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はじめに

Ⅰ．研究会の目的
クラウドコンピューティングなどをはじめとする「これまでとは質的に異なる IT」の台頭により、
私たちの身の回りの社会生活や経済活動の中で IT を利用する場面が劇的に拡大、深化すると
ともに、個々の機器やシステムに実装される IT の高機能化や相互の接続・統合が進展している。
独立行政法人 情報処理推進機構（以下、「IPA」という。）では、IT がわれわれの生活基盤の
一つとして機能し、これまで個別のものとしていた情報が一体化して知らないうちにつながりつ
つある状況においてどのような技術的課題があり、これらに対して IPA がどのような対応ができ
るかを検討するために本研究会を発足した。
Ⅱ．問題意識と検討課題
本研究会で設定した問題意識と検討課題は、以下のとおりである。
(1) 「これまでとは質的に異なる」変化
IT の利用局面において、①クラウドコンピューティングの進展・ハードウェア性能の拡大
などによるデジタル化されたデータの保存可能量・加工速度の「青天井」化、②組込みソ
フトウェア製品と情報システムとの統合化、③PC や携帯電話による「ヒトが起点」の利用
から、家電、エネルギー機器、自動車など「モノとモノ」による相互接続の拡大化、などの
進展に伴い、IT の位置付けが社会基盤のひとつへと質的な変化を遂げつつある。
(2) 「社会と生活の基盤」としての IT が持つ意味
国際社会において、サービスやシステムを輸出することや、投資先やビジネスの提携先
となることで、わが国全体としての競争力や魅力を堅持しながら成長していくことは、重要
な国家的戦略であり、これを実現していくために、「社会と生活の基盤」としての IT 利用
ひいては IT 利用に伴う価値創造が高度・先端的であり続けることは、今後さらに重要に
なってくる。
(3) 個人と IT の関わり方に関する新たな課題
IT の高度利用を実現していくためには、①新たな IT 利用により実現され得る快適さや
利便性とリスクの具体的内容をどのように想定、理解、評価するか、②元々個別に開発さ
れたシステムを相互に接続・統合したサービスについて、システム全体のセキュリティ、信
頼性などをどのように確保するか、③高度な IT 利用に伴うリスクなどの社会的な受容に
ついて技術でどこまで応えられるか、また、技術で応えられないものについてはどのような
施策があるか、など新たな課題が生じている。なお、これら課題については、これまでとは
異なる観点からも検討が必要である。このため、社会科学を含む学際的な知見も取り入
れることとした。
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①委員からのプレゼンテーション（後半）

○第３回

2011 年２月２８日（月）１０：００〜１２：００

①経済産業省の取組みと研究会への期待
②くらし研の論点について

○第４回

2011 年４月５日（火）１０：００〜１２：００

①ITS Japan の取組み
○第５回

2011 年５月２０日（金）９：３０〜１１：３０

①ＩＰＡが行う震災復興対策の検討について
②ＩＰｖ６への取り組み
③ＩＰｖ６移行に関しての課題と対応
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①匿名情報の取扱いに関する検討について
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2011 年９月７日（水）１０：００〜１２：００

①携帯センサ情報システムについて
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○第８回 2011 年１０月５日（水）１０：００〜１２：００
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②くらし研報告書案について

○第９回 2011 年１１月２９日（火）１０：００〜１２：００
①くらし研の報告書案について
②ビッグデータに関連したＩＰＡのアプローチについて
③今後のくらし研のスケジュールについて

○第１０回

2011 年１２月１６日（金）１０：００〜１２：００

①ビッグデータの定義等について
②ビッグデータに関連したＩＰＡのアプローチについて
③報告書スケルトン案について

○第１１回

2012 年２月１日（水）１０：００〜１２：００

①現時点のくらし研報告書概要案について
②ビッグデータ国内調査の概要について
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○第１２回 2012 年３月１６日（金）１４：００〜１６：００
①くらし研報告書最終版について
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本報告書は、2010 年 12 月から 2012 年 3 月にかけて、計 12 回開催された「くらしと経済の
基盤としての IT を考える研究会」における発表や議論と、これに伴い、研究会委員や事務局
（IPA）が行った調査、検討の成果などを踏まえて取りまとめられたものである。取りまとめに当
たっては、まず、研究会の委員の方々に以下に示すような分担執筆をしていただき、次に、IPA の
各部門により執筆したものを事務局である IPA 戦略企画部において編集を行った。
報告書中の見解に関する部分は、研究会の議論を踏まえたものであるが、必ずしも研究会の
統一見解ではなく、研究会の委員が所属する組織や IPA の見解を示すものではない。また、記
述の中にあり得る誤りは、編集に当たった事務局の責任に帰するものである。

【執筆分担】
ビッグデータの背景と意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 加藤委員
ビッグデータを支える技術と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 須崎委員
質的に異なってきた IT 利用への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 折田委員
ビッグデータ時代のコンプライアンスリスクと可能性・・・・・・・・・ 高橋委員
起業をめぐるバイアスと価値提供のあり方・・・・・・・・・・・・・・・・・ 首藤委員
ビッグデータにおける個人的な情報の価値・・・・・・・・・・・・・・・・ 元橋座長
新サービス創出のための課題と取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IPA
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１．ビッグデータの背景と意義
筑波大学 加藤 和彦

今日、ビッグデータとその処理、応用が大きな注目を集めているが、突如としてここに至ったわ
けではない。IT に関する技術発達・進化の過程で、必然性をもってここまで辿りついたと理解す
べきである。本章では、どうしてここに至ったのか、ビッグデータとは何なのかを解き明かしてみ
たい。
１．１ 大規模データを元にしたネットワークサービスの出現
1990 年頃、CERN のティム・バーナーズ・リーがインターネット上にウェブシステムを構築し
た時、その基本構造は図１．１．１のようなものであった。今日でも、シンプルなウェブシステムの基
本構造はこの通りである。コンテンツクリエータは人間であり、HTML 言語そのものや、コンテン
ツ・マネージメント・システムと呼ばれる HTML 生成系を用いてコンテンツを作成する。
ウェブシステムは当初、コンテンツクリエータが持つ情報をユーザに対して発信するためのシ
ステムとして使用された。今日においても、シンプルなウェブシステムの使い方は同様である。イ
ンターネットが社会に広く普及し始める 1990 年代中頃からは、ウェブシステムが実社会や、さ
まざまな経済活動の情報インフラとして使用され始めた（図１．１．２）。例えば 1994 年に創業し
た Yahoo!社は、実社会における名前やキーワードとウェブページを関連付けるディレクトリー型
検索サービスを開始し、商業化に成功した。
同じく 1994 年に創業した Amazon 社は、書籍をインターネット上で販売する電子商業サイト
を開業し、今日の成功に至る礎を作った。創業当時の Yahoo!社および Amazon 社にはある共
通点がある。ユーザに提供するデータは基本的に、情報提供者によって「手作り」されていたと
いうことである。書式整形、検索処理、決算処理等は自動化されていたが、コンテンツデータは
人間によって編集・書きこまれたものである。それに対して、提供する内容をインターネット上から
自動収集・生成するサービスが現れた。ロボット型検索システムと呼ばれるサービスがその典型
である。DEC 社が提供した全文検索サービス AltaVista はその嚆矢の一つで、1995 年に公
開された。今日においてもっとも大きなシェアをもつ検索サービスを提供する Google 社は、
1998 年創業である。ロボット型検索システムでは、ソフトウェアで実装された「ロボット」がインタ
ーネット上のウェブデータを可能な限り収集し、インデックス（索引）作りを自動的に行う。ウェブ
データの収集とインデックスの作成には多大なる時間を要するが、検索ユーザの問い合わせに
対しては、インデックスを用いてごく短い時間で応答可能である。
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図１．１．１ 単純なウェブシステムの典型構成

図１．１．２ 実社会で使われ始めたウェブシステム
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１．２ ビッグデータ処理の嚆矢としての Google
ロボット型検索システムは同時期にいくつものシステムが作られ、当初は収集するウェブデー
タの量を競い合っていた。同時期に複数出現したロボット型検索サービスの中で、Google 社が
特徴的だったのは、検索結果の並べ方、すなわちランキングである。Google で調べれば、多くの
場合、調べたいウェブページが高速に、上位に見つかる。この並べ方が多くのユーザに満足感を
与え、最も人気ある検索サービスとして定着していった。全ユーザではないにせよ、大多数のユ
ーザに満足感を与える順序。この順序計算こそ、多くの検索システムの中で、Google を際立た
せたものであり、その真骨頂であった。
この順序計算のために、収集したウェブページ間の URL の参照構造から、ページランクと名
付けられたページの「ランク」を事前に計算しておき、検索語を含むページをこの順序順にユー
ザに表示する。ページランクの計算は、複雑な数理的アルゴリズムであり、世界の全ウェブペー
ジをグラフ構造のノードと見立てたグラフ計算である。グラフ構造は、線形代数における行列演
算として表現されるため、ページランクアルゴリズムは、超大規模な線形代数計算を行うことに
相当する。これには、膨大なメモリとストレージ、CPU 計算量を必要とする。Google は、スーパ
ーコンピュータを必要とするような処理を、普通の計算機（コモディティ・ハードウェア）を多数並
べて、大容量データ（ビッグデータ）を分散並列処理する技術を独自開発するのに成功した。
1998 年当時に Google が収集していたページ数は 2600 万、2000 年に 10 億、2008
年に 1 兆ページにまで達している。Google が保有しているマシン台数は少なくとも 100 万台、
実際にはおそらく 300〜500 万台と言われている。
Google 社が IT の世界にもたらした、ブレークスルーと呼んでも良いであろう新パラダイムを
まとめておこう。
・

・
・

・

・

増え続ける巨大容量の非定型データ ネットワークを介してストレージ上にどんどん蓄積
し続ける、巨大容量のデータを処理対象とする。データは固定書式ではなく、自由度の高
い非定型であることが一般的である。
「深い」分析 巨大データを数理科学的に分析して、データを一見しただけではわからな
い、データ内に内在する本質的情報構造を抽出する。
分散並列処理を用いた高速処理 増え続ける巨大容量データに対して前述の「深い分
析」を行うためには、膨大な計算をできるだけ速く行う必要がある。そのためには、高並列
分散処理の利用が不可欠である。
コモディティハードウェアの利用 スーパーコンピュータのような、高価な高性能計算機シ
ステムではなく、コモディティ化されたコンピュータを多数組み合わせて、分散並列処理を
行う。
スケーラビリティ 処理対象の巨大データと、エンドユーザからのアクセスが共に増大し
ても、性能的に破綻を来すことなく、その増大に対応することができる。

Goolge 社は、優秀なエンジニアを多数擁し、データ検索のみならず、オペレーティングシステ
ム・レベルの基盤ソフトウェアから、分散並列処理まで、オープンソースソフトウェアを活用しなが

-8-

ら、上記のような性質をもつシステムを構築するために必要な優れたソフトウェアを多数開発し
た。そこで開発したソフトウェアの大部分は非公開であるが、その内容は Google File System,
MapReduce, BigTable 等の名称で、学術論文として公表された。公表された情報に基づき、
Google 社が使用しているものと同様の技術が、オープンソースソフトウェアとして実装され、社
会で広く利用可能になった。ソフトウェアシステム Hadoop はその典型例である。そして、ハード
ウェアのコストパフォーマンスの向上は未だ止まることなく続いており、前述のソフトウェアと、比
較的安価なハードウェアの組み合わせによって、ビッグデータ活用の敷居は大いに下がった。

