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 Microsoft サプライヤー データ保護要件 
 

適用性 
Microsoft サプライヤー データ保護要件 ("DPR") は、サプライヤーの業務の実施 (サービスの提供、ソフトウェア ライセ

ンス、クラウド サービスなど) に関連した Microsoft 個人データまたは Microsoft 秘密データを処理する Microsoft サプ

ライヤーに適用されます。これは、Microsoft との契約条件 (発注書条件、基本契約書など) (「実施する」、「実施中」、ま

たは「実施」) に基づきます。 

• このDPRに記載された要件と、サプライヤーと Microsoft 間の契約上の合意で指定された要件が相反する場合

は、DPR が優先されます。ただし、当該サプライヤーが、該当のDPRセクションと相反する契約書の中に正しい

条項があることを明示できる場合にはその限りではありません。(この場合は、契約書の要件が優先されま

す)。 

• ここに記載されている要件といずれかの法的要件が相反する場合は、法的要件が優先されます。 

• サプライヤーが管理業者として機能している場合は、この DPR に基づき、セクションセキュリティとセクション A 

管理に記載されている要件だけがそのサプライヤーの処理活動に適用されます。 

• サプライヤーが Microsoft 個人データを処理せず、Microsoft 秘密データだけを処理している場合は、この DPR 

に基づき、セクション A 管理、セクション E 保持、およびセクションセキュリティに記載された要件だけがそのサ

プライヤーの Microsoft 秘密データの処理に適用されます。 
 

データの国外転送 
Microsoft による事前の書面での承認なしに、サプライヤーは、Microsoft 個人データの国外転送を実施してはなりませ

ん。また、いずれの場合も、サプライヤーはあらゆる標準契約条項、該当する社内規則、またはデータ保護機関、欧州

データ保護委員会、または欧州委員会により承認され、Microsoft により採用または同意されているその他のスキーム

のデータ保護要件を遵守するものとします。これには EU - 米国間およびスイス - 米国間プライバシー シールド フレー

ムワークおよび EU の一般データ保護規則を含むがこれらに限定されません。これらのプライバシー シールドの原則で

求められるのと同等レベルの保護を提供する義務をもはや果たせないとサプライヤーが判断した場合、サプライヤー

は Microsoft にそれを通知することに同意するものとします。サプライヤーはまた、(欧州委員会決議 C(2010)593 の付

録として発行された 2010 年標準契約条項第 1 節 (d) で定義されている) すべての下請処理業者及び下請業者も準拠

することを確認する必要があります。 

主要定義 
この DPR で使用される用語の意味を以下に記載します。「など」やこの DPR 全体で使用されている同様の表現が続く

例の一覧は、「だけ」や「のみ」などの単語で修飾されていなければ、「これに限定されない」または「これらに限定され

ない」を含むものと解釈されます。 

「Microsoft 個人データ」とは、Microsoft またはその代理者によって処理されるすべての個人データを指します。 

「Microsoft 秘密データ」とは、秘密保持や整合性に違反があった場合に Microsoft の評判または財務に重大な損失を

もたらす可能性のある情報のことを指します。これには、Microsoft ハードウェア製品とソフトウェア製品、社内用基幹業

務アプリケーション、プレリリース マーケティング資料、プロダクト ライセンス キー、Microsoft の製品とサービスに関す

る技術ドキュメントが含まれます。 

「データ主体権」は、法的に要求されている場合に、データ主体がその Microsoft 個人データの処理に対してアクセス、

削除、編集、エクスポート、制限、または拒否を行う権利を意味します。 
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「データ漏洩」とは、セキュリティ侵害の結果として、伝送、保存、またはその他の方法で処理される個人データまたは 

