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Ⅰ. はじめに 
 
平成 25 年 5 月 24 日、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（いわゆるマイナンバー法、以下「番号法」といいます。）が国会におい

て可決・成立し、同月 31 日に公布されました。番号法は段階的な施行が予定されて

おり、平成 28 年 1 月に予定されている番号制度の運用開始に先立ち、平成 27 年 10

月 5 日にその一部が施行され、日本国内の全住民に各自の個人番号が通知されます。 

本ニュースレターにおいては、番号法の概要並びにその投資法人（特に上場投資法

人）及び資産運用会社の業務に対する主な影響について解説します。なお、制度の詳

細すべてを記載しているわけではないことにご留意ください。 

 
Ⅱ. マイナンバー法の概要 
 
番号法に基づく番号制度は、社会保障、税及び災害対策の分野における行政運営の

効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会

基盤として導入されるものです。番号制度の下では、住民票を有する個人全員に 1 人

1 つの番号（個人番号）が通知されます。社会保障、税及び災害対策に関連する書類

に個人番号を記載することで、行政機関にとって所得や他の行政サービスの受給状況

が把握可能となり、また、行政手続の簡素化や国民の負担軽減を図るとされています1。 

このように、個人番号は社会保障、税及び災害対策の行政手続に使用されますが、

                               
1 詳細については、内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度

（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html#m1）をご参照ください。 
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これらに関連する限度で事業者も個人番号を取り扱う必要があります。そして、番号

制度の導入に伴う、特定個人情報（個人番号を含む個人情報をいいます。以下同じで

す。）の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念から、番号法は、個人番号を取

り扱う事業者にも、その収集・保管、利用や提供について一定の制限を課すとともに

（番号法 9 条 3 項、19 条、20 条）、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、

特定個人情報の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置（以下「安全管理措置」

といいます。）を講じる義務等を課しています（番号法 12 条、33 条等）。 

また、番号法及び関係政令に基づき設置された特定個人情報保護委員会は、個人番

号を取り扱う事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針で

ある「特定個人情報の適切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。）を定めています。また、金融機関が行う金融業務においては、

同委員会作成の「（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン」（以下「金融業務ガイドライン」といいます。）が適用されます。 

下記Ⅲ.「投資法人及び資産運用会社の業務に対する影響」記載のとおり、投資法人

及び資産運用会社においても特定個人情報を取り扱うことになると考えられることか

ら、番号制度の運用開始に備えて、番号法及びガイドライン等を踏まえた対応が必要

になります。 

 
Ⅲ. 投資法人及び資産運用会社の業務に対する影響 
 

1．投資法人及び資産運用会社が取得する個人番号 
 
上記Ⅱ．のとおり、個人番号は、社会保障、税及び災害対策の三分野のみで利用

されるとされており、事業者が、番号法に定める手続に必要な限度を超えて、個人

番号を取得することはできません。したがって、投資法人及び資産運用会社が個人

番号を取得する相手は限られていますが、一例としては以下のような場合が考えら

れます。 

 

（1）投資法人の執行役員及び監督役員 

投資法人から報酬を支払う関係で、投資法人が作成する税関係の書類に記載す

るため、執行役員及び監督役員の個人番号を取得する必要があると考えられます。 

 

（2）資産運用会社の役職員等 

資産運用会社は役員に報酬を、職員に給与を支払い、また、職員のために健康

保険等の社会保障関連手続を行う必要があります。したがって、資産運用会社が

作成する税関係、社会保障関係の書類に記載するため、役職員の個人番号を取得

する必要があると考えられます。職員については、パートやアルバイトを含む全

職員の個人番号を取得する必要があると考えられます。また、職員の扶養親族等
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についても取得が必要となる可能性があるため、確認が必要です。 

さらに、資産運用会社に設置されている委員会の外部委員についても、個人番

号の取得が必要になると思われます。 

 

（3）投資法人又は資産運用会社の業務委託先 

投資法人又は資産運用会社が個人に対して業務を委託し報酬を支払う場合、税

関係の書類に記載するため、委託先の個人番号を取得する必要があると考えられ

ます。たとえば、投資法人又は資産運用会社の顧問弁護士や顧問税理士、投資法

人又は資産運用会社が講演・研修を依頼する有識者等が考えられます。 

 