１．３ ビッグデータ処理の嚆矢としての Amazon
Amazon 社はインターネット上で販売する e コマースサイトの嚆矢であるが、他にも同様の e
コマースサイトは数多くあったはずである。Amazon 社は今日においても e コマースサイトのリ
ーディングカンパニーであり、さらに近年はクラウドコンピューティングのリーディングカンパニー
でもある。どうしてこのような抜きんでた発展を遂げることが出来たのか。その理由の一端は、本
報告書がテーマとしているビッグデータ活用に関して、先進的に、時にアグレッシブに、取り組ん
できたことにある。
Amazon 社の創業者が、e コマースの対象として、書籍の小売という分野を選択したことの
意義は大きい。実社会における多くの書籍小売店は、売り場面積に限りがあるため、売れ筋書
籍のみしか売り場に置くことができない。大型書店ですら、販売されている書籍の一部しか、店
頭に置くことができない。このため、いわゆるベストセラー書等の、大きな販売量を見込める商
品を中心として売り場に陳列することになる。
e コマースサイトは一般に、物理的な店舗を必要としないため、売り場面積の制約を受けず
に小売活動を行うことができる。情報検索機能を生かして、部数が少ない商品も販売することが
出来る。ロングテール概念を説明した図１．３．１をご覧頂きたい。「パレートの法則」（全体の数値
の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという説）が 80:20 の比で
成立しているとすれば、実社会の書店は、主として上位 20%（ヘッド部）の販売量を見込める売
れ筋の商品のみが売り場に陳列されるのに対し、インターネット上の書店は、この制約を受けず、
残る 80%（テール部）の種類の商品も取扱うことができる。
しかし、インターネットの黎明期においても、インターネット上で本の小売を行ったのは
Amazon 社だけではないはずである。また、実社会の書店においても、消費者が注文を行うこと
によって、インターネット書店と同様の種類を扱うことは可能である。なぜ Amazon 社が抜きん
出ることが出来たのか？
ヘッド部の商品においては、現時点おいてより多くの消費者数が見込め、しかも、手にとって
閲覧しながら購入することが出来る実社会書店の方が有利かもしれない。Amazon 社が、e コ
マースにおいて成功できた最大の要因の一つは、テール部の売り上げを向上させる方法を見出
すことに成功し、図１．３．２のように、細長いテール部を太くすることに成功したことにある。さらに
この手法を、書籍と同様の性質をもつ CD や DVD の販売にも適用し、さらにはパソコンやパソ
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コン関連商品は元より、今日においては、小売可能なものついては扱えないものはほとんどない
くらいにまで、取り扱い対象を一般化させた。さらに、新品のみならず、中古品まで、そして法人の
みならず、個人まで商品販売ができるように、販売システムを一般化させている。
図１．３．１、１．３．２で横軸を消費者、縦軸を購入量あるいは来店数とみれば、多品種を扱わな
い事業に対しても、同様の考え方が可能である。すなわち、ヘッド部に位置するような「お得意
様」、「常連」消費者についてはその状態を維持し、少数の商品しか購入してくれない、あるいは、
滅多に来店してくれない、テール部に位置する消費者の購入量あるいは来店数を増やすことが
出来ればよい。

図１．３．１

ロングテール。横軸を商品種類、縦軸を販売数とし、販売数の多いもの
順に商品種類を並べた時に得られるグラフ。「パレートの法則」が
80:20 の比で成り立つことを仮定。
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図１．３．２ ビッグデータ活用によってロングテールを押し上げる。
どうすれば、細長いテールを、太く、長いテールとすることが出来るのであろうか？ Amazon
社は、同社が開発した e コマースシステムで獲得・蓄積した膨大なデータに対して、広く、深く、
速いデータ処理とそれに伴うアクションを行うことによって、これを可能にするというアプローチを
とった。すなわち、通常の商品を扱うビジネスにおけるビッグデータ活用の嚆矢となったのであ
る。
•

広く Amazon 社が取り扱う膨大種類の商品、および、ネット経由で訪れる膨大数の消
費者について、膨大量となるデータを分析する。後述する、深く、速いデータ処理によって、
個々の商品や消費者に関する知見を「発見」し、それに基づいたフィードバックを、膨大数
のデータやユーザ各々に対して個別に行う。ここで言う「広い」とは、膨大な種類の商品や
人数からデータを収集するという意味と、獲得した「知見」・「発見」に基づくアクションを
個別適用するという二つの意味があることに注意されたい。

•

深く 一人の消費者がある商品を購入したときに、いつ、誰が、どの商品を購入したかと
いうデータを蓄積・分析するだけに留まらない。その商品を購入するに至るまでに、他のど
のような商品を閲覧したか等の行動履歴にまで立ち入って、分析を行う。そして、複数消
費者間の購入履歴や行動履歴を、数理科学的な手法を適用して分析することによって、
類似性や関連性を見出し、それに基づいて、商品の推奨（レコメンデーション）を行い、消
費行動の促進を促す。

•

速く 広く、深く収集した膨大なデータに対する分析を迅速に行い、各ユーザへの働きか
けをできるだけ迅速に行う。また各商品に対しては、売れ行きの予測を行い、品切れ期間
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ができるだけ短くなるよう、また、売れ残り在庫が少なくなるよう、商品発注スケジュール
を迅速に調整する。
Amazon 社は、このような広く、深く、速いアクティビティを可能にする情報システムを安価に
構築する様々なノウハウを蓄積し、さらに、そのノウハウを使って構築した情報システム基盤を、
外部ユーザに比較的安価に提供するというビジネスを始めた。それが IaaS (Infrastructure as
a Service)型と呼ばれるクラウドコンピューティング基盤である AWS (Amazon Web Services)
である。EC2(Elastic Compute Cloud) や S3（Simple Storage Service）等がその構成要素で
あって、クラウドコンピューティングが普及していく上で大きな役割を果たしている。

１．４ ビッグデータについての相乗効果
今日、「ビッグデータ」活用が注目されるようになったのは、従来的な意味でのデータベース
システムのデータが巨大になったためではない。従来的なデータベースシステムに入っていな
かった、非定型的な、構造を持たないデータが、インターネットと WWW の一般社会での普及を
きっかけとして膨大に増え続け、それを広く、深く、速く分析して活用する方法が見出され、発展
を遂げたことに端を発する。
Google 社による検索エンジンの構築はその一例である。インターネットで結ばれたコンピュ
ータ上に蓄積された情報が作る世界をサイバーワールド、実人間社会上に蓄積された情報が
作る世界をリアルワールドと呼ぶとしよう。Google 社は地図情報、衛星写真情報、公道から見
られる風景、図書等のリアルワールド情報をサイバー空間に「投射」していくことによって、公開
されているデータを次々とビッグデータとして取り扱えるようにし、その行為そのものを同社のミ
ッションと公言している。
Amazon 社は、多種類少量の物品を世界規模で販売するというビジネスを発展させる中で、
「ロングテール」と呼ばれ、売り上げを伸ばすことが難しいとされていた領域で、消費者のサイバ
ー空間上での行動を広く、深く、速く、分析することにより、ロングテールを太くする道を切り開い
ていった。テール部の構造を分析・理解し、テール部に行動変容を起こさせるというパターンは、
今日注目されているビッグデータ活用の典型なものである。Amazon 社は、同社がビジネス展
開に用いている技法の詳細を公開してはいないものの、同社が開発した「プラットフォーム」技
術を Amazon Web Services という形で公開しており、今日のクラウドコンピューティング隆盛
の牽引役の一社となっている。このプラットフォームはビッグデータ活用にも利用可能である。

１．５ さまざまなビッグデータ
（1） Web 2.0 そしてソーシャルメディア
2000 年代中頃以前は、ネット上のコンテンツは、提供者とユーザの役割が固定的で、一方
向的だった。それに対して、同年代中頃以降は、ユーザ自身もコンテンツ作成を行うようになり、
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コンテンツの提供と利用は双方向的となる現象が生まれた。この現象は 2000 年中頃にティ
ム・オライリーによって Web 2.0 とネーミングされ、インターネット利用の新しい方向性が広く認
識される一助となった。Web 2.0 の典型は、ブログ、巨大掲示板、写真や動画の共有サイト、ウ
ィキ等である。膨大数のユーザがコンテンツの作成を始めることで、情報生成の量と速度は飛躍
的に増大した。
膨大数のユーザが作るコンテンツは、一部の専門的な提供者が作るコンテンツと異なり、そ
の質はバラエティに富んだものとなり、「玉石混淆」の状態となる。そんな状態の中で、Web 2.0
が大きく拡大する上で大きな役割を果たしたのは、第 1.2 節でも言及した、Google 等の大規
模検索エンジンである。膨大数のユーザによって生成された膨大量のデータの中から、精緻に
作られた検索エンジンによって、「人気」あるコンテンツが見出され（ランキングされ）、多くのユ
ーザの眼に触れ、アクセス数、ダウンロード数、コメント数等によって生産者に返され、正のフィー
ドバックループを生んでいく。一部のユーザにしか興味が持たれないようなもの、すなわち、ロン
グテール概念のテール部に位置するようなコンテンツも、検索エンジンの助けによって、興味あ
るユーザによって見出され、やはり正のフィードバックが生まれ、より太いテールへと成長してい
く可能性を持つ。

図１．５．１ Web 2.0
さらに最近の新しい傾向は、ユーザとユーザの関係によって、コンテンツが作られ、成長してい
く、ソーシャルメディアの広い普及である。前述の、ブログ、巨大掲示板、写真や動画の共有サイ
ト、ウィキ等は、一般ユーザが生成するメディアとは言え、一般公衆（パブリック）の眼に晒される
ことが多いので、その敷居は低くはない。ソーシャルメディアは、その敷居をぐっと下げる効果を
もたらした。例えば、マイクロブログとも呼ばれる Twitter は、「つぶやき」と呼ばれる僅か 140 文
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字以内の書き込みを情報発信とし、それを知り合い同士で共有することで「コンテンツ化」する
道を切り開いた。喩え短いつぶやきであっても、バックグラウンドを共有する知り合い同士では、
十分にコンテンツとして成立する。一般大衆の目を気にする必要はない。人気・ランキング・反応
も気にする必要がない。そしてリツイートなる方法で、自分が興味をもった他者のつぶやきを再
送信する流儀を推奨することで、自らつぶやきを発することがなくても、ある意思を、知り合い達
に伝えることができる。また、著名人と一般人のつながりも、ブログ以上に簡単なものになり、コ
ンテンツ量の増大に拍車を掛けている。
さらに近年著しいのは、Facebook の普及により生まれた、ソーシャルメディアの広く深い世
界である。Facebook が、Web 2.0 以降のユーザ生成メディアに新たに付け加えたのは、実名
性を伴った、人間関係に基づくネットワークである。Web 2.0 という言葉が生まれて広まった頃
は、コンテンツは一般大衆がアクセス可能、すなわち、パブリックである事が前提あり、そして、し
ばしば作者は実名を明かさなかった。Facebook は、意図的に匿名性を排することで、実社会
で知るもの同士、および、実名で付き合える同士の大規模ソーシャルメディアを作り上げることに
成功した。古い友人、離れた友人を探し合うことができ、つぶやく手軽さで相互にコミュニケート
する世界を作った。そのような世界が現出して分かったことは、実社会で知り合う同志の安心感、
パブリックではない安寧感、そして背景・経験を共有するもの同士の気安さ等から、今までデー
タ発信とは無縁だった人達が情報発信を始め、あるいは、今まで繋がらなかった人達が繋がる
事になったことである。それがまた、膨大なデータ量の増大をもたらしている。
Web 2.0 やソーシャルメディアの普及によって、ビッグデータ活用は大きなチャンスを迎えて
いる。そこで生成されるデータにアクセスし、広く、深く、速く分析できれば、消費者のプロフィール
情報（年齢、性別、居住地区等の個人情報）付きで、動向、商品の評判をいち早く掴むことがで
き、商品の開発・改良に活かすことができる。

（2） マシン由来データ
今日、ネット上で蓄積されるデータは、人間が生成するデータに留まらない。各種機械がネット
ワーク接続され、機械が持つ多様なセンサが生成する膨大情報が蓄積可能となった（図１．５．２
参照）。膨大に蓄積され得るマシン由来データを広く、速く、深く分析し、有用な情報を導出する
ことで、新たなビジネスチャンスを獲得することが可能になっている。

- 14 -

図１．５．２

各種センサから集まってくるビッグデータ

この状況について実例を使って説明しよう。図１．５．３は、JR 東日本ウォータービジネス社が
2010 年 8 月から展開している清涼飲料水の自動販売機である。この自販機は、通常の機種
であれば、商品見本を置くところに、大型ディスプレィを備え、商品情報を含むさまざまな情報を
表示する。この自販機の興味深いところは、大型ディスプレィのすぐ上にカメラを備え、自販機の
前に立った客の容姿を認識する機能を持っている点である。カメラ画像を分析して、性別、年齢
を推測し、さらにその日の気温や天候を参考にして、推奨商品のレコメンデーションまで行う。参
考文献[1] によれば、10 代以下から 60 代以上までの年代と性別の 14 パターンの属性を判別
する。