Microsoft 秘密データが事故により、または非合法的に、破壊、喪失、改変されたり、情報の不正開示または不正アク

セスが発生したりすることを意味します。 

「管理業者」は、単独でまたは他者と協力して個人データの処理の目的と手段を決定する自然人または法人、公共団

体、代理業者、またはその他の任意の組織を意味します。処理の目的と手段が欧州連合 ("EU") または加盟国の法律

によって決定される場合、管理業者 (または管理業者の指名基準) もこれらの法律によって規定されます。 

「個人データ」とは、特定済みまたは特定可能な自然人 (「データ主体」) に関する情報を指します。「特定可能な自然

人」とは、直接または間接的に特定できる実際の人物であり、特に名前、身分証明番号、場所データ、オンライン ID な

どの識別情報を確認するか、その自然人に固有の身体的、生理学的、遺伝学的、精神的、経済的、文化的、または社

会的な独自性を 1 つ以上確認することによって特定されます。 

「処理」とは、任意の Microsoft 個人データまたは秘密データに対して実施される 1 つまたは一連の操作であり、自動

的な方法であるかにかかわらず、収集、記録、編成、構造化、保存、加工または変更、取り出し、照会、使用、伝送に

よる開示、配布またはその他の方法による提供、配列または結合、制限、消去または破棄することです。「処理中」と

「処理済み」は同様の意味です。 

「処理業者」は、管理業者の代わりに個人データを処理する自然人または法人、公共団体、代理業者、またはその他

の組織を意味します。 

「法律」は、管轄権を有する任意の政府当局 (連邦、州、地方、または国外) のすべての適用可能な法律、規則、法規、

法令、決定事項、命令、規制、判決、条例、制定、決議、および要件を意味します。「非合法」は、あらゆる法律違反を

意味します。 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション A:管理 

1 該当する場合、Microsoft とサプライヤーとの間で有効な

契約書 (基本契約書、作業指示書、発注書、その他の注

文書など) のそれぞれに、Microsoft 秘密データ/個人デー

タに関するプライバシーおよびセキュリティ データ保護文

言が含まれている必要がある。 
 

処理業者として運営している会社の場合は、契約書に、

処理の要旨と期間、処理の性質と目的、Microsoft 個人

データの種類とデータ主体のカテゴリ、および Microsoft 

の義務と権利を含める必要がある。 

サプライヤーは、Microsoft とサプ

ライヤーとの間で適用可能な契

約書を提出する必要がある。 
 

処理業者の場合は、適用可能

な契約書 (作業指示書、発注

書など) に処理の説明を含める

必要がある。 
 

注意:発注書が処理中の会社

は、購入プロセス後に追加され

た処理活動の説明を含める必

要がある。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

2 DPR を遵守するための任務と説明責任を、当該企業内の

個人またはグループに割り当てること。 

Microsoft サプライヤー DPR の遵

守の保証が義務付けられている

個人またはグループの名前を挙

げる。 
 

プライバシーおよび/またはセキュ

リティの役割を担っているこの個

人またはグループの権限と説明

責任に関する資料を提出できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

3 Microsoft 個人データ/秘密データにアクセスできる従業員

向けに、年次プライバシーおよびセキュリティ トレーニン

グを作成、維持、および実施する。 
 

セキュリティトレーニングのコンテンツをまだ作成していな

い会社は、この画像付きアウトラインを使用して、自社の

トレーニングに合うよう調整してよい。 

年間のトレーニング参加記録を提

出できる。 
 

トレーニングの内容には、プライ

バシーとセキュリティの原則につ

いての説明が含まれている。 
 
 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

4 Microsoft 個人データの第三国や国際機関へ転送を含

め、文書化された Microsoft からの指示においてのみ 

Microsoft 個人データを処理する。但し、法令により求めら

れる場合はその限りではない。その場合は、処理を行う

前に、その法的要件を処理業者 (サプライヤー) が管理業

者 (Microsoft) に通知する必要がある。但し、公益を重要

な根拠として通知することが法令で禁止されている場合を

除く。 
 
 
 

文書化された指示の証拠を提出

する。これには、契約書 (作業指

示書や発注書など) で明文化され

たもの、あるいは実施時に使用さ

れる電子システムの一部として保

存されたものが含まれる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

http://download.microsoft.com/download/4/F/6/4F697419-98C2-4110-A3FA-08653090EA96/Microsoft-Supplier-Privacy-Security-101.pptx
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション B:通知 

5 サプライヤーは Microsoft の代理として個人データを収集

する際に、Microsoft のプライバシーに関する声明を使用

する必要がある。 

プライバシーの声明は明示されてる必要があり、データ主

体が、個人データをサプライヤーに提出すべきかどうかを

判断する際の参考情報として利用される。 

 

注意:データの処理を行う管理業者の場合は、自社のプラ

イバシーの通知を掲載してもよい。 
 

正しい Microsoft の通知についての方法に関しては、
SSPAHelp@microsoft.com にお問い合わせください。 

サプライヤーは、最新の公開さ

れた Microsoft のプライバシー

に関する声明への fwdlink を

使用する。 

プライバシーに関する声明は、

ユーザーの個人データが収集さ

れるあらゆる状況で掲載される。 

該当する場合は、その声明のオフ

ライン バージョンが入手可能で、

データ収集の前に提供される。 

オフラインの プライバシーに関

する声明は、最新の公開バー

ジョンで、適切な日付が入れら

れている。 

Microsoft 従業員サービスには、

Microsoft データ保護通知が使用

される。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

6 ライブ音声通話または録音通話で Microsoft 個人データ

を収集する際、サプライヤーはデータ主体との間で、該当

するデータ収集、処理、使用、保持について協議する準

備をしておく必要がある。 

音声録音のスクリプトには、

Microsoft 個人データの処理また

は利用方法及び、 

▪ 収集方法、 

▪ 利用方法、および 

▪ 保持の方法が含まれる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839


 

 

バージョン 5 (2018 年 9 月)                                                                                                                                                                                                                                                          

ページ | 5 

 

# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション C:選択肢と同意 

7 サプライヤーが同意をデータ処理の法的根拠とする場

合、データ主体の個人データを収集する前にその処理活

動のすべて (新しい処理活動と更新された処理活動を含

む) に対してデータ主体の同意を得て、それを文書化する

必要があ 

サプライヤーは、データ主体が処

理活動にどの程度同意している

かと、その同意の範囲にデータ主

体の個人データに関するサプライ

ヤーのすべての処理活動が含ま

れることを実証する必要がある。 
 

（同意を得られていない場合）サ

プライヤーは、データ主体がどの

程度処理活動に対する同意に反

対しているのかを実証できる。 
 

サプライヤーは、新しい処理活動

の開始前に基本設定の確認方法

を実証できる。 
 

サプライヤーは、基本設定管理の

有効性を監視して、基本設定の

変更を反映させるための期限が、

適用される最も厳しい当該国の

法的要件であることを保証する。 
 

注意:証拠は、処理活動のテスト

または、技術的説明書のユー

ザーの操作によるスクリーン

ショットでよい。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション C:選択肢と同意 (続き) 

8 Cookie は Web サイトやアプリケーションによってデバイ

ス上に保存される小さなテキスト ファイルであり、そこに

含まれる情報を使用してデータ主体またはデバイスを

認識する。 
 

Microsoft の Web サイトやアプリケーションを作成およ

び管理するサプライヤーは、Cookie の使用に関して分

かりやすい通知と選択肢をデータ主体に提供する必要

がある。 
 

Microsoft の Web サイトやアプリケーションを作成およ

び管理するサプライヤーは、Cookie の使用が Microsoft 

のプライバシーに関する声明および当該国の法的要件 

(たとえば EU の定めた規則) に合致することを確認する

必要がある。 

各 Cookie の用途を文書化し、実

装される Cookie の種類を次のよ

うに明示する必要がある。 

▪ セッション Cookie で十分な

場合は、永続的な Cookie 

を使用しないようにする必

要がある。 

▪ 永続的な Cookie が使用され

ている場合は、ユーザーがサ

イトを訪問してから 2 年を超

える有効期限を設定しないよ

うにする必要がある。EU ユー

ザーの場合は、永続的な 

Cookie の有効期限は 13 か月

を超えないようにする必要が

ある。 
  

必要に応じて、次のように EU の

法律の遵守を検証する。 

▪ プライバシーに関する声明

で「プライバシーと Cookie」

というラベル付け規則を使

用する。 

▪ 広告など、「必須でない」用途

に Cookie を使用する前に、

ユーザーによる肯定の同意を

得る。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション D:収集 

9 サプライヤーは Microsoft 個人データ/秘密データの収集

をモニターし、業務の実施に必要なデータのみが収集さ

れていることを確認する必要がある。 
 
 

サプライヤーは、収集された 

Microsoft 個人および/または秘

密データが業務の実施に必要で

あることを示すドキュメントを提出

できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

10 サプライヤーが Microsoft の代理として第三者から個人

データを収集する場合、サプライヤーは、その第三者の

データ保護ポリシーとデータ保護活動が、サプライヤーと 

Microsoft の間で締結された契約内容および DPR と一致

していることを確認する必要がある。 

サプライヤーは、第三者のデー

タ保護ポリシーおよびデータ保

護慣行に関して実施された

デュー デリジェンスのドキュメン

トを提出できる。 
 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

11 データ主体のデバイス上で実行可能ソフトウェアをインス

トール/利用することで Microsoft 個人データを収集する前

に、この情報を収集する必要性を、Microsoft と締結する

サプライヤー契約に明記する必要がある。 

データ主体のデバイス上での実

行可能ソフトウェアの使用に関す

る Microsoft の同意は、履行する

契約書に記載される。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

12 機密性の高い Microsoft 個人データ (つまり人種や民族、

政治的な見解、宗教/哲学的な信条、所属する労働組合

などを明らかにするデータ、遺伝子データ、生体データ、

健康状態に関するデータ、自然人の性生活や性的嗜好

に関するデータ) を収集する前に、Microsoft 個人データを

収集する必要性を、Microsoft と交わすサプライヤー契約

に明記する必要がある。 

機密性の高い Microsoft 個人

データを収集する必要性は、履行

する Microsoft との契約書に記載

される。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション E:保持 

13 Microsoft 個人データ/秘密データを引き続き保持すること

が法的に要求される場合を除き、Microsoft 個人データと 

Microsoft 秘密データを保持する期間は、当該業務の実

施に必要な期間のみとする。 

サプライヤーは、Microsoft との契

約書 (作業指示書、発注書など) 