（4）不動産取引の相手方 

投資法人が不動産に関して行う取引の相手方が個人であり、かかる相手方に投

資法人から金銭を支払う場合には、当該取引相手の個人番号の取得が必要となる

場合があります。たとえば、投資法人が個人から不動産を購入する場合が考えら

れます。また、投資法人が個人から不動産を賃貸する場合も考えられます。投資

法人が個人に対して不動産を貸すのではなく、個人から借りるという場面はそれ

ほど多くはありませんが、①底地（の一部）が個人の所有である場合や、②区分

所有建物の専有部分の一部を個人が所有し、残部を投資法人が所有している場合

で、個人から当該専有部分を借り上げて投資法人専有部分と一括して賃貸する場

合などが考えられます。 

 

（5）個人投資主 

上場投資法人においては、個人投資主が多数存在していることが通常です。投

資法人は投資主に対して分配金を支払う関係で、支払調書を作成する必要があり

ますが、その支払調書に個人番号を記載することとなります。ただ、投資法人に

おいては、支払調書の作成事務を一般事務受託者である投資口名簿等管理人に委

託していることが一般的であると思われます。改めて、投資口名簿等管理人との

間で、かかる事務に関する役割分担の確認、覚書等締結の要否の検討、投資口名

簿等管理人における安全管理措置の確認等を行うことが望ましいと考えられます2。 

 
2．投資法人と資産運用会社等の委託先の関係 
 
投資法人が作成するべき書類の作成に関する事務の多くは、従業員を持たない投

資法人ではなく、資産運用会社、一般事務受託者等の委託先の第三者が行うことに

なると考えられますが、これは今後個人番号を記載するべき税関係の書類について

も同様です。個人番号を記載するべき書類の作成事務の委託をする者は、当該委託

                               
2 番号法 19 条 10 号及び番号法施行令 24 条 1 号により、証券保管振替機構が投資主名簿等管理人に

対して個人投資主の個人番号を提供することが認められていますが、かかる提供の条件として安全管

理措置を講ずることが挙げられています。 
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に係る事務において個人番号を含む個人情報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りません（番号法 11 条）。投

資法人はその役員会等を通して上記委託先の第三者に対する監督を従前より行って

いると思われますが、特定個人情報の安全管理が適切に行われているかという観点

からの監督も必要となると考えられます。さらに、必要に応じて当該委託先の第三

者との間で、かかる事務に関する役割分担の確認、覚書等締結の要否の検討、当該

委託先の第三者における安全管理措置の確認等を行うことが望ましいと考えられま

す。 

 
Ⅳ. 特に留意すべきマイナンバー法の規制 
 

番号法及びガイドラインのうち、特に投資法人及び資産運用会社が留意すべきと考

えられる規制について、以下解説いたします。 

 
1．委託（再委託）の取扱い・安全管理措置 
 
（1）委託（再委託）の取扱い3 

個人番号利用事務4又は個人番号関係事務5（以下、併せて「個人番号利用事務

等」といいます。）の全部又は一部の委託を受けた者は、これらの事務を再委託す

る場合には、委託者による再委託の許諾を得る必要があるものとされており（番

号法 10 条 1 項）、また、個人番号利用事務等の委託をした場合には、当該委託に

係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよ

う、当該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

いものとされています（番号法 11 条）6。そして、ガイドライン及び金融業務ガ

イドラインによれば、「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②委

託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結7、③委託先における特

                               
3 ガイドライン第 4-2-(1) 及び金融業務ガイドライン 2-(1)。 
4 「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理す

る者が番号法 9 条 1 項又は 2 項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を

効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいい（番号法

2 条 10 項）、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者

を「個人番号利用事務実施者」といいます（番号法 2 条 12 項）。 
5 「個人番号関係事務」とは、番号法 9 条 3 項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人

の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいい（番号法 2 条 11 項）、個人番号関係事務を処理す