図１．５．３

ディスプレィとカメラが付いた自動販売機
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さらに、購入商品と購入時情報（日時情報に加え、購入者の容姿特徴情報等）を記録し、デー
タを収集・分析することにより、商品開発にも活用している。例えば、夕方に甘い果物ジュースを
買っているのは、女性ではなく男性が多いことを見出し、男性向けの果物ジュース商品を開発す
ることで、売り上げ向上につなげている。
この新型自販機の例は、第 1.3 節で説明した、Amazon 社が先鞭を付けたビッグデータを活
用したネット上での販売手法を、実社会における商品販売に適用したものと見ることができる。
ロングテール概念のテール部を太くするために、客の特性を分析し、それに応じたレコメンデー
ションを行っている。客の特性を深く分析することで、販売すべき商品の開発にまでつなげている。
正に、ビッグデータ活用に基づいた商品販売戦略作りを行っているのである。
参考文献
[1] ITpro「自動販売機が 顧客センサ に/JR 東日本ウォータービジネス」(2012/2/6).
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120123/379107/.
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（コラム） 米国におけるビッグデータ活用のトレンド

ビッグデータは様々な分野で利用されるようになってきたが、米国でも導入は初期段階で
あるため、医療やスマートシティといった分野は期待が先走りしている。農業や小売業界につ
いては、ビッグデータが既に用いられ、小売業界については SNS データの活用が多く見られ
る。ここでは、各分野の面白い取り組みを紹介する。
医療分野では、日本でもサービスを開始したインフルエンザの流行を導き出す「Google イ
ンフルエンザトレンド」が思い浮かぶが、これは利用者が入力するインフルエンザの検索デー
タを元にしたものである。これ以外にも、米国疾病予防管理センターは、電子化された医療機
関のデータを共有・分析することで、感染病の流行やバイオテロの発生を管理することを目標
にしている。米国の医療の電子化率は欧州からは遅れており、日本とほぼ同レベルである。
農業分野では、農業経営者向けの民間保険として、米国立気象局がオープンデータ化し
ている 1500 億に及ぶ気象観測データと米農務省が集積した 14 テラバイトの地質データ、
100 万箇所の気象データを元に、各地におけるトウモロコシ、大豆、小麦などの穀物の影響を
モデリングし、各農業経営者のニーズに合わせたものを用意している。これは、干ばつや蒔き
時・収穫時の大量降雨による被害など特定の条件の保険もあり、連邦保険制度では保証さ
れないトマトやブドウなどの農作物の特別品種の填補も予定している。
小売業界では、Walmart や Amazon に押されて百貨店の売上の減少に歯止めがかからな
い状況である。その中で、大手百貨店 Macy’s では、クリスマス前の繁忙期にアクセスが集中
してエラーが発生していたｅコマースサイトについて、過去数年にわたる同時期の顧客データ
を元に分析して不安定な状況を未然に防止することで、売上 50%増を実現させた。また、ビッ
グデータ分析手法を活用することにより、解析時間を従来の 27 時間から 75 分に短縮するな
どの努力の結果、解約率を 20%減らし、年間 50 万ドルの制作コスト削減に成功した。
位置情報サービスでは、スマートフォンを持った利用者が提携店舗に近づくと広告が送信
され、実際に入店したり提携ブランドの商品の QR コードをスキャンするとポイントを獲得し、
それをギフト券などと交換できるサービスを展開している。また、自動車保険で、利用者の運
転マナーを位置情報により常時監視することを条件に保険料を割引するサービスもある。
ここで紹介したものは一部であるが、ビッグデータは既に米国住民の生活に影響を与えて
いる。それらの中には、身近な娯楽や趣味・趣向を反映したものから、地域一帯の住民の生
活スタイルを左右させるまで数多くの事例がある。これらの大半は増え続ける人口によって複
雑化する社会で生活する住民の利便性を向上させるための試みとして取り入れられているも
のの、必ずしも生活が豊かになるとは限らないものもあるため、生活者のニーズやデータ事
業者の健全な導入目的に適合しているかなど、把握する必要がある。
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２．ビッグデータを支える技術と課題
産業技術総合研究所 須崎 有康

２．１ ビッグデータとは？
デジタルデバイスの高機能化・低価格化によって、個々のユーザから多量のデータがコンピュ
ータで扱える形で生成されている。データの中には人が意図して作成したテキストやカメラから
の画像、マイクからの音声はもちろんだが、デジタルデバイスの各種センサの発達によって GPS
による位置情報、加速度センサによる人の動きなど意識されないデータも含まれるようになった。
それらのデータはインターネットを通して簡単にソーシャルネットワークシステムやマイクロブログ
にアップロード可能であり、集めると今までは取り扱ったことのない巨大なデータの塊となった。
このデータの塊は各種の現在動向を示唆する新鮮な情報を含み、日々刻々と生成されている。
特に Internet of Things で注目されるように、人を介さないで提供されるデータが今後増々多く
なることが予想される。つまり、デジタルデバイスの各種センサからサーバへ M2M(Machine to
Machine)で多量にアップロードされる状況になる。
新鮮なデータの塊としてのみならあまり意味が無かったが、Google などの検索技術の成功
に端を発して多種多様な情報が含まれるデータの塊をリアルタイムに分析することでビジネス
傾向の特定、病気の予防、犯罪の対策など、今まで知られていないかったビジネスチャンスや社
会に貢献する事象が明らかなった。この事象が社会的にインパクトを与え、現在最も注目されて
いる。しかし、ビッグデータを取り扱うのは簡単ではなく、大量のデータを許容できる時間内に効
率的に処理するためには特別な技術が求められる。この技術にはハードウェアやシステムソフト
ウェアの技術ばかりでなく、統計解析の様なデータを見極める技術も含まれる。本章ではビッグ
データに求められる技術的側面の解説をしていくとともに、その限界や問題点も明らかにしてい
く。

２．２ ビッグデータの性質
ビッグデータにはVolume（量）、Variety（多様性）、Velocity（速さ、データの新鮮さ）の 3 つの
性質がある 1。すなわち、解析対象となるテラバイトやペタバイトという大量データが存在する必
要がある(Volume)。データ自体にもユーザが求める価値が含まれている多様性が求められる
(Variety)。それらのデータは求めたい結果を反映する新鮮さをもち、高速の処理されることが求
められる(Velocity)。

1

http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20110706-01.html（2011 年 7 月発表）
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（1） データの量
ビッグデータの一つの尺度がデータ量であることは間違いない。ビッグデータを扱う上でペタ
バイト、エクサバイトなど扱いなれない単位が文中に出るので、これらの単位が判りやすい表を
最初に示しておく。表中右にある２つの列はスケールを理解するためのイメージをつかむための
参考値である。一つは性能のよい I/O(100 メガバイト/秒)で逐次に読み出した場合にかかる時
間、もう一つは近い将来の PC で 100 ギガバイトのメモリがあるとした場合にビッグデータを保持
するのに必要となる台数を示している。いずれ数値からもビッグデータの処理が困難なこと読み
取れる。
表２．２．１ 大きさを示す単位

世界中で生成されるデータ
ビッグデータの資料としては少し古いが、米カリフォルニア大学バークレー校の School of
Information Management and Systems の調査によると 2002 年に全世界で生産された情報
量は合計で 23 エクサバイトである。また別の調査になるが、IDC Digital Universe によると
2009 年のデータは 0.8 ゼタバイトとなっている。8 年で約 35 倍になっていたことになる。データ
は画像やセンサが多く、75%が個人から生成されていると報告されている。日々2.5 エクサバイト
のデータが生成されており、既存データの 90%は過去 2 年間に生成されたと述べられている。
さらに 2020 年の予想では 44 倍の 35 ゼタバイトとなる。
ちなみに全世界にどれくらいデータがあるかの調査は幾つかの研究機関で行われており、異
なる見解もある。南カリフォルニア大学の研究チームの発表によると、2007 年時点の全人類が
全世界中に保持している情報の容量は 295 エクサバイトである。Digital Universe の結果とかな
りの違いがあるが、全ての情報量を推定するのは難しく、この程度の誤差があることを認識して
おく必要があることを示している。
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ビッグデータを受け取る人間と言うデバイス
人間も情報処理する機械であり、そのデバイスにはCPUに相当する脳、I/Oに相当する目、耳
などの感覚器から構成され、それぞれの性能のよって能力が決まる。個体差も大きいと思うが、
「健康情報活用基盤 （日本版EHR 2） の全体構想について 3」（東京大学 山本隆一教授）で
使われた資料によると人の一生の情報量は 1 ペタバイトである。この内、情報は一番大事な生
命維持に最も費やされて、その量は全体の 2/3 程度とのことである。仮に人が 100 年かけて 1
ペタバイト のデータを処理すると仮定すると平均処理速度は約 1 ギガバイト/時間となる。これ
はDVD画像(4.7 ギガバイト/2 時間)の品質の約半分である。この数字は人間のデータ処理の限
界目安を示しており、これをはるかに超えるビッグデータはコンピュータによって効率的に処理さ
れる必要性がある。
また、仮に 1 ペタバイトすべてを保存するとして最新の 4 テラバイトハードディスクなら 250 本
で済んでしまう。人間というデバイスが処理した情報をどう取り出すかの問題はあるが、変換が
できれば完全なるライフログは可能なことになる。しかし、まんべんなく世界中の 100 億人にサ
ービスすると仮定すると 1 ペタバイト ×100 億人= 10 ヨタバイトとなる。これは近未来のストレ
ージを集めてもまだまだ足りない容量であり、情報デバイドが続くことが予想できる。
(2) データの多様性
データはただ量があればよいというわけではない。それぞれの目的に適したデータの価値が
含まれている多様性が必要である。例えば CERN(欧州原子核研究機構)では、素粒子物理学
の実験により毎年 15 ペタバイトのデータを生成している。容量から考えればビッグデータであり、
研究者にとっては非常に価値があるが、一般の人には意味のないデータである。また、米国のク
イズ番組 Jeopardy!で人間のクイズ王に勝った質問応答システム Watson が持つデータ量は
Wikipedia などから抽出された 70 ギガバイト程度である。現在の大きめの USB メモリや 3 層の
Blu-Ray Disk (100 ギガバイト)なら 1 枚で収録出来てしまうサイズである。このサイズのデータ
で何でもできる訳ではなく、ビッグデータの主な対象であるマーケット情報は当然該当しない。
一方、ソーシャルメディア上には一見、無意味に見えるようなデータが少なくない。データが解
析に利用されることを想定している「構造化データ」より、通常のテキスト、画像、音声など「非構
造化データ」が現状では圧倒的に多い。その割合は 8 割から 9 割と想定さている。この状況に対
してシステムは非構造化データも扱えるようになるべきあり、データを解析することによって、
我々が今まで考えもしなかった価値のある事象を突きとめることができる。
象徴的な一つの事例としてインディアナ大学ブルーミントン校のヨハン ボーレン准教授ら
の Twitter を使った株価予測システムがある。彼らは 2008 年 2 月から 12 月までの期間、270
万人のユーザによって投稿された 980 万件のツイートを収集し、さらにその中から｢世の中のム
2
3

EHR(Electric Health Record)
医療情報の爆発的流通と基盤としてのネットワーク(東京大学 山本教授)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/nw_arch/pdf/070213_2_2-4.pdf
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ード｣の評価を行った。彼らは OpinionFinder を使ってツイートを肯定的なものと否定的なもの
に振り分けたデータと、Google の POMS（Google-Profile of Mood States）を使って calm（穏
やか）、alert（警戒）、vital（力強い）、sure（確信）、kind（優しい）、happy（幸せ）の６つに分けた
データ作成し、NY ダウ平均株価の推移とすり合わせることで、一定の法則を見出した。この法則
によると calm の結果が 3、4 日後のダウ・ジョーンズ工業株価平均の動きと近いことが判った。
機械学習アルゴリズムに組み込み、87.6%で将来の株価を予想することができたと報告してい
る。ボーレン准教授らはツイートの分析から株取引情報を提供する Guidewave Consulting を
起業した。このように一見関係のないように思えることも膨大なデータを解析することで関係を
導き出して利用することに有用性が見いだされ、処理する技術開発が促進されることになった。
(3) 新鮮なデータ
検索エンジンと言えば、クローラと呼ばれるソフトウェアが周期的にホームページを巡回して
集めたデータからリンク情報を元にホームページをランキングしていた。しかし、現在のリアルタ
イム処理を行う上ではこれのみでは不十分であり、より新鮮なデータが求められている。
現在、ネットには様々なメディアがあり、各種の情報が産み出されている。ホームページ以外に
電子メール、SNS(ソーシャルネットワークシステム、Facebook など)、Q&A（OKWeb、Yahoo!知
恵袋など）、マイクロブログ(Twitter など)の情報には即時性があり、ユーザの動向を即座に把握
できるデータとなる。もちろん、SNS、Q&A、マイクロブログはウェブから公開されているものが多
いが、それらをクローラがホームページを探してくるモデルでは遅い。ニュースサイトなど情報提
供が集約されている場合は有効だが、個々の情報がどこにあるのか判らない状況ではリアルタ
イム処理には使えない。