に記載された保持ポリシーまたは

保持要件に従う。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

14 Microsoft の裁量により、サプライヤーが所有または管理

している Microsoft 個人データおよび Microsoft 秘密デー

タを、当該業務の実施の完了時または Microsoft の要求

に応じて Microsoft に返却するか、破棄する。 
 

アプリケーションには、(ユーザーによる明示的操作、また

はデータの保存時間などのトリガーに基づいて) アプリ

ケーションからデータが削除される際に、データを確実か

つ安全に消去するプロセスが存在する必要がある。 
 

Microsoft 個人データ/秘密データの破棄が必要になった

場合、サプライヤーは Microsoft 個人データ/秘密データ

を含む物理資産を焼却、粉砕、切断することで、情報を読

み取り不能または回復不能にする必要がある。 
 

Microsoft 個人データと Microsoft 

秘密データの処分記録を保持す

る (破棄の為に Microsoft へ返却

を含めることも可能)。 
 

破棄が必須の場合や Microsoft 

から要求された場合は、サプライ

ヤーの役員が署名した破棄証明

書を提出する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション F:データ主体 

 データ主体は、自身の個人データに対してアクセス、削

除、編集、エクスポート、制限、処理の拒否を行う権利 

(「データ主体権」) を保持する。Microsoft 個人データに関

する法令の下でデータ主体が自身の権利を行使しようと

した場合、サプライヤーは以下を実施する必要がある。 

  

15 データ主体権を行使することを要求するデータ主体のリク

エストに応じる義務を Microsoft が果たせるように、該当

する技術的手法と組織的手法を通して可能な限り 

Microsoft を支援する。 

データ主体権の行使をサポートす

るためのプロセスと手続きが用意

されている。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

16 不当な遅延なく、データ主体権に基づくすべてのリクエス

トに対応する。 

サプライヤーは、データ主体権を

確実にサポートするためのテスト

を定期的に実施する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

17 Microsoft から特別な指示がない限り、サプライヤーは、

サプライヤーに直接問い合わせるすべてのデータ主体と 

Microsoft を仲介し、データ主体がデータ主体権を行使で

きるようにする。 

サプライヤーは、Microsoft 個人データにアクセスしたり、

他の方法で権利を行使したりするために必要な手順を

データ主体に伝える。 
 

この要件についてのお問い合わせは、
SSPAHelp@microsoft.com までご連絡ください。 

サプライヤーは、個人データにア

クセスするために必要な手順とそ

のデータを更新するために使用

可能な手段を伝達する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

18 データ主体に直接対応する際は、リクエストを行うデータ

主体の身元を検証する。 

サプライヤーは、Microsoft データ

主体の識別に使用される手段を

文書化している。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション F:データ主体 (続き) 

 データ主体を認証できた後、サプライヤーは以下を実施

する必要がある。 

  

19 そのデータ主体に関する Microsoft 個人データを保持ま

たは管理しているかどうかを確認する。 

個人データが保持されているかど

うかを判断するためのプロセス

を、サプライヤーが保持している。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

20 リクエストされた Microsoft 個人データを検出するために

合理的な努力を払い、妥当な検索を行ったことを実証す

る十分な記録を保持する。 

サプライヤーは、データ主体権の

要求を満たすために実施する手

順を実証する記録を維持する。 

ドキュメントには、 

▪ 要求の日時、 

▪ 要求に対応するために実施

するアクション、および 

▪ Microsoft が連絡を受けたと

きの記録が含まれる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

21 データ主体権のリクエストのあった日時と、サプライヤー

がそのリクエストに対応して実行したアクションを記録す

る。 
 

要請があった場合には、Microsoft にデータ主体リクエス

ト記録を提出する。 

サプライヤーは、個人データへの

アクセス リクエスト記録を保持し、

個人データの変更を文書化する。 

 

 データ主体が認証され、Microsoft 個人データがリクエスト

されていることをサプライヤーが確認した後、サプライ

ヤーは以下を実施する必要がある。 

  

22 個人データのコピーを取得したいというリクエストに対して

は、適切な印刷形式、電子形式、または口頭で Microsoft 

個人データをデータ主体に提供する。 

サプライヤーは、データ主体とサ

プライヤーにとって理解しやすく、

適切な形式で、個人データをその

データ主体に提供する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

23 リクエストを拒否する場合は、Microsoft の指示の下で、

Microsoft から事前に提供された該当する指示に従って

書面による説明をデータ主体に提供する。 
 

この要件についてのお問い合わせは、
SSPAHelp@microsoft.com までご連絡ください。 

リクエストを拒否した事例を文書

化し、Microsoft による確認と承認

を取得した証拠を保持する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション F:データ主体 (続き) 