る者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者を「個人番号関係事務実施者」といいま

す（番号法 2 条 13 項）。 
6 委託先は、番号法が求める水準の安全管理措置を講ずるものであり、委託者が高度の措置をとって

いる場合にまで、それと同等の措置を求めているわけではないとされています（特定個人情報保護委

員会作成の「「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）」及び「（別冊）金融業

務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する Q&A」（以下「QA 回答」と

いいます。）3-1）。 
7 委託先と契約を締結するに際して、番号法上の安全管理措置が遵守されるのであれば、個人情報の

取扱いと特定個人情報の取扱いの条項を分別する必要はありません。また、既存の委託契約の内容で、

必要な番号法上の安全管理措置が講じられているのであれば、委託契約を再度締結する必要はありま

せん（QA 回答 3-5）。 
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定個人情報の取扱状況の把握等が含まれます。この点、ガイドライン及び金融業

務ガイドラインにおいては、委託先の選定については、委託者は、委託先におい

て、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じら

れるか否かについて、予め確認しなければならないとされており8、また、委託契

約の締結については、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人

情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、

漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の

返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を

求める規定等を盛り込まなければならないとされています9。 

なお、「委託を受けた者」を適切に監督するために必要な措置を講じず、又は、

必要かつ十分な監督義務を果たすための具体的な対応をとらなかった結果、特定

個人情報の漏えい等が発生した場合、番号法違反と判断される可能性がある点に

留意が必要です10。 

 

（2）安全管理措置11 

番号法 12 条は、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者（以下、

併せて「個人番号利用事務等実施者」といいます。）は安全管理措置を講じなけれ

ばならない旨規定していますが、その具体的な内容についてはガイドラインが定

めています。ガイドラインによれば、事業者は、個人番号及び特定個人情報（以

下、併せて「特定個人情報等」といいます。）の取扱いを検討するに当たって、個

人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報等の範囲を明確にしたうえで、事

務取扱担当者（特定個人情報等を取り扱う事務に従事する従業者12）を明確にし

ておく必要があります。また、これらを踏まえ、特定個人情報等の適正な取扱い

の確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが望まれま

す。さらに、取扱規程等を策定し、特定個人情報等を取り扱う体制の整備及び情

報システムの改修等を行う必要があります。 

なお、取扱規程等については、①取得する段階、②利用を行う段階、③保存す

る段階、④提供を行う段階、⑤削除・廃棄を行う段階ごとに、取扱方法、責任者・

事務担当者及びその任務等について定めることが考えられるとされています。こ

れらについては、下記 2.以下をご参照ください。 

                               
8 具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、その他

委託先の経営環境等が挙げられます。 
9 これらの契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地

の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望ましいとされています。 
10 委託先の監督義務に違反したことを理由とする直罰規定は設けられていませんが、特定個人情報保

護委員会による命令の対象となり、当該命令違反を理由とする間接罰が定められています。 
11 ガイドライン第 4-2-(2)、別添「特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」。金融機関が行う

金融業務においては、金融業務ガイドライン 2-(2)のとおり、金融庁作成の「金融分野における個人情

報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」も遵守することが必要です。 
12 ガイドライン上、「従業者」とは、「事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて

事業者の業務に従事する者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣

社員等を含む。」とされています。 
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2．取得段階のルール 
 
（1）利用目的の特定・通知 

番号法には規定はありませんが、特定個人情報も個人情報の一部なので、ある

個人の個人番号を、個人情報保護法 2 条 3 項に定める個人情報取扱事業者が取得

する場合、その利用目的を特定し、予めその利用目的を公表している場合を除き、

速やかにその特定した目的を本人に通知する必要があります（個人情報保護法 18

条）。 

特定の程度についてですが、ガイドライン及び金融業務ガイドラインでは、「本

人が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に

予想できる程度に具体的に特定する必要がある」とされています13。 

 

（2）本人確認 

個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があ

るときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求め

ることができるとされていますが（番号法 14 条）、個人番号の提供を受ける際に

は、本人確認が義務づけられています（番号法 16 条）。本人確認に際しては、①

番号確認（正しい番号であることの確認）及び②身元確認（番号の正しい持ち主

であることの確認）を行う必要があります。代理人から個人番号の提供を受ける

場合には、①代理権の確認、②代理人の身元確認及び③本人の番号確認が必要と

なります。 

なお、従業員から扶養親族の個人番号を取得する場合の本人確認の態様につい

ては行政庁から説明がなされています。税の扶養控除等申告書の提出については、

事業者への提出義務者はあくまで従業員であり、扶養親族の本人確認も従業員が

行うため、事業者が扶養親族の本人確認を行う必要はありません。 

これに対し、国民年金の第 3 号被保険者の届出については、事業者への提出義

務者は扶養親族であることから、扶養親族の本人確認が必要です。このとき、本

人確認として、（ア）従業員を扶養親族の代理人と構成するパターンと（イ）従業

員を会社の代理人と構成するパターンの 2 つのパターンが考えられます。（ア）

の場合、事業者は従業員の代理権確認及び（代理人としての）身元確認並びに扶

養親族の番号確認を行うのに対し、（イ）の場合従業員が事業者の代理人として扶

養親族の本人確認を行います。 

 