検索と SNS/Q&A の品質
検索ではウェブに公開されたホームページから最も適するものを教えるが、これがユーザの
探している情報とは限らない。質問の形態にもよるが SNS やマイクロブログ、Q&A サイトでは回
答の品質がよいことがしばしばある。
2011 年の京都大学入試問題ネット投稿事件では Yahoo!知恵袋に入試問題を投稿し、第三
者がそれに回答していることでカンニングが成立したが、このような活用は一般のウェブ検索技
術では不可能である。つまり、SNS、マイクロブログ、Q&A サイトではユーザが求めている質問に
対して、的確な回答が返ってくることで新たな価値の高い情報が生成される。情報の生成のみ
ならず、それに同調する機能(Twitter のリツイート、Q&A のベストアンサーなど)により即座にそ
の価値が判定され、検索で行われていたページランキングがリアルタイムで下されることで生成
自体を促進する仕組みがある。

データの生成元からの新鮮なデータ
SNS やマイクロブログなどの情報はそれを直接管理しているサーバは、内部で生成している
情報を速やかに集めることができる。例えば、Twitter では firehose という API により全公開ツイ
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ートをストリームデータとしてリアルタイムに取得可能にしている。この機能は誰でも無制限に使
えるわけではなく、NTT Docomo や Yahoo!は有償で購入している。また、Twitter の Firehose の
データを購入・加工して、再販するビジネスも行われている。例えば、DataSift では 1 日 2 億 5000
万の Twitter ツイートをリアルタイムで詳細分析するサービスを販売している。

震災時の事例「通れた道マップ」
ウェブ以外の新鮮なビッグデータを使った一例には東日本大震災における「通れた道マップ」
サービスがある。「通れた道マップ」とは地震と津波などによって寸断された道路のうち、通行可
能な道を Google マップ上に示すサービスである。ここで必要となるのが通行可能な道情報であ
るが、通常のウェブクローラでは簡単には見つけられないし、瞬時に処理して情報提供すること
もできない。これを支えたのが車両の通行実績情報（プローブ情報）である。この情報はリアル
タイムに通行可能な道路を示す。「通れた道マップ」ではホンダのフローティングカーシステムに
よるプローブ情報を元に震災の 3 日後からサービスが提供された。
また、同様の事例として Google マップで閲覧できる交通渋滞情報も Android 端末などの
GPS 情報から大都市圏の渋滞情報を集めて提供している。いずれも新鮮なビッグデータをリア
ルタイムに解析することで得られる成果である

検索すること自体がデータ
検索エンジンではインターネットからクローラが集めるホームページのみならず、検索すること
自体がデータとなる。例えば、Google の Google Flu Trends というサービスは、インフルエンザ
の流行状況をグラフで示すツールだが、そのデータ収集はユーザが問い合わせる検索を利用し
ている。インフルエンザが身の回りで発生するようになると、人々は関連情報や予防策を知るた
めに、Google の検索に関連語句を入力する。それがごく少数の行動であれば意味はないが、多
数のユーザが同じ行動をとればそれが特徴となる。

機械と機械の間でやり取りするデータ
即時性にあるビッグデータの源泉として大きく注目を集めているのが、機械と機械の間でデー
タのやり取りを行う M2M “Machine to Machine である。M2M では各種のセンサの値が人間を
介さずにサーバに送られ、解析される。現在スマートシティとして提案されているアイデアは
M2M からのデータに大きく依存している。例えば、電力メータの情報をビッグデータとして扱い、
電力需給を自律的に調整するスマートグリッドはその代表である。更に下水の流量データや交
通システムのデータなど生活インフラ情報を統合して、効率的な都市を作り出すシステムである。
この M2M については各ベンダが使いやすいように、ETSI（欧州電気通信標準化機構）や米国
の TIA（電気通信工業会）が標準化活動を進めている。

２．３ ビッグデータを処理する能力
ビッグデータが量のみでないことは各方面で述べられているが、多量のデータを処理する能
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力が必要なことには変わりがない。この処理には高い計算能力が要求されるが、スーパーコン
ピュータのようにトップスピードを求めるのではなく、汎用品を使って安価に拡張できるコンピュ
ータアーキテクチャが求められる。
この分野ではGoogleが圧倒的に他を先行している。Googleのデータセンタ設計者が出版し
た書籍The Data Center as a Computer (邦訳：Googleクラウドの核心 4)でその詳細が述べら
れている。Googleのデータセンタでは大規模倉庫レベルに集めたコンピュータをWSC（ウェア
ハウススケールコンピュータ）と呼び、これを１台のコンピュータとして扱う。数万台の規模のコン
ピュータを集めた構成で効率よく処理するソフトウェアや大規模化による障害の多さにも対応し
たソフトウェアによって支えられている。WSCは「新しく、急速に進化し続けている処理要求に対
応するための、新しいタイプの大規模マシン」と定義している。ここではWSCを中心にビッグデー
タする処理する能力に必要なハードウェアとソフトウェアの技術について概観する。

２．４ 大規模処理を支える理論背景
WSC（ウェアハウススケールコンピュータ）の詳細を述べる前に、そのビッグデータの大規模
処理を支える理論背景について解説しておく。データの量でも述べた様にビッグデータは巨大で
あり、現在の WSC をもってしても今までの計算モデルのように各計算の瞬間において全て一貫
性を保ち、厳密に処理していたのではスケールアップすることが出ない。このためこれを補う理
論的背景が語られている。それらには、CAP 定理、エラー忘却型コンピューティング、結果整合
性などがある。
CAP 定理はカリフォルニア大学バークレーの Eric Brewer 教授が Inktomi の運営から得
た洞察を元に高いスケーラビリティを持つシステムを作るためのシステム要件のトレードオフを
示した定理である。CAP はそれぞれ、
・ Consistency (データの整合性)
Ø 全てのノードにおいて同時に同じデータが見えなければならないこと
・ Availability (システムの可用性)
Ø ノード障害により生存ノードの機能性は損なわれないこと

・ tolerance to network Partitions (ネットワークの分断耐性)
Ø 通信障害などによるメッセージ損失に対し、継続して動作を行うこと
の頭文字を意味しており、三つのうち同時に達成できるのは常に二つしかないと述べられてい
る。この定理の例として、ネットワーク分断への耐性(P)を犠牲にしたシステムとしてクラスタ上の
データベース、可用性(A）を犠牲にしたシステムとして分散データベース、一貫性（C）を犠牲に
したシステムとしてDNSを上げている。CAP定理自体は分散処理で権威のあるPODC2000

4

日経 BP 社 (2010 年 8 月発行）ルイス・アンドレ・バロッソ、ウルス・ヘルツル著
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(Principles of Distributed Computing)での基調講演で発表されたものであり 5、査読という審
査のプロセスを経ていない。このため厳密的な理論として確立した訳ではないが、有用であるこ
とは広く認められている。
エラー忘却型コンピューティングは、MITのMartin Rinard教授らがOSDI 2004(Operating
Systems Design and Implementation)と言うOSでは最も権威のある学会で 2004 年に発表し
たサーバの可用性を高める概念である 6。通常はエラーが発生した場合に処理を途中停止させ
るが、エラー忘却型コンピューティングにおいては、処理の不整合が発見されても不整合が発見
されたというログだけを残し、処理を継続させる。これによりサーバの可用性を高められるばかり
でなく、攻撃者が予想したエラーの反応をサーバが示さないためにセキュリティも向上できると
されている。大規模データ処理においてはエラーの処理は後から行うことで、全体の処理を止め
ずに効率性を維持する重要性を示している。
結果整合性（Eventual Consistency）は、厳密な一貫性を全てに要求するのではく、結果的
に一貫性が保たれればよいとされるデータの一貫性に関するモデルである。多くの関係データ
ベースではデータ完全性を保証するため途中の整合性を保つための制約をつけることがある。
しかし、大規模データ処理のサービスでは、全ての状態で一貫性を取っていると大規模に拡張
することができない。このため、途中の状態で一貫性に欠けても結果的に有用な状態になれば
有用であるとされる。結果整合性が実際に使われている例には DNS がよく挙げられる。

２．５ ハードウェア能力
ビッグデータを処理するためにはウェアハウススケールコンピュータが必要であり、CPU 台数
やストレージ容量が大規模になるが、大規模化によって今まで隠れていた消費電力の問題や信
頼性の問題が表面化する。ネットワークについても大容量転送が求められるが、ビッグデータレ
ベルを簡単には転送できない。
（1） CPU 能力
2011 年に出されたデータセンタの電力使用に関するレポート（スタンフォード大学 Jonathan
Koomey 教授）によると、Google のデータセンタが使用する電力は 220 MW であり、これは
世界の電力使用のおよそ 0.01 %であり、世界のデータセンタの電力使用の 1 % 未満である。
この数値より、Google の所有するサーバは 90 万台と予測されている。Google は大規模サーバ
を持ち、大容量の電力を消費しているが、その効率は他に比べ圧倒的に良く、WSC のメインテ
ーマである「電力を如何に押さえるか」という課題を解決している。
また、クラウド関連で権威のある学会SOCC (Symposium of Cloud Computing)2010 で
GoogleのJeff Dean氏が行った基調講演では、2010 年 5 月にMapReduceのクラスタが処理し
5
6

http://www.podc.org/podc2000/brewer.html
http://static.usenix.org/events/osdi04/tech/rinard.html
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たデータ量は 946.460 ペタバイト(一日で 30.5 ペタバイト)であると発表された 7。ハーバード大
学の資料によると 2010 年の時点でGoogleのデータ処理量は一日 24 ペタバイトとの情報もあ
る。膨大な処理能力であるが、「データの量」で述べたように 2009 年で生成されたデータが 0.8
ゼタバイト（一日 2.5 エクサバイト）とすると、全世界的にはまだ処理できていないことになる。更
に生成されたデータは画像やセンサなどが 80%程度と報告されており、これらの非構造化デー
タの変換も必要である。つまり、どのデータをターゲットにするかにも依存するが、ビッグデータの
性質が分かるにしたがって必要となる計算能力がまだ不足する分野が多いと予想できる。
（2） ストレージ能力
ビッグデータを保持するためにストレージでは総容量も重要であるが、その堅牢性及び可用
性が重要になる。ここではハードウェアの障害ばかりでなく、ネットワークの障害による地域分断
などグローバルな対処が求められる。ソフトウェアによる冗長化は下記に述べるファイルシステ
ム等で行われているが、地理的分散による堅牢性・可用性はハードウェア（データセンタ）レベル
で行われている。
Amazon クラウドではデータセンタを地理的に分散したリージョン毎で管理している。リージョ
ン内にある物理的に異なるデータセンタのことをアベイラビリティゾーン（AZ）と呼び、データは
最低 3 つの AZ に複製されて冗長性を管理し、一つの AZ の障害がデータ利用に影響を及ぼす
ことは基本的にない。具体的には、リージョンは米国東部バージニア、米国西部オレゴン、米国
西部北カルフォルニア、欧州アイルランド、アジアパシフィックシンガポール、アジアパシフィック東
京、南米サンパウロであり、データはこの中の複数の AZ で冗長化されて可用性と耐障害性を保
っている。また、Amazon S3 は 99.9 パーセントの可用性を保証し、月あたりのダウンタイム約 43
分である。これが大きいと見るか小さいと見るかは利用形態によるが、多くのビッグデータに関
する処理では許容されている。
（3） データ転送能力
ビッグデータを集めるためにインターネットを使うことは必須になっている。インターネット自体
は共有のインフラでどこかの企業や国で独占するものでもないが、2010 年の時点で YouTube
を含めて最大で全体の 12％のインターネットトラフィックは Google であると報告されている。
インターネットで大容量のデータを集めているのは事実であるが、インターネット自体は一つ
のサイトから多量のデータを送るのには適していない。2009 年にカリフォルニア大学バークレー
校から発行されたAbove the clouds には 15 テラバイトのデータをAmazonに転送(Amazon
S3 の平均転送レートは 5〜18Mbps)した場合 45 日間かかることを示している。このような利用
の場合、Fedex 8等でハードディスクを送る方が効率がよいことが述べられており、実際Amazon
ではハードディスクを受け取ってデータをサーバに格納するサービスを提供している。
7
8