24 サプライヤーは、データ主体に渡される Microsoft 個人

データが別の人物の特定に使われないようにする為、適

切な予防策を講じる必要がある。 

サプライヤーは、提供された情報

から別の人物を特定できないよう

にする妥当な予防策を講じている

ことを実証する必要がある (リクエ

ストされたデータ主体の個人デー

タが 1 行にのみ掲載されている

場合はページ全体をコピーしな

い、など)。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

25 Microsoft 個人データの完全性および正確性について

データ主体とサプライヤーの間で意見が分かれる場合に

は、サプライヤーはこの問題を Microsoft にエスカレー

ションし、適宜 Microsoft と協力して問題の解決に当たる

必要がある。 
 

この要件についてのお問い合わせは、
SSPAHelp@microsoft.com までご連絡ください。 

サプライヤーは、意見の相違を文

書化し、問題を Microsoft にエス

カレーションする。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション G:第三者への開示 

 Microsoft 個人データ/秘密データの処理または利用の為

にサプライヤーが下請業者を採用することを検討している

場合、サプライヤーは以下を実施する必要がある。 

  

26 下請業務を委託する前、または下請業者の追加や交代を

伴う変更を行う前に、Microsoft から書面による明示的な

同意を得る必要がある。 
 

この要件についてのお問い合わせは、
SSPAHelp@microsoft.com までご連絡ください。 

Microsoft 個人データが、有効な

契約(作業指示書、補遺契約書、

発注書など) で要求しているよう

に Microsoft が認定した会社また

は業者によってのみ処理される、

或いは、SSPA データベースに取り

込まれることを検証する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

27 下請業者によって下請処理される Microsoft 個人データ/

秘密データの性質および範囲を文書化し、収集される情

報が業務の実施に必要であることを保証する。 

サプライヤーは、下請業者に開示

または転送される Microsoft 個人

データおよび Microsoft 秘密デー

タに関する文書を保持する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

28 下請業者がデータ主体の連絡先設定に従って Microsoft 

個人データを処理または使用していることを確認する。 

Microsoft データ主体の基本設定

が下請業者によってどのように利

用されるかを実証する。 

下請業者が基本設定の変更を完

了するのに要する期限を明記した

補足文書を提出する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

29 下請業者による Microsoft 個人データの処理または利用

内容を、サプライヤーと Microsoft の間の契約を履行する

うえで必要な目的に限定する。 

サプライヤーは、下請業者に提供

された Microsoft 個人データが業

務の実施に必要であることを示す

ドキュメントを提出できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

30 Microsoft 個人データが不正または違法な方法で処理

または利用されたというクレームがある場合、これを調

査する。 

サプライヤーは、下請業者による 

Microsoft 個人データの不正使用

または不正開示についてのク

レームに対応するためのシステム

とプロセスを用意していることを実

証できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

31 下請業者が Microsoft 個人データ/秘密データを業務の実

施以外の目的で処理または利用したことが判明した場合

は、速やかに Microsoft に通知する。 
 

サプライヤーは、下請業者が 

Microsoft データの誤用を報告

するための手順と手段を提供し

ている。 
 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション G:第三者への開示 (続き) 

32 下請業者が Microsoft 個人データ/秘密データを不正ま

たは不法に処理した場合、実際の、または潜在的な損害

を軽減するために、迅速に措置を実施する。 

サプライヤーは、下請業者による 

Microsoft 個人データおよび秘密

データの誤用が発生した場合に

備えた計画と手続きが用意され

ていることを実証できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

セクション H:品質 

33 サプライヤーはすべての Microsoft 個人データの正確性

を維持することで、正確かつ完全な、明示された処理目

的に該当するデータであることを保証する必要がある。 

サプライヤーは、Microsoft 個人

データが収集、作成、および更新

されたときに検証するための手続

きが用意されていることを実証で

きる。 
 

サプライヤーは、正確さを継続的

に検証して、必要に応じて修正す

るための監視（モニタリング）手続

きとサンプリング手続きが用意さ

れていることを実証できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション I:監視と法的措置 

34 サプライヤーは、Microsoft 個人データ/秘密データの処

理または利用に関連したデータ漏洩またはセキュリティ

脆弱性を認識した時点で、遅延なく Microsoft に通知する

必要があることが記載されたインシデント対応計画を策

定する。 
 

インシデントを報告するには、SSPAHelp@microsoft.com 

までご連絡ください。 

サプライヤーは、このセクションの

記述に従って顧客 (Microsoft) に

通知する手順を含むインシデント

対応計画を策定している。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

35 法令による明示的な要求がない限り、Microsoft の承諾な

く、Microsoft 個人データ/秘密データの関係するデータ漏

洩について、プレス リリースまたはその他一切の公的コメ

ントを発表してはならない。 
 

サプライヤーは、インシデントが

発生した場合にこの要件を満た

すことに同意する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

36 Microsoft 個人データ/秘密データに関連するデータ漏

洩と脆弱性が検出された場合、修復計画を実施し、解

決までのモニタリングを実施することで、適切な改善措

置が速やかに講じられることを担保する。 

サプライヤーは、データ漏洩の発

覚から解決への手順を文書化し

ている。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

37 Microsoft 個人データに関連するすべてのデータ保護のク

レームに対応するための確固としたクレーム処理プロセ

スを構築する。 
 
 