3．利用段階のルール 
 
番号法上、事業者は特定個人情報を社会保障、税及び災害対策分野に限り使用で

きるものとされるとともに（番号法 9 条 3 項）、利用目的を超えた個人番号の利用

                               
13 なお、個々の提出先を具体的に示すことまでは要求されていません（QA 回答 1-1）。 
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は個人情報保護法と比較して厳格に制限されており、特定個人情報については、本

人の同意があったとしても、基本的には利用目的を超えて特定個人情報を利用して

はならないとされています14。具体的には、①人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困

難であるとき、②激甚災害時等の番号法 9 条 4 項に基づく場合を除き、特定個人情

報の目的外使用は禁止されています（番号法 29 条 3 項）。また、社員や顧客の管理

のために、個人番号を社員番号や顧客番号として利用してはならないとされていま

す（ガイドライン第 4-1-（1）及び金融業務ガイドライン 1-（1））。 

なお、複数の利用目的をまとめて明示することは可能ですが（QA 回答 1-3）、利

用目的を超えて個人番号を利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当

の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通

知等を行わなくてはならないとされている点に留意が必要です（個人情報保護法 15

条 2 項、18 条 3 項）。 

 

4．保管段階のルール 
 
個人番号の保管に際しては、事務取扱担当者以外の者が個人番号に触れないよう

な措置を講じることが必要であると考えられます。 

 
5．提供を行う段階のルール 
 
番号法上、何人も、番号法で限定的に明記された場合15を除き、特定個人情報を

提供してはならないとされています（番号法 19 条）。 

ここで、「提供」とは、「法的な人格を超える特定個人情報の移動」と捉えられて

いるため、同一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は「提供」

ではなく、「利用」と整理され、この場合には、番号法上の利用制限に服します（ガ

イドライン第 4-3-（2）及び金融業務ガイドライン 3-（2））。 

 
6．廃棄段階のルール 
 

法律で限定的に明記された場合を除き、何人も特定個人情報を収集又は保管する

ことはできない（番号法 20 条）ため、番号法で限定的に明記された事務を処理す

る必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した

場合には、特定個人情報をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

この場合、個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除したうえで、保

                               
14 番号法 29 条 3 項に基づき、特定個人情報については、個人情報保護法 16 条 1 項の「あらかじめ本

人の同意を得ないで、前条の」という部分が「前条の」と読み替えられることによります。 
15 なお、事業者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき（番

号法 19 条 10 号に定める場合を除きます。）は、かかる限定的に明記された例外事由に該当します（番

号法 19 条 2 号）。 
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管を継続することはできるとされています（ガイドライン第 4-3-（3）及び金融業

務ガイドライン 3-（3））。 

なお、個人番号の廃棄等の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除・廃棄

したことについて、証明書等によって確認することが考えられます（ガイドライン

別添「特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」2-E-d）。 

 
 
 
 

NEWS 
 名古屋オフィス業務開始のお知らせ 

名古屋オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として、2015

年 9 月より、正式に業務を開始しております。 

名古屋オフィスには、M&A、会社法関連業務、アジア業務、税務等において豊

富な経験を有する小島 義博弁護士に加え、園田 観希央及び村井 智顕弁護士が

所属し、案件に応じて東京オフィス等の弁護士とも共同して、M&A、会社法関

連業務、独禁法、危機対応、アジア業務、知財、ファイナンス、税務等の幅広

い分野のリーガル・ニーズにお応えしてまいります。さらに、クロスボーダー

の M&A やアジア業務等につきましては、国内拠点のみならず、北京、上海、シ

ンガポール、バンコク、ヤンゴンを含めた海外の各拠点と連携をとりながら、

東海地区のクライアントの皆様に充実した 先端のリーガル・サービスを提供

してまいります。 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