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/events/socc2010/dean.htm
FedEx Corporation：世界最大手の運送会社。
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２．６ ソフトウェアアーキテクチャ
ビッグデータを処理するソフトウェアは要求される処理の特性を生かしつつ、ウェアハウススケ
ールコンピュータを十分に活用できる構成になっている。下記のソフトウェアアーキテクチャを簡
略化した図２．６．１に示すように非構造化データが検索可能になるように処理が行われる。ここ
では、大容量データを支える分散ストレージシステム、その上でデータ処理を行うソフトウェアフ
レームワークの MapReduce, データの問い合わせに対処する NoSQL データベースが活用さ
れている。いずれも大容量データを大規模計算機で処理するために、理論背景で説明したよう
な計算途中の厳密さを緩和する技術が利用されている。

データセンター
(ウェアハウススケールコンピュータ)

検索

非構造化データ
ソフトウェア
フレームワーク
MapReduce

NoSQL
例: BigTable
hBase

ストレージシステム
例：GFS: Google File System,
HDFS: Hadooop Distributed File System

図２．６．１

ソフトウェアアーキテクチャ

（1） ストレージシステム
ストレージも大規模分散化すると壊れることが多くなる。このため、分散システムを構成するノ
ードが壊れた時、データが失われないことと、自動で復旧できることに主眼に開発されている。ま
た、ファイルのアクセス特性を考慮した設計になっている。MapReduce 的な使い方では、ファイ
ルの一部分を何度も書き換えるような利用は少なく、ファイルへの書き込みは追記(append)が
多いことが判っている。また、書き込みより読み込みの方が多い。
上記の想定を元に開発された大規模分散ファイルシステムが Google で使われている
GFS(Google File System)であり、オープンソースで提供されているのが HDFS(Hadoop
Distributed File System)である。GFS と HDFS では、UNIX の標準の POISX に完全に準拠は
していないが、ファイルシステムとしてある程度利用可能である。しかし、利用するアプリケーショ
ンに対してパフォーマンスを出すためにある程度の仮定を求めている。
（２） ソフトウェアフレームワーク

MapReduce

ビッグデータを処理するソフトウェアフレームワークとして MapReduce が使われることが多い。
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MapReduce という名称は，大規模データを Map と Reduce の 2 段階で処理することに由来す
る。Map は膨大な量の元データを分解し、必要な情報を抽出し有用な形へと変換し出力するフ
ィルターの役目を担う。 Reduce は抽出された情報を集約した結果を出力する。このうち Map
タスクで副作用を起こさなければ、処理を複数のマシンで手分けして行うことができる。テラ単位
のデータに対しても処理を数百台のマシンへと効率良く分配することで、スケールアウトすること
ができる。MapReduce は Google でのページランクやインデックス作成で有用性が明らかにな
り、大規模データの分散処理に活用されるようになった。
Google のソフトウェアは公開されないため、MapReduce の処理を行うにはオープンソースで
の実装である Hadoop が Google 以外の会社で多く使われている。Hadoop は 2004 年に
Yahoo!で開発がはじまり、現在は Apache ソフトウェア財団が支援するプロジェクトの一つであ
る。 開 発支 援を 行ってい る企業と して Hadoop のサ ポートを業務とする ベンチャー企 業
Cloudera や IBM、NTT Data などがある。Microsoft は独自に Dryad を作成していたが 2011 年
10 月に Hadoop の開発企業である Hortonworks と提携して Windows Server 2012 および
Windows Azure に Hadoop を統合していくことを明らかにしている。
（３） NoSQL
データの処理と言えば関係データベース(RDB)を使うことが一般的であったが、ビッグデータ
ではデータと計算機の特性に合わせ下記のようなデータベース要件が要望される。
・
・
・

処理自体にスケーラビリティがあること
関係データベースにあった Join 操作は必要としない
関係データベースが満たしていた ACID（Atomicity:不可分性、Consistency 一貫
性、Isolation 独立性、Durability 永続性）は要求しない
・ 単一障害点がないこと
この要件を満たしたデータベースが NoSQL と呼ばれる。NoSQL の用語はその使い方に幾
つか議論があるが、Eric Evans 氏の解釈による「NO SQL(SQL を満たさない)と言うことでは
なく、Not Only SQL(SQL だけではない)」が最近多く用いられている。
Google の NoSQL である BigTable は Google 検索以外にも Google Maps や YouTube に
も使われており、重要なインフラの一つである。オープンソースとしては Hadoop HBbase、
Apache Cassandra が海外の主要 SNS で使われている。また、国内では mixi の Tokyo
Cabinet、楽天の Roma、GREE の Flare などがある。

２．７ 非構造化データを構造化データに変える技術
ビッグデータには売り上げ情報や顧客情報などのように定型フォーマットに沿った表形式に
集約されている構造化データと自然文章のテキストや画像、映像などの非構造化データがある。
ビッグデータの 8 割は非構造化データと考えられており、これらを構造化データに変えるパター
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ン認識やデータマイニングの技術が注目を浴びている。
（1） 音声認識
声認識はスマートフォンとクラウドコンピュータが連携することで一般に広く使われるようにな
っていている。例えば、iPhone Siri は音声で操作できる機能を提供している。Siri は入力された
音声をサーバに送信し、サーバ側で解析を行う。音声認識が簡単に利用できることでコンピュー
タの利用に慣れていないユーザからもデータが収集できるようになり、ビッグデータとして利用
可能になっている。
Siri 自体はもともと iPhone 用に開発された技術ではなく、DARPA（米国国防高等研究計画
局 ） の 予 算 で SRI イ ン ターナ ショナ ルが 2003 年から 2008 年までの 5 年 間行 った
CALO(Cognitive Assistant that Learns and Organizes)プロジェクトの成果である。
（2） ログ解析技術
非構造化データから構造化データに変換する例として各種のデータログが挙げられる。デー
タログは一部構造化されているが、多くはまだ色々な情報が構造化されていない。
このようなデータログ解析の事例として ArcSight が挙げられる。ArcSight では OS のログ以
外に入退館管理、ネットワークなどの IT インフラストラクチャ全体にわたる活動をログから見渡
して分析することで、マルウェアによるシステム異常や雇用者の情報漏えい動作を検出する。こ
れには大規模データが使われおり、例えば、ある米国政府系機関では 20 ペタバイトのログを分
析している。
このような統計処理にはデータマイニングの技術や原因となった事象を推定するベイズ推定
などが利用される。ツールとしてはオープンソースの統計解析向けプログラミング言語 R が注目
され、オラクルでは R を使ったビッグデータ解析ツールの製品も販売している。

２．８ セキュリティ
公開されている情報からの悪意のある類推を行う技術は別章で述べられるが、本章ではユー
ザの意図しない暗号の危殆化や情報の漏えい、消失、削除ミスなどシステムから見たセキュリ
ティの問題を取り上げる。
（1） 暗号の危殆化
ビッグデータの環境ではインターネット上に上がったデータは基本的に何でも利用されてしま
う。ウェブ上に乗ったデータをすべて保存する技術も進んでおり、一旦公開された情報は永遠に
残ってしまう危険性がある。このため、重要データの秘匿化要望は増えているが、EMC Digital

- 28 -

Universe によると秘匿化されないデータが増えることが予想されている。
秘匿化する場合でも利用する暗号の強度に注意する必要がある。日本国内の電子政府推奨
暗号の安全性を評価する CRYPTREC ではスパコンの性能向上と暗号危殆化の関係を示した
グラフを公開しており、1024 ビットの RSA の素因数分解問題は 2015 年から 2020 年頃に分解
の可能と予測されている。このため 2048 ビットへ変更が推奨されているが、計算リソースに制
限がある機器では難しいことが予想されている。
（2） 情報漏えい、消失、削除ミス
サーバからの情報漏えいは昔から重要な問題であるが、依然解決されていない。特に管理者
による悪意のある漏えいは防ぐのが難しい。セキュリティについて厳しいと考えられている
Google においても 2010 年に幹部エンジニアから Gmail の内容を盗聴して、悪用した事件があ
った。また、悪意が無くても設定ミスやバグで情報漏えいする恐れもある。Dropbox では 2011 年
6 月にバグにより４時間にわたってパスワードなしで利用できる状態になっていた。
情報消失は本来保存されているべきデータがサーバ上から消えてしまう問題である。この事
例としては個人の情報を記憶するサービスの Evernote において 6,323 人の新規・編集したデ
ータが消失した事件があった。これは 1 台のサーバの障害が原因であったことが報告されてい
る。また、スマートフォンの Sidekick ではサーバと同期するスケジューラのサービスがサーバエラ
ーによりデータ消失した事件が 2009 年 10 月にあった。このサービスは 2 週間近く利用不可能
になった。
削除ミスは情報消失とは逆で本来あるべきデータがユーザの意図に反してサーバに残ってし
まう問題である。例えば Facebook や Google+では画像データをユーザが消したにも関わらず、
サーバから消えていない問題が指摘されている。この画像データは SNS 内に閉じてアクセスさ
れるのではなく、通常の URL で誰でもアクセス出来てしまう問題も指摘されている。また、2012
年 1 月のさくらクラウドの障害においては解約されたはずのデータの一部が正常に削除されな
い事件があった。
情報漏えい、消失、削除ミスは障害・ソフトウェアバグや管理者・ユーザの悪意ある行為により
起こるため、現在は根本的な解決手段がない。第三者機関の監査による指摘や各種のセキュリ
ティ情報を収集して問題点があれば対処する日ごろの管理が重要となる。

２．９ 今後の方向と課題
（１） 解析技術の必要性
まだまだ発展途上であるが、ビッグデータを精錬する技術はひとまず確立されてきた。また、
Internet of Things による各種センサからリアルタイムに大規模データが収集できる方向にもな
っている。今後はこのデータを如何に効率よく解析するかである。この解析にはデータマイニング、
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クラスタリング技術などの統計的解析の技術が必要とされるが、これらの技術は今までも計算
機資源を多量に必要とするものであり、ビッグデータでは更なる改良が必要である。データの特
性に合った抽象化を行うことで高速化するアルゴリズム、およびウェアハウススケールコンピュー
タに適する実装技術が求められる。
（２） 近視眼的な結果
ビッグデータは現在の状況を示すデータから近未来の傾向を判断するには有意義に思える
が、長期視点に立ったビジョンを示すには欠点があるように思える。これは古くからビッグデータ
を扱っていた気象予測の短期と長期の例と同じで、事象が一定期間継続するモデルならばデ
ータからある程度の短期予想はできるが、長期については小さな出来事が大きな現象に発達す
るバタフライ効果（「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークで嵐が起こる」などと説明されるカオス
の理論）があり、予測が困難になっている。これがそのままビッグデータに当てはまるかは不明で
あるが、「ビッグデータの多様性」であげた株価予想も長期まで当てはまるとは述べておらず、事
象の持つ特質によるデータ解析の限界を理解しておく必要がある。
（３） 社会システムに対する警鐘
ビッグデータによって、その場に居なくても事象が予測できるようになった。しかし、起こりうる
災害等や犯罪をその場で経験を積んだ人間から判断されなくなることを危惧する。例えば、ステ
ィーブン・ワルドマンの朝日新聞記事「米国で地方新聞記者の居なくなった町」では、インターネ
ットの普及により、２０年前は全米で６万人いた新聞記者が現在は４万人になったことの弊害を
紹介している。ここでは、市議会を監視するメディアが無くなることで、市長の給料が大統領の二
倍にまで歯止めが掛らなったことと一人でも記者がいればこのような事態は防げたことが述べ
られている。
日本でいえば、以前は救急車を呼びだすのに携帯電話ではなく、場所が特定できる公衆電話
を使うように指導されていた。しかし、現在は公衆電話の減少により位置情報が伝わり難くなっ
ている。スマートフォンでも GPS から位置情報が取れるが、それを非常時に消防署に送る仕組
みは無い。電話番号案内にしても以前は地元に詳しいオペレータにより「駅の見えるケーキ屋」
と問い合わせることができたが、現在オペレータの集約により、このような検索が出来なくなって
いる。Google Street View によるピンポイントの位置情報が簡単に取れるようになったが、その
周辺が危険であることを概観するような情報までは簡単には取れない。つまり、「その場の空気
を読む」ような判断をすることができない。
上記の例が現在のビッグデータの活用とすぐ直結するわけではないが、一方的に進むビッグ
データの推進には危惧するものがあり、全体への影響を見据えた設計を求める。
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（コラム） 震災時のつながる IT とビッグデータ活用