サプライヤーは、Microsoft 個人

データに関するクレームを受け

取る手段を有し、クレームを処理

する手続きを文書化している。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com


 

 

バージョン 5 (2018 年 9 月)                                                                                                                                                                                                                                                          

ページ | 15 

 

# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ 

 サプライヤーは、業界のベストプラクティスおよび法令の

要求に従い、Microsoft 個人データ/秘密データを保護し

てその安全性を維持するためのポリシーと手順を含む、

情報セキュリティ プログラムを策定、実施、および維持す

る必要がある。 

サプライヤーのセキュリティ プログラムは、下記の要件 38 

から 56 に記載された基準を満たす必要がある。 

保護施策には、監督官庁の規制 

(HIPAA、GLBA など) や契約内容

に応じて、このリスト以外の事項

を含む場合もある。 
 

セキュリティを含む有効な ISO 

27001 または SOC 2 レポートをセ

クションの代わりに使用すること

ができる。この代用を適用する場

合は、SSPAHelp@microsoft.com 

までご連絡ください。 
 

注意:これらの証明書/レポートの

範囲に関するドキュメントを提出

する必要がある。 

 

38 次の項目を含むネットワーク セキュリティ評価を毎年実施

する。 

▪ 新しいシステム コンポーネント、ネットワーク トポロ

ジー、ファイアウォール ルールなど、環境における主

な変更点の再確認 

▪ 脆弱性スキャンの実施 

▪ 変更ログの維持 

サプライヤーは、ネットワーク評

価、変更ログ、およびスキャン結

果を文書化している。 
 

必要な変更ログは、変更を追跡し

て、変更の理由に関する情報を

提供し、指名された承認者の氏名

と役職を含む必要がある。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

39 サプライヤーは、モバイル デバイスでアクセスまたは使用

される Microsoft 個人データ/秘密データを保護および制

限するためのモバイル デバイス ポリシーを定義、伝達、

実施する。 

サプライヤーは、Microsoft 個人

データ/秘密データの処理にモバ

イル デバイスを使用する必要が

ある場合に、クレーム モバイル 

デバイス ポリシーの使用を実証

する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

40 業務の実施をサポートする為に使用されるすべての資産

と、それぞれのオーナーが明確に把握されている。サプラ

イヤーは、これらの情報資産の一覧を管理し、許容/許可

される資産の使用方法を確立し、資産のライフ サイクル

全体で適切なレベルの保護を提供する責任を負う。 
 

 

業務の実施をサポートするために

使用されるデバイス資産の一覧。

これらの資産の一覧には、次のも

のが含まれる。 

▪ デバイスの場所 
▪ 資産上のデータのデータ分類  
▪ 雇用または業務契約の終了

に伴う資産リカバリーの記録 
▪ 不要になったデータ ストレー

ジ媒体の破棄の記録 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

41 サプライヤーの管理下で Microsoft 個人データ/秘密デー

タへの不正アクセスを防止する為のアクセス権限の管理

手順を確立し、維持する。 

 

 

サプライヤーは、以下を含むアク

セス権限の管理計画が実装され

ていることを実証する。 

▪ アクセス制御手順 

▪ 身元確認手順 

▪ 試行が失敗した場合のロック

アウト手順 

▪ 必要に応じた頻度で、ただし 

90 日を超えない間隔でパス

ワードをリセットする 

▪ 認証資格情報を選択するため

の厳格なパラメーターを使用

する 

▪ 雇用の終了後、48 時間以内

にユーザー アカウントを非ア

クティブ化する 
 

サプライヤーは、最小権限の原則

を適用しながら、Microsoft 個人

データ/秘密データへのユーザー 

アクセスを再確認するプロセスが

確立されていることを実証する。こ

のプロセスには以下が含まれる。 

▪ 明確に定義されたユーザーの 

ロール 

▪ ロールへのアクセス権を再確

認して承認を検証する手順  

▪ Microsoft データにアクセス可

能なロールを持つユーザーが

そのグループまたはロールに

参加する資格を持っているこ

とを示す、文書の有無をテスト

する 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

42 Microsoft 個人データ/秘密データの処理に使用される

システムに対し、セキュリティ パッチを優先するパッチ管

理手順を定義し、実装する。それには次の項目が含ま

れる。 

▪ セキュリティ パッチを優先する為の確認済みのリスク 

アプローチ 

▪ 緊急パッチを処理および実装する機能が備えられて

いる 

▪ オペレーティング システム、サーバー ソフトウェア (ア

プリケーション サーバーなど)、データベース ソフト

ウェアへの適用性 

▪ パッチにより軽減されるリスクを文書化し、例外が発

生した場合には追跡する。 

▪ 制作会社によるサポートが終了したソフトウェアの廃

止に関する要件 

サプライヤーは、この要件を満た

し、少なくとも以下をカバーする

パッチ管理手続きが実装されてい

ることを実証できる。 

▪ 優先度設定を通知するための

重要性（セビリティー）の割り

当て(重要性の定義が文書化

されている) 

