データの利用目的の通知、または保有個人データの開示をす

る際に徴収する手数料の徴収方法 
なお、個人情報取扱事業者が、開示等の求めを受け付ける方法を合理的な

範囲で定めたときで、求めを行った者がそれに従わなかった場合は、開示

等を拒否することができる。 
・ 「本人が知りうる状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含

む）」とは、ウェブ画面への掲載、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行う

こと等、本人が知ろうとすれば知ることができる状態に置くことをいい、

常にその時点で正確な内容を本人の知りうる状態に置かなければならない。 
 
 
a． 登録情報の開示請求 

・ 登録情報に関しては、問い合わせ窓口を設置および明示することで、消費者本人から

の開示要求にすみやかに応えなければならない（登録情報が存在しないときにはその

旨を知らせることも含む）。 
・ 登録情報の開示の方法については、あらかじめ消費者への事前の説明と消費者の同意

が必要である｡ 
・ 以下の項目に該当する場合には、原則、開示要求に応えてはならない。 

（１） 消費者本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するお

それがある場合 
（２） 開示することが法令に違反することになる場合 

・ 登録情報を取得している会員各社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ

がある場合（例えば、同一の消費者本人から複雑な対応を要する同一内容について繰

り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い
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合わせ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼす恐れがある場合な

ど）については必ずしも開示する必要はない。 
 

 
[解説] 
・ 全般に、個人名だけを伝えて「自分に関する情報にはどんなものがあるの

か？」と聞かれても対応はできない。「どのような情報が、どんな形であり

そうなので調べて欲しい」というように、登録情報の種別を特定できるよ

うなことを伝えてもらわないといけない。本人確認と合わせて、窓口には

それなりの対応マニュアルや人の教育訓練が必要になる。 
・ アクセスログなどで、開示をするために膨大な作業等を要し、個人情報取

扱事業者の適正な業務の実施に著しい支障を及ぼすものについては必ずし

も開示の必要はない。 
・ 登録情報の開示の方法については、開示の求めを行った者が同意した方法

が無い限り書面の交付による方法によらなくてはならない（開示の求めを

行った者から開示の方法について特に指定がなく、個人情報取扱事業者が

提示した方法に対して異議を述べなかった場合は当該方法について同意が

あったものとみなすことができる）。 
 
 
b． 登録情報の内容の訂正等および利用停止等 

消費者本人から登録情報が事実ではないという理由で内容の訂正等を求められた場

合には、利用目的の達成に必要な範囲で遅滞なく必要な調査を行い、その可否（訂正

等を行った場合はその内容も含む）を本人に通知する。 
また、利用目的による制限、適正な取得、第三者提供の制限に違反していることが判

明したときは、違反を是正するため必要な限度で原則として利用停止等を行わなけれ

ばならないが、それが困難な場合であって本人の権利利益を保護するために必要なこ

れに替わるべき措置をとるときはこの限りではない。 
 

[解説] 
・ 登録情報の内容の訂正等については、事実と反するという理由に基づく場

合にのみ必要になる。したがって、ユーザーID を本人の希望で変更したい

というような希望事項については、顧客満足度の向上を図るといったよう

な政策的な観点から対応の是非を検討すれば足りる。また、内容の訂正等

は利用目的の範囲内で行えば足り、例えば、懸賞広告の賞品発送完了後に

住所変更になったという理由で訂正を求められた場合や、参考データとし

て関心のある分野などの情報を取得していた場合に、当該項目の訂正を求
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められた場合で統計上誤差の範囲として修正の必要がないケースなどにつ

いては訂正に応ずる必要はない。ただし、その場合には訂正等を行わない

旨を本人に遅滞なく通知しなければならない。 
・ 適正に取得された登録情報であれば、利用停止すればよく必ずしも削除す

る必要はない。しかし、登録情報はあくまでも利用目的の範囲内で使用さ

れることを前提としており、使用をしない登録情報をいつまでも保管して

おくことは「必要のない登録情報は収集しない」という考え方に抵触する

ことになる（第三章２．の解説参照）。 
 
 
第四章 プライバシー情報の管理 
１． 登録情報の安全性の確保 

登録情報の漏洩、滅失、毀損の防止など、安全管理のための措置をとらなければなら

ない。 
また、登録情報は厳重に管理するものとし、紛失、誤用、改変を防止するために、必

要とされる厳重なセキュリティ対策を行わなければならない。また、第三者に情報管

理を委託した場合も同様とし、その場合はさらに業務に対する必要かつ適切な監督を

行わなければならず、当該監督等に瑕疵のあった場合には当該事業者が責任を負うも

のとする。 
 

[解説] 
・ 個人情報取扱事業者は、その取り扱う登録情報の漏洩、滅失または毀損の

防止その他の登録情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的および技

術的な安全管理措置を講じなければならない。その際、登録情報が漏洩、

滅失または毀損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮

し、事業の性質および登録情報の取扱状況等に起因するリスクに応じ、必

要かつ適切な措置を講じるものとする。なお、その際には、登録情報を記

録した媒体の性質に応じた安全管理措置を講じることが望ましい。 
・ 個人情報取扱事業者は安全管理措置を遵守させるよう、従業者に対して必

要かつ適切な監督をしなければならない。 
・ 委託をした場合の「必要かつ適切な監督」には、委託契約において、当該

個人データの取り扱いに関して必要かつ適切な安全管理措置として、委託

者、受託者双方が同意した内容を契約に盛り込むとともに、当該契約の内

容が遵守されていることをあらかじめ定めた間隔で定期的に確認すること

も含まれる。 
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２． クッキー情報、ＩＰアドレスに関して 
クッキー情報、ＩＰアドレスを利用する場合は、その利用方法、利用目的等を消費者

本人に通知あるいは公表するものとする。 
 

[解説] 
・ クッキー情報に関しては、ブラウザの設定により、消費者本人がいやなら

拒否することも可能だが、それによりそのサービスの利用ができない場合

には、その旨も明示した方がよい。クッキー情報の探知やオプトアウトす

る方法はブラウザにより異なる。 
・ クッキー情報などを登録情報と関連付け利用状況を把握する場合などには、

必ずその旨消費者本人に通知あるいは公表しなくてはならない。 
 
 

３． 外部リンクに対する免責に関して 
外部に対してサイト上でリンクを設定する場合、リンク先におけるプライバシー情報

保護管理に対しては会員各社が責任を持つことはできないので、その旨を明示してお

く必要がある。 
 
 
＜今後の課題＞ 

・ 会員各社の実態にあわせ、ガイドラインへの追加要望を受け付けていくものとする。 
・ 法律、政令、その他関連団体の動向に応じて、随時ガイドライン改訂の検討を行う

ものとする。 
・ その他、本ガイドラインは必要に応じて適宜改訂を行っていくものとする。 

 
 