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、津波により沿岸部を中心に甚大な被害を
与え、死亡者数・行方不明者数は 18,943 名（2012 年 3 月 28 日現在, 警察庁発表）と阪神
淡路大震災を大きく上回った。阪神淡路大震災では、まだ携帯電話普及の黎明期であった
が、ブロードバンド化が進み、携帯電話やスマートフォンは完全に普及していることから、今回
の震災では、IT の話題が大きく取りあげられている。
被災地にある情報関連の企業は、つながらない環境に苦労をしたが地震による被害はほ
とんどなかった。しかし、地震対策は万全であったが、津波は想定されておらず津波に流され
た市町村のシステムは壊滅状態となった。また、復旧復興においては、これまでのボランティ
ア活動とは異なり、IT によるボランティア活動を、情報関連の企業や IT 系のコミュニティの活
動家が積極的に行われている。
IPA では、こうした状況を受け、被災した IT 関係者や IT による復旧復興に携わる支援者に
対して、「被災した直後からどのような活動をしたのか、何ができて何ができなかったのか、次
は何をすればよいか」などについて、生の声を記録し災害に備えることを目的として直接話を
聞いた。以下に、つながるということとビッグデータ活用に関連するものを紹介する。
これまで平常時にできる準備はしていたが、震災でつながらない状況に置かれて、実際に
つながらないことの重大性を肌で体感したことも多かった。様々な耐震・免震対策をしたわが
国のデータセンタが震災に強いことを証明する形になったが、通信網が途切れた状況で非
常用電源によりサーバを稼働させたことや、やっとつながっている状態でのリッチなインタフェ
ースを持った安否確認システムやサーバ管理システムで満足なレスポンスが得られなかっ
たことなど、平常時では得られなかった課題を、今後は解決していかなくてはならない。
ビッグデータの活用ということでは、ボランティアによるｔｗｉｔｔｅｒにおける被災地などからの
ツィートの内容を精査して位置情報を付加して公開する「sinsai.info」、ホンダなどの自動車
メーカが提供したカーナビの通行記録から自動車の通行実績を地図上に示したサービス
「通れた道マップ」、各避難所での紙の安否情報を電子化して最大 67 万件が登録された安
否確認システム「パーソンファインダ」は、これまで様々なところで紹介されてきた。
これら以外にも、各被災地で必要なボランティアの情報を配信する「ボランティア情報ステ
ーション」や、Yahoo!の「電力予報」などは、膨大なデータもさることながら、短期間にサービ
スを提供してきた。これらビッグデータを活用した災害復旧支援サービスの提供を可能にし
たのは、複数の Web API を組み合わせて、ひとつのウェブサービスとして構築する、マッシュ
アップという手法である。マッシュアップにより、アイデアを早期に具現化したことは、要求が
刻々と変化する震災時ではより重要であった。
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３．質的に異なってきた IT 利用への対応
慶應義塾大学 折田 明子

３．１ 多様な意味を持ち始めたデータ
われわれの生活において、個人は意図する・せざるに関わらず自分の情報をデータとして提
供し、またその情報を活用した結果としての便益を受けている。インターネットの利用に限ったと
しても、ウェブサイトの閲覧履歴、位置情報、購買履歴、ソーシャルグラフ、投稿した内容などのあ
らゆるデータが、何らかの軸に関連づけられ組み合わされることによって、情報になり、知識に応
用できる可能性を持つ。これらのデータは、顧客データベースのように定型化されたものである
とは限らず、さまざまなフォーマットによる非定型なものとして存在する。これらを取得し、処理し、
例えば日付で分割して傾向を見たり、同一人物の情報を関連づけて時系列の傾向や、他の行
動との関わりを見たりすることで、さまざまな利活用の可能性が発生する。
ビッグデータという概念には、通信記録やライフログなどの大容量データ、流通や小売りなど
件数の多いデータ、さらにソーシャルメディア上のデータが含まれる。このうち、ソーシャルメディ
ア上のデータは、必ずしも定型化されておらず、利用者個人が自ら提供するテキスト、画像、動画
など様々なものを含む。
Twitter のタイムラインはその好例であろう。特定のユーザに着目するならば、そのユーザが提
供する情報自体のみならず、フォロー関係、リツイートやメンションによるソーシャルグラフが情報
になる。同時性に着目するならば、天気の移り変わりといった実空間情報や、イベント、流行に関
する情報が誰を介して伝播しているかを見ることができる。フォローする相手、リストによる分類
など、それらの情報を異なる軸で分類することで、異なる角度から情報を解釈できる。すなわち、
実名か否かも含めた内容の如何だけでなく、投稿された時刻、場所、投稿数、投稿の有無、ソー
シャルグラフなど、多様な情報の組み合わせから、予想し得なかったことが浮かび上がる可能
性がある。
一方で、これらのデータがそもそも個人の行動によって提供されている以上、該当個人の個
人情報ならびにプライバシーの取り扱いを無視することはできない。データを利用者単位で関
連づける場合のみならず、あらゆるデータの連携や情報の組み合わせから、意図せずに個人が
特定されたり、プライバシーが侵害されたりする可能性がある。たとえば、個人情報には「他の情
報と容易に照合して特定の個人を識別できる」ものも含まれるが、ウェブ上の行動履歴が相当
程度長期間にわたって大量に蓄積される状態は、個人の識別のための手がかりにつながる可
能性がある。また、プライバシーは日本国内の法律では明確な定義はないが、本人が望まない
情報を望まない相手に開示することは避けなければならない。
本章では、特にソーシャルメディアとモバイル利用がもたらした、情報の質の変化について、個
人が提供する情報という観点から整理する。

- 32 -

３．２ 利用者のリンク可能性と ID
ビッグデータの取り扱いを考えるにあたり、利用者が認識する匿名性と、利用者が同一人物
として識別されることを整理しておく必要がある。
インターネットの利用、特に利用者自ら書き込む場合をみると、日本では利用者の多くが実名
を秘匿した上でインターネット上のサービスを利用する傾向があり 9、その背景には、個人情報
の漏洩に対する不安およびそれに対する対処がある 10。自己が認識している範囲であれば、個
人情報の開示の有無や開示範囲を本人が設定することは可能であり、インターネットは匿名性
の高い場ととらえられてきた。しかし、ソーシャルメディアをはじめとするインターネット上のサー
ビスを利用において、匿名の定義は時に多義的であり、混同されがちである。利用者同士は互
いに「匿名」と認識していても、その行為は同一人物のものとして紐づけられ、蓄積される。ただ
し、その情報は必ずしも利用者同士にすべて開示される訳ではない。
同様に、通話記録や電気利用の記録も、利用者同士で共有されるものではないが、サービス
提供者と利用者の間では課金およびサービス提供のために必要な情報である。これらのデータ
をさらに活用するにあたり、利用者同士に開示する情報と、匿名化した上でサービス提供者の
みに開示する情報を区別し、かつ匿名化はデータの活用が可能な形でなければならない。以上
を踏まえ、本節では、利用者同士の名前と ID の構造を整理しておく。
匿名性の程度を決定するのは、「情報の発信者が誰であるか」を特定する本人到達性と、「情
報の発信者が同一人物であるか」というリンク可能性の二つの要素である。日本では一般的に
は、実名を名乗っていなければ匿名とされており、匿名性と仮名性と混同され、同一人物として
の識別が軽視されがちである 11。だが、リンク可能性(Linkability)は、雑多に存在するデータを同
一人物のものとして紐づける重要な要素である 12。実際、多くのインターネット上のサービスは、
利用開始時に会員登録を要し、利用に際して利用者が取得したIDでサインインすることを求め
ている。複数の行動（たとえば投稿）が同一人物としてIDに紐づけられることで、その利用者に
関連づけられる情報は増大する。データの匿名化と言ったとき、それが本人到達性を失わせるこ
となのか、同一人物としての紐付けも含むのか注意が必要である。
ある複数の行為が同一人物によるものであること、また関連づけられた情報は、必ずしも利用
者間で共有される訳ではない。図 3.2.1 は、利用者間の名乗りと、サービス利用に際しての ID 取
得ならびに本人確認を三層に整理したものである。第一層は、利用者同士で使う名前（実名・仮
名・匿名）や、開示する情報である。ここでは、利用者はどのような名前を名乗り、情報を開示す
9
10
11

インターネット協会編『インターネット白書 2007』インプレス,2007
平成 22 年度情報通信白書
一 方 米 国 で は 、 商 務 省 NIST が 2010 年 に 打 ち 出 し た 戦 略 文 書 「 National Strategy for Trusted Identities in
Cyberspace(NSTIC)」において、利用者の anonymity(匿名性)と pseudonymity(仮名性)を明確に区別している。

12

匿名性とアイデンティティの構造については、ドレスデン大学の”anon terminology”を参考にした
http://dud.inf.tu-dresden.de/Anon_Terminology.shtml
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るかを選択することができる。第二層は、サービス提供者の観点であり、会員登録の有無がここ
にあたる。会員登録の際に入力した情報は、必ずしも利用者同士の第一層で公開されるとは限
らない。第三層は、本人を確認するための手段である。メールアドレスへの到達性から、登録した
本人の真正性のみを求めるレベルから、決済に関する情報、公的な身分証明書を求めるなど、
保証のレベルは用途によって異なる。このレベルは必ずしも最高レベルのものが求められる訳
ではなく、われわれが実印と認め印を使い分けるように、用途に応じて設定される。
名前と ID の登録を分離してとらえることにより、利用者間では匿名性を保ちつつ、サービス提
供者にとっては利用者の行為をリンク可能なものとして蓄積するという構造が見えてくる。これ
によって、たとえばサービス提供者は、利用者の行為そのものを開示しなくとも、行為に対する評
判の結果や、蓄積されたデータを分析して得られた結果のみを返すことができる。

図 3．２．１ 利用者間の名乗りとサービス利用時の ID

３．３ 意図せぬ情報提供
ビッグデータと呼ばれるデータには、利用者が自分の意図によって、あるいは自分が認識する
範囲で提供されるものに留まらず、利用者自身が意図せず提供するものが含まれる。もちろん、
殆どの場合データからは個人情報が切り離され、匿名化された上で処理される。しかし、利用環
境の変化やサービスの変化によって、本人が認識できない種類の情報の提供や、情報の組み
合わせによって予想しなかった意味が生まれる事態が発生しうる。これは、これまで思いつきも
しなかったサービスを生み出す可能性であると同時に、個人にとって取り返しのつかないプライ
バシー侵害を起こす可能性でもある。
本節では、個人がインターネット利用において、意図せずに提供しうる情報にはどのようなも
のがあるのか、二つの観点から整理する。第一には、モバイルによる利用から読み取れる実空間
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情報、第二にはソーシャルメディアによって他人を介して提供される情報である。いずれも、個別
に開示・非開示を制御することが困難なものである。

（1） モバイル利用による実空間情報
日本でのインターネット利用環境の特徴には、モバイルによる利用率が高いことがあげられる。
総務省による平成 21 年通信利用動向調査によれば、インターネットを利用する際の利用機器に
おいて、回答者の 89.1%が「自宅のパソコン」と回答しているのに対し、80.4%が「携帯電話」と
回答しており、特に 20 代では 93.7%、30 代では 87.7%と携帯電話によるネットの利用率が高い。
また、2011 年インターネット白書によれば、SNS や SNS のアプリ、Twitter などのマイクロブログ
利用において、モバイル端末による利用が占める割合が 4 割強を占めている。言い換えれば、利
用者の書き込みによってコンテンツが成り立つサービスにおける、モバイル利用が増えていると
いうことである。
このことから、利用者は自分が携帯するデバイスから、即時性を以てインターネットの閲覧や
ソーシャルメディア等への書き込みをする機会を得ていると言える。さらに、携帯端末が高機能
になるほど、写真、音声、動画など、受発信できる情報の種類が多様になるほか、位置情報やセ
ンサ情報と組み合わせた情報の活用が可能になる。