▪ 緊急パッチを実装するための

手順書 

▪ 制作会社によるサポートが終

了したオペレーティング システ

ムが使用されていないことの

検証 

▪ 承認と例外を追跡するパッチ

管理レコード 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

43 損害を与える可能性のあるウイルスや悪意あるソフトウェ

ア アプリケーションから保護する目的で、Microsoft 個人

データ/秘密データの処理に使用されるネットワークに接

続された装置 (サーバー、本稼働およびトレーニング用デ

スクトップなど) にウイルス対策およびマルウェア対策ソフ

トウェアをインストールする。 

 

毎日、または、ウイルス対策/マルウェア対策のサプラ

イヤーによる指示に従って、マルウェア対策定義を更

新する。 

注意:これは、Linux を含むすべてのオペレーティング シス

テムに適用されます。 

ウイルス対策ソフトウェアとマル

ウェア対策ソフトウェアがアクティ

ブになっていることを示すレポート

が存在する。 
 

注意:この要件は、すべてのオペ

レーティング システムに適用さ

れる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

44 Microsoft 向けのソフトウェアを開発しているサプライヤー

は、セキュリティ バイ デザインの原則を構築プロセスに組

み込む必要がある。 
 
 

サプライヤーの技術仕様書に、開

発サイクルにおけるセキュリティ検

証のチェック ポイントが記載され

ている。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

45 データ損失防止 ("DLP") プログラムを採用する。データ

は、適切に分類、ラベル付け、および保護される必要があ

り、サプライヤーは、Microsoft 個人データ/秘密データが

処理される情報システムを使用中に侵入、損失、および

その他の無許可の行為がされていないかを監視する必

要がある。DLP プログラムの最低要件を以下に記載する。  
  

▪ Microsoft 個人データ/秘密データを保持する場合

は、業界標準のホスト、ネットワーク、およびクラウ

ド ベースの侵入検知システム ("IDS") が使用され

ている。 

▪ 自らデータ損失を監視し、停止するように構成された

高度な侵入保護システム ("IPS") が実装されている。 

▪ システムが侵害された場合、システムを分析して、他

にも脆弱性が残っていれば、その脆弱性も確実に解

決する方法が確立されている。 

▪ システム侵害検出ツールを監視するための必要な手

順が文書化されている。 

▪ データ漏洩が検出された場合に実施する必要のあ

るインシデント対応および管理プロセスが設定され

ている。 

脆弱性またはデータ漏洩が検

出された場合の対応と手続き

が明示された IDS/IPS が文書

化されている。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

46 インシデント対応の調査結果をシニアマネージメントおよ

び Microsoft に速やかに通知する。 
 

Microsoft に通知するには SSPAHelp@microsoft.com にご
連絡ください。 

インシデント対応調査結果を 

Microsoft に伝えるためのシステ

ムとプロセスが確立されている。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

47 システム管理者、運用スタッフ、経営層、およびサード 

パーティーは、セキュリティ トレーニングを毎年受ける必

要がある。 

次の項目を含むセキュリティ 

トレーニング プログラムを確

立する。 

▪ インシデント対応の為の年次

トレーニング  
▪ 危機的な状況下で的確に対

応するためのイベント シミュ

レーションおよび自動化メカニ

ズム 
 

悪意のあるソフトウェアのダウン

ロードに伴う危険など、インシデン

ト予防策の周知 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

48 サプライヤーは、バックアップ計画プロセスによって、

Microsoft 個人データ/秘密データを不正な使用、アクセ

ス、開示、改変、破壊から保護する必要がある。 

不正な使用、アクセス、開示、改

変、破壊があった場合、経営層

から承認された情報セキュリティ

継続目標に基づき、事前に定め

たレベルに情報セキュリティに復

旧する方法が詳細に記載された

対応/復旧手続きが用意されて

いることを実証できる。 

 
サプライヤーは、重要なデータを

定期的にバックアップし、安全に

保管し、効率的に復旧するための

手続きが定義され、実装されてい

ることを実証できる。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

49 業務継続性(Business Continuity Plan/BCP) および災害

復旧(Disaster Recovery Plan/DRP)の計画を立て、テスト

する。 

災害復旧計画に以下のすべてを

含める必要がある。 

▪ あるシステムがサプライヤー

の業務の運用にとって重要か

どうかが判断された基準 

▪ 上記基準に基づき災害発生

時に復旧する必要のあると判

断された重要なシステムのリ

スト 

▪ 重要なシステムごとに定義さ

れた災害復旧手順。この手順

に従うことにより、システムに

通じていないエンジニアでも 

72 時間以内にアプリケーショ

ンが復旧可能であること。 

▪ 復旧目標を確実に達成できる

よう、災害復旧計画を毎年1

度 (またはより頻繁に) テスト

し、確認する。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

50 Microsoft 個人データ/秘密データへのアクセス権を特定の

個人に付与する前に、その人物を認証する。 

すべてのユーザー ID がそれ

ぞれ異なっていること、また 

Azure Active Directory などの

業界標準の認証方式がそれぞ

れに設定されていることを確認

する。 
 

ハイレベルのアクセス (管理者

特権または他の高位の権限) 

には、スマート カードや電話機

に基づく認証など、2 要素認証

を必須とする。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

51 サプライヤーは、トランスポート層セキュリティ ("TLS") または

インターネット プロトコル セキュリティ ("IPsec") を使用し、

ネットワークを介して伝送される Microsoft 個人データ/秘密

データを暗号化によって保護する必要がある。 
 

これらの方式は NIST 800-52 および NIST 800-57 に記述され

ている。これらと同等の業界標準を使用してもよい。 
 

サプライヤーは、暗号化されていない方法で Microsoft 個人

データ/秘密データが伝送されることを拒否する必要がある。 

TLS または他の証明書を作成、

導入、置換するプロセスを定義

し実施する必要がある。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

52 Microsoft 個人データ/秘密データのアクセスや取扱いに使

用される全てのサプライヤーのデバイス (ノート PC、ワークス

テーションなど) には、ディスク ベースの暗号化が採用されて

いる必要がある。 

Microsoft 個人データ/秘密

データの取扱いに使用される

全てのクライアント デバイス

は、 Bitlocker または他の同等

のディスク暗号化ソリューショ

ンにより暗号化されている。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/?v=17.23h
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-52r1.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57Pt3r1.pdf
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

53 全 Microsoft 個人データ/秘密データを保存時に暗号化す

るためのシステムと手順 (NIST 800-111 標準で規定されて

いるような最新の業界標準を使用した) が確立されている

必要がある。これには、以下に例示される多岐に渡る

データが含まれる。 

▪ 資格情報データ (ユーザー名、パスワードなど) 

▪ 支払い手段のデータ (クレジット カード番号、銀行口

座番号など) 

▪ 移住関連の個人データ 

▪ 既往歴データ (診療記録番号、生体測定値、認証目

的で使用される DNA、指紋、網膜と虹彩、声紋、顔の

パターン、手の計測値などの識別子など) 

▪ 政府発行の身分証明データ (社会保障番号、運転免

許証番号など) 

▪ Microsoft 顧客 (Sharepoint、O365 文書、OneDrive 顧

客など) に属しているデータ 

▪ 未発表の Microsoft 製品に関する資料 

▪ 生年月日 

▪ 子供のプロフィール情報 

▪ リアルタイムの地理データ  

▪ 自宅の住所 

▪ 自宅の電話番号 

▪ 宗教 

▪ 政治的見解 

▪ 性的嗜好/優先傾向 

▪ セキュリティに関する質疑応答 (2fa、パスワード リセッ

トなど)  

o 母親の旧姓 

この欄に記載された Microsoft 個

人データ/秘密データは保存時に

暗号化される。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

54 Microsoft の代理としてクレジット カードを処理する際に

は、カード発行会社ごとの該当するクレジット カード処理

規格を遵守する。 

Payment Card Industry Data 

Services Standard ("PCI-DSS") 証

明書を毎年提出することにより、

クレジット カード処理規格に準拠

していることを実証する。 
 

PCI DSS 証明書を SSPA に提出す
る。質問がある場合は、
SSPAHelp@microsoft.com までご

連絡ください。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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# Microsoft サプライヤー データ保護要件 遵守の証拠 回答 

セクション J:セキュリティ (続き) 

55 サプライヤーは、アクセス制御された環境で、Microsoft 物

理的資産を保存する必要がある。 
 
 

Microsoft データのデジタル、ハー

ド コピー、アーカイブ、バックアッ

プ コピーへの物理アクセスを管理

するためのシステムとプロセスが

存在する必要がある。 

Microsoft データを含む物理メディ

アの受け渡しと破棄について、 

受け渡し記録を追跡する必要が

ある。 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

56 開発環境またはテスト環境で使用される Microsoft 個人

データはすべて匿名化されている。 

開発環境やテスト環境では 

Microsoft 個人データを決して使

用しない。ただし、それ以外に選

択肢がない場合には、データ主

体の特定や個人データの不正使

用を防止する為に、匿名化する必

要がある。 
 

注意:匿名化されたデータは、偽

名化されたデータとは異なる。匿

名化されたデータとは、個人デー

タのデータ主体が識別できない、

識別されたまたは識別可能な自

然人とは無関係なデータである。 
 

<準拠> 

<非準拠> 

<適用外> 

<法律上の不一致> 

<契約上の不一致> 

 

 