投稿しないことが情報になる
ソーシャルメディアのサービスにおいて、利用者が自分に関してどのような情報を公開するか
は、基本的には利用者が決定することであった。しかし、即時性を持つモバイル端末からの利用
によって、意図せずとも実空間の情報が提供されるようになった。一旦ソーシャルメディアで情報
発信を始めたならば、投稿しないこと、すなわち空白も情報になる。図 3.3.1 は、Twitter 上で公
開されているアカウントの投稿状況を、ウェブで提供されているサービスによって時間と曜日で
プロットしたものである。このサービスは無料で公開されており、公開されているアカウントを入
力すれば、当該アカウントから Twitter 投稿された過去の蓄積を可視化してくれる。この図では
投稿していない空白の時間が明確であり、夜であれば睡眠、日に数度は食事かといったように
実生活の行動を推測することができる。この情報は、利用者が自分の意図で投稿したものであ
り、内容には一切ふれず、投稿の有無と時刻のみを集めたにすぎない。このような Twitter 分析
サービスにはフォロワー数の変化を比較して読み取れるもの、日々の傾向を見られるものなど多
様なものがある。
このように、モバイル端末による即時的な投稿は、行動の有無というメタな情報を提供する。こ
れらを蓄積することで、例えば食事中に携帯からの投稿が数日間続けば、だいたいどの時間帯
に食事を取っているかの傾向が読み取れるし、移動中の位置情報を付加すればより詳細な実
生活上の情報が明らかになる。これらの情報を集約することにより、オフラインの時間、オンライ
ンの時間、睡眠中と思われる時間が分かるほか、複数のアカウントとの組み合わせから一緒に
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いた人、複数の情報を組み合わせれば、その時間に誰と何をしていたのかといったことが推測
できる。

図 3．３．１

twitter の投稿をプロットしたもの（出典：http://www.xefer.com/twitter/）

位置情報
意図する情報発信でありながら、意図せぬ意味合いを持ちうる情報として、位置情報がある。
モバイル端末によるサービス利用において、アクセスは位置情報を提供することもあり、自分が
どこにいるという場所の記録や共有、あるいは自分がいる場所でのサービスを受けるために使
われる。そうでありながら、2009 年に筆者等が実施した調査からは、実名やメールアドレスなど
の公開には慎重である利用者であっても、位置情報に関わるサービスを利用しているにも関わ
らず、その機能について知らない利用者が多数を占めたという結果が得られており、位置情報
をはじめとする実空間情報の提供が、利用者に十分に理解されていない可能性もある 13。
位置情報の取り扱いについては、総務省が 2011 年 11 月に改訂した個人情報ガイドラインに
追記されており、(1)利用者の意思に基づいた位置情報の提供、(2)位置情報の提供についての
利用者の認識・予見可能性の確保、 (3)位置情報についての適切な取扱い等が言及されてい
る。

活用例：利用者が「センサ」になる
モバイル端末を持った利用者が、その即時性と位置情報という実空間情報に利用者が投稿
する情報を加えることにより、利用者がいわば「センサ」となってデータを提供することができる。
ハードウェアとしてのセンサを各所に設置することや、その都度人員を派遣して手作業で時刻と
場所を記録させるといったことには大きなコストがかかり現実的ではない。しかし、サービスの
13

Akiko Orita and Masahiro Fujiwara, “Privacy or Benefit?:Users' attitude towards mobile social media usage “, Full
Paper, Proc. of The 18th Biennial Conference of the International Telecommunications Society(CD-ROM) ,2010
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利用者が、自分のいる場所においてある瞬間に写真を投稿するだけで、その場所・時間という情
報が付加された画像データが取得できる。さらに言えば、ある場所からある時間に投稿があった
（あるいは、無かった）ことが、変化があった（あるいは、無かった）という情報となる。
利用者による情報発信を、気象サービスに活用しているのが、株式会社ウェザーニューズが
提供する気象コンテンツである。利用者である「ウェザーリポーター」から発信される写真やコメ
ントを、位置情報によって地図上にプロットし、投稿された日時を付することによってリアルタイム
性のある気象情報を提供している(図 3.3.2)。ウェザーリポーターは、有料会員のうち 30 万人に
よって構成され、自らの位置情報機能付き携帯電話を利用して写真を撮影し、体感温度、コメン
トなどを付して提供する。こうしたモバイル端末と利用者による情報提供は、予測が困難なゲリ
ラ雷雨に関する情報提供において、特に効果を発揮しており、事前補足率は東京都で 90.6%、
ゲリラ雷雨発生の 42.4 分前にメール送信が可能となった 14。また、得られたデータは、減災デー
タベース(http://weathernews.jp/gensai/)に蓄積されている。
なお、リポーターの投稿は 1 日に 3 回までに限られており、かつリポーターの過去の投稿履歴
をリポーター単位でまとめて閲覧することはできない。これにより、利用者がある特定のリポータ
ーの居場所や時刻といった移動の履歴を追うことはできず、実空間情報を継続的に提供する際
のプライバシーを守っている。リポーターは有料会員であり、サービスの提供者側からは同一人
物として識別はされているが、利用者間ではそれを開示せず、リンク不能な状態にすることで、デ
ータの識別性と他者に対する匿名性を両立していると言えるだろう。

図 3．３．２

ウェザーリポート（出典：http://weathernews.jp/report）

14

ウェザーニューズ、今夏の ゲリラ雷雨 まとめ発表(2011 年 10 月 12 日)
http://weathernews.com/ja/nc/press/2011/111012.html
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（2） ソーシャルメディアを介する情報
ソーシャルメディアは、人間関係を介した情報の共有が大きな特徴である。そのため、ソーシャ
ルメディアの利用にあたっては、大きく二つの問題が考えられる。第一には、自分自身に関する
情報をコントロールしきれない点、第二には自分に関する情報は、自分自身によってだけでなく、
他者によっても発信されうる点である。特に問題となるのは、記載あるいは投稿する内容自体で
はなく、他の利用者との人間関係であるソーシャルグラフや、それを介した情報の伝播であろう。
第一の問題点は、ソーシャルメディアのうち、とりわけソーシャルネットワーキングサービス
(SNS)において顕著である。SNS では利用者は自分のプロフィールを持ち、他者と相互リンクで
つながり合う。Facebook や Google+では実名あるいはそれに準じる名前の使用を定めている
が、そのような利用規約が無い限り、実名を含めプロフィール情報や投稿する内容は、利用者自
身が決めることができる。しかし、提供する情報が複雑になり、時には自分のみならず他者につ
いての情報が混在することがある。実名での利用を規約に記している Facebook では、実名の
公開が求めているが、それ以外の情報の公開は任意であり、かつ情報の取り扱いは詳細なプラ
イバシー設定やプライバシーポリシーによって規定されているものの、2010 年 5 月 12 日の New
York Times によれば、Facebook のプライバシーポリシーは約 5800 ワード（2010 年 5 月時点）
と、米国憲法の約 4500 ワードをしのぐ分量である。これをすべて理解し、設定を徹底することは
現実的であろうか。前述したようにモバイル端末による利用から、時刻や位置情報を提供するこ
とや、Twitter など他のサービスと連携することを含めると、コントロールすべき情報の種類は膨
大である。
第二の問題点は、意図して能動的に提供するものと意図せず提供されるものにわけられる。
前者は、例えば他者の情報だと認識した上でブログなどで言及したり、写真のアップロード、写
真に対するタグ付けをするなどがある。たとえば、Facebook ではアップロードした写真に写って
いるのが Facebook の利用者であれば、その顔に該当者のプロフィールページにリンクできるタ
グをつけることができる。これによって、利用者 A の意図に関わらず、利用者 A が写っている写真
を利用者 B がアップロードし、A というタグをつけて B の友人達に公開する、という状況が発生す
る。こうした事態を避けるために公開範囲の設定をすることも可能だが、本来はコミュニケーショ
ンのために作られた機能であり、悪意が無いゆえに止めづらいという問題が残る。こうした他者
に対する言及は、利用者間のコミュニケーションという観点ではプライバシーの侵害になり得る
し、データ取得という観点からは、その内容如何に関わらず、利用者 A が B に言及したというグ
ラフの形で、ある時期において活きている人間関係を示すダイナミックなソーシャルグラフになり
得る。
後者は、他者に関する情報の公開につながるということができないもので、相互リンクによる
友人関係であるソーシャルグラフや、友人を分類するタギングがある。自分の直接の友人までは、
利用者の意図により追加や削除が可能だが、友人の行動、あるいは友人の友人というつながり
まで制御することはできない。その結果、利用者間のコミュニケーションという観点では、自分が
たとえ実名を秘匿していても、他者との関わりから（友人に実名や職業に関するプロフィールを
公開している人がいるならば）自分が誰であるか推測される可能性は高まる。データ取得という
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観点からは、ソーシャルグラフにおける情報の伝播、たとえば口コミの効果やデマの拡散につい
て知ることや、膨大なデータをクラスタリングする際の軸になり得る。

３．４ 便益と安心・安全を両立させるには蓄積や組み合わせを誰に開示するか
これまでに述べたように、インターネットの利用、特にソーシャルメディアの利用に際して、利用
者は自分が能動的に提供する内容（投稿など）のみならず、意図せずに多くの情報を提供して
いる。これらの情報は単体では意味をなさないものの、蓄積され、組み合わされることによって思
いがけない価値が生み出されると同時に、個人情報やプライバシー侵害への懸念もあろう。
個人情報保護法における「他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる」ことを前提
に、総務省利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会の第二次提言 15
では「ウェブ上の行動履歴が相当程度長期間にわたって大量に蓄積される状態は、個人が容
易に推定可能になる可能性がある」としている。また、経済産業省による個人情報保護法ガイド
ラインおよびQ&A では、住所氏名といった情報のみならず、ID管理され同一人物であると分か
る個人の情報や、ニックネームやIDを多の情報と容易に照合できる場合は個人情報にあたると
している。消費者委員会での議論では、「本人が意図しない形の個人像が構築されること」への
危惧があるとされている 16。
このような危惧を前提に、ビッグデータの活用にあたっては、3.2 節で述べたように、(1) どの
程度の匿名化をし、 (2) その情報を誰に対してどのような形で開示するかを整理した上で、複
数の情報の組み合わせを設計する必要があろう。利用者間への開示と、サービス提供者による
利用は必ずしも同じものではなく、利用者間に開示され、共有される情報であれば、前述のよう
に個人情報保護上の問題を避けることはできない。ただし、同一人物であることが識別できる
（リンク可能性を残した）、あるいはできない匿名化をした上で、サービス提供者によってのみデ
ータを使用するのであれば、対処すべき問題は利用者間のプライバシー侵害ではなく、情報を
いかに漏洩させないかになる。たとえば利用者間が意図する・せざるに関わらず明示的に共有
しているソーシャルグラフと、本来は利用者間では秘匿されサービス提供者のみが保持している
利用履歴（通話履歴など）を組み合わせることは、利用者が開示しているものと秘匿しているも
のの組み合わせであり、匿名化されていたデータの匿名性を失わせるため、避けるべきであろう。
一方で、テレビ番組の予約録画ランキングや、サイトへのアクセスランキングなど、アクセスする
こと自体がランキング情報になっているものの、利用者からは個別の履歴は追えないといったよ
うな扱い方や、3.3 項で例示したウェザーニューズ社のリポートが利用者間ではリンク不能であ
る状態など情報の取得・処理とその結果の提示にあたって、それぞれの対象者を整理したサー
ビス設計が必要であろう。
15

「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言」（平成 22 年 5 月）
http://www.soumu.go.jp/main_content/000067551.pdf
16
「個人情報保護専門調査会報告書〜個人情報保護法及びその運用に関する主な検討課題〜」（平成 23 年 7 月）消費者委員
会 個人情報保護専門調査会
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（コラム） 個人的な情報が漏洩したときの損害賠償額は 1 万円/人が目安？

IPA では、研究会と並行して国内におけるビッグデータ利用の大きな阻害要因の一つと考
えられる法的リスクについて調査した。その調査の中で個人的な情報が漏洩した際の判例
(損害賠償額)について個人情報関連の案件に詳しい弁護士に対してのヒアリングを行った。
その際のコメントは、概ね以下のようにまとめることができる。
・
・
・
・

裁判で認められた損害賠償費用は、個別の要素に左右され一概に言うのは難しい。
判例にも特殊ケースと思われる内容があり、安易に参考とすることは危険である。
判例が少ないこともあり、特徴的な経年変化は見られない。
賠償費用の根拠はあるようで、ない。

その一方で、以下の見方があった。
・ 宇治市役所での住民票データ流出事件（大阪高裁、2001 年 12 月 25 日、損害賠償額と
しては１人１万円、この他に１人 5 千円の弁護士費用が認められている)が一つの「目安」
になっているように思われる。
・ 「目安」と考える根拠は、①判決が比較的古い(2001 年)、②漏洩したのが住民基本台帳
のデータ(基本的な識別情報と家族構成)である、③実際の被害が認められなかった、④
比較的大量の個人データが流出したなどである。
・ その後の判例を見ていると、これを基にして流出したデータの内容、流出の仕方（過失の
有無、程度）、事後の対策などを勘案して賠償額（5,000-35,000 円）を決めているように
取れる気配がある。
この金額は、2005 年 1 月(個人情報保護法が施行された頃)に大手 IT 企業でのセミナー
で報告された内容もほぼこれに準じたものである。
近年、個人的な情報をユーザ側から積極的に公表する SNS の広がりなどあり、国民意識
に変化が見られるが、望まれない形で個人的な情報が流出した場合には損害賠償請求され
る可能性がある。裁判となった場合、1 人 1 万円という相場観は「目安」として当面有効であ
るように考える。

参 考
判例で理解する IT 関連法律 個人情報漏えいプライバシー侵害の損害賠償の根拠
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110412/359332/?ST=selfup&mkjb&P=1
「個人情報漏洩の損害賠償額は 1 人 1 万 5000 円程度になる」、マイクロソフトが講演
2005/01/19 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/20050119/154989/
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４．ビッグデータ時代のコンプライアンスリスクと可能性
弁護士 高橋 郁夫
４．１ ビッグデータ時代のコンプライアンスリスク
４．１．１ 概観
ビッグデータが、社会に対して、どのような影響をあたえるのかという点については、いままで
にみてきたことになる。しかしながら、このようなビッグデータ時代においては、いろいろな法的・
社会的なリスクが存在する。
このような法的・社会的なリスクをコンプライアンスリスクというとき、このコンプライアンスリス
クには、大きく分けて、①大量のデータ漏えいのリスク、②プライバシー侵害のリスク、③不正な
表示のリスク、④その他のリスクなどがある。
これらのリスクについて、いままでに問題を発生させた事案やそれに対する裁判所・監督官庁
の対応などをも踏まえて論じると以下のようになる。

４．１．２ 大量のデータ漏えい・消失のリスク
ここで、大量のデータ漏えいのリスクというのは、大量のデータが、保存されて、処理に供され
ているときに、不正侵入、内部の不正行為などによって、データが機密性を失ってしまう状態に
なることをいう。
この件に関しての具体的な例は、多く、裁判例になっているものも多い。具体的な例は、巻末
付録 A,B に示すとおりである。大量のデータを保存している企業などにとっては、かかるデータ
漏えいによって評判を失うリスク、情報の主体から訴訟を提起され、損害賠償責任を負うリスク
があるということができよう。
また、データ消失のリスクというのは、障害などによって、大量に保存されたデータが、消失し
てしまい利用できなくなる状態になることをいう。裁判にならなかったものを含め、表４．１．１など
があり、社会的な注目を浴びているところである。
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表４．１．１
会社名/サービス名

クラウドサービスなどで発生したデータ消失事例(一部)
発生時期

概要

Flickr
(Yahoo!)
Evernote

2011/01

島根大学
Carbonite 社

2010/03
2009/03

Doblog
(NTT データ)

2009/02

e-まちタウン

2008/05

Yahoo!メール
(Yahoo! Japan)

2006/12

人為ミスにより特定個人の写真データ(5 年分約、
4,000 枚)を消失
サーバ(１台)の故障により、6000 名余り分のデータが
消失
データ移行作業のミスにより、全ユーザのメール消失
ボストンに本社を置くデータバックサービスの会社。ハ
ードウェアトラブルにより 7,500 名以上の顧客データ
を消失
NTT データが運営していたブログサービス。ハードウェ
障害が復旧せず、サービスを停止（アクティブユーザは
2,000-3,000 名程度）。
システムトラブルにより、特定時間帯にユーザが投稿し
たデータが消失
サーバに保管していた 450 万通余りのメールが消失

2010/07

４．１．３ プライバシー侵害のリスクについて
（1） プライバシー問題の位置付け
「ビッグデータ」時代においては、詳細な個人の活動に関するデータ(行動自身、あるいは位置
情報など)が、処理されることによって、かかる行動が詳細にわかることから、プライバシー侵害
懸念などがある。現代社会においては、プライバシーがきわめて重要な法的な利益であり、人間
の自律のために基本的なものであると認識されている。そして、現代社会において、ＩＴ技術によ
って処理されるデータについても、このようなプライバシーの考え方が適用になると考えられる。
プライバシーに関する利益は、いわゆる「宴のあと」事件東京地判・昭和 39･9･28 において、
「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と認識され、法的保護のためには、いわ
ゆる三要件（個人の私生活上の事実に関する情報であること、公知になっていないこと、私人と
しては、通常は公開を望まない内容であること）が必要であると考えられている 17。このようなプ
ライバシーに関する情報については、一定の法的な利益として保護され、損害賠償や、場合によ
っては、差止を求めることが可能になる。また、「生存する個人の情報であって、特定の個人を識
別できる情報（氏名、生年月日等）を指す」と定義されている個人情報については、いわゆる個
人情報保護法による保護がある。では、このような個別のデータベースにリンクされているデー
タがどのように扱われるのか、特に、その個別のデータベースから切り離されるときにどのように
扱われるのか、という点については、難しい問題がある。ユーザIDとデータベースがリンクしてい
るといって、そのユーザＩＤから、特定の個人が識別されない場合には、そのデータは、（そのデー
タベースの保有者にとっても）個人情報であるとはいえないことになる。一方、そのユーザが、ど
17

厳密には、この三要件にしたがっていないという解釈もありうる。

- 43 -

この誰かが一意的に決定されるときには、個人情報となるが、実際に、同意のもとで第三者に譲
渡がなされた場合に、そのデータは、個人情報として保護されるということはない。この点につい
ては、ＤＢを有しており、一意的な個人の特定をできる当該事業者にとっては個人情報の一部を
構成するが、他の事業者にとっては個人情報にならない 18と考えるのが一般的である。もっとも、
ビッグデータ時代における一番大きな問題は、個人の好み等に関しての分析データやそれを支
える個別のデータのような上記のようなプライバシーや個人情報としての要件を満たすもので
はないにもかかわらず、法的にプライバシーの尊重の見地から一定の法的な保護が求められる
のではないかということがある。このような問題をプライバシー的な情報についての保護の問題
ということができる。
（2） プライバシー的情報
では、上記でみたような情報（以下、便宜上、プライバシー的な情報という）について、どのよう
な保護がなされるべきかということが問題になる。この点についての議論の動向をみる前に、実
際にプライバシー的な情報がどのような形で取得されるのかを見ていくことにしよう。
その具体的な例として、IPA が実施した「eID に対するセキュリティとプライバシーに関するリ
スク認知と受容の調査」での実験を例にとることにする。同調査委託報告書の 60 頁以下には、
調査で用いられたコンジョイントカードの例が記載されている。電子マネーのシナリオを用いて、
プライバシー、オプション機能、価格の３つの要素が、具体的なサービスの受容にあたえる影響
を実証的に検討した。概要は以下のとおりである。
プライバシー、オプション機能、価格(利用料金)について内容の異なる９枚のカードを用意し、
好きな順番にならべてもらうという形で行われた。
それぞれの内容は表４．１．２に示すとおりである。

18

この点については、パーソナル情報研究会「個人と連結可能な情報の保護と利用のために平成 20 年 11 月」
（http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g81110a02j.pdf）が「氏名や住所等とＩＤを関連付けるＤＢと、ＩＤと特定の個人の
識別性が相当程度低い個別利用サービス等を関連付けるＤＢに分別して管理されることも多い。この際、後者のＤＢについて
は、当該事業者にとっては個人情報の一部を構成するが、他の事業者にとっては個人情報にならない。」する（同 26 ページ）。
もっとも、同 28 ページでは、「かような情報のうち非個人識別性データのみを取り扱う場合、事業者は法で定める義務に服す
る必要があるか否か、現行の法では必ずしも明らかでない。個人情報（個人データ）の一部を構成する以上、当該部分のみを
第三者に提供する場合でも個人データの第三者提供に該当し、本人の同意を要するとも解し得る一方で、当該部分自体は個
人情報（個人データ）に該当しないので、当該部分を第三者に提供する場合は本人の同意を要しないとも解し得る。」また、経
済産業省の「「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」等に関するＱ＆Ａ」は、「109
委託先で取得した個人情報を、委託元でデータベース化している場合、委託先ではデータベース化をしていない場合」につい
ては、「委託先にとって個人データとはならず、委託先は個人データについての規定の適用は受けません」としている。
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表４．１．２

用意したカード

プロファイル１

プロファイル２

プロファイル３

プライバシー

完全匿名

完全匿名

完全匿名

オプション機能

割引機能(1%)のみ

保険機能(※2)のみ

何もなし

価格

-105 円(※1)

無料

105 円（有料）

プロファイル４

プロファイル５

プロファイル６

プライバシー

安全目的(※3)のみ

安全目的(※3)のみ

安全目的(※3)のみ

オプション機能

割引機能(1%)のみ

保険機能(※2)のみ

何もなし

価格

無料

105 円（有料）

-105 円(※1)

プロファイル７

プロファイル８

プロファイル９

プライバシー

安全目的と販促

安全目的と販促

安全目的と販促

オプション機能

割引機能(1%)のみ

保険機能(※2)のみ

何もなし

価格

105 円（有料）

-105 円(※1)

無料

※１：利用(加入)すれば、105 円のインセンティブがもらえる。
※２：カードを落としたとき、不正利用された金額や使えなかった交通費を補償。
※３：利用履歴の分析から車両の適切配置、混雑緩和などに利用。

各プロファイルに与えられた順番をもとに全部のデータについて適合する数値を計算することに
より、各プロファイルの効用値、各属性の重要性、各具体的な水準の効用値が得られる。これらか
ら、別の水準を採用した場合に想定されるマーケットでのシェアを分析することができる。
今回の実験から、各要素の部分効用値の値は表４．１．３で示された。
表４．１．３ 各要素の部分効用値
項目名
プライバシー

水準名

部分効用値

A-1 完全匿名

0.3363

A-2 安全目的のみ

0.3713

A-3 安全目的と販促
オプション機能

B-1 割引機能(1%)のみ

0.4766

B-2 保険機能のみ

0.1550

B-3 何もなし
価格

-0.7076

-0.6316

C-1 -105 円(インセンティブ)

1.0263

C-2 無料

1.0117

C-3 105 円(有料)

この結果、各要素の重要度は、表４．１．４で示されるとおりになる。
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-2.0380

表４．１．４
項目名

最大値

表各要素の重要度

最小値

重要度

レンジ

単相関

プライバシー

0.3713

-0.7076

1.0789

20.5%

0.2100

オプション機能

0.4766

-0.6316

1.1082

21.1%

0.1874

価格

1.0263

-2.0380

3.0643

58.4%

0.8428

5.2515

100.0%

計

逆に、各ユーザにおいて、その個人的な特性として、各属性に対してどのような重要度をおい
ているかというのをみることができる。このような各要素についての重要度をユーザごとに並べ
ると、図４．１．１のような分布になることが示される。
この図において①、②、③で示された楕円は、それぞれ価格重視、プライバシー重視、オプショ
ン機能重視のユーザの固まりを示している。

①

②
③

図４．１．１ プライバシーと価格の散布図
今回示した例は、サンプル調査だが、ビッグデータ時代になると実際の全利用者について同
様の手法で分析することが一般化するものと思われる。
各ユーザが入力した生データ（今回で言えば各カードの優先順位）だけではなく、今回のよう
な分析の結果得られた各属性に対する重要性の値（例えば、プライバシー、機能、価格について、
それぞれ、0.205，0.211，0.584）、すなわち各ユーザの嗜好などを示す指標のデータ、も個人情
報などと同様に保護されるべきなのかという問題が発生することになる。
この点については、経済産業省「パーソナル情報研究会」の議論や総務省「利用者視点を踏
まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会」 の議論がある。
「パーソナル情報研究会」においては、「非個人識別性データの法的性質の決定については、
さらに十分な検討を要するが、以上に述べた点も考慮の上で、ガイドライン又はＱ＆Ａに反映す
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ることができるか否か、さらに検討を行う必要がある。」という報告がなされている。また、「利用
者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会」においては、「利用者視点を踏
まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会第二次提言(案)」においては、「個人の生活
の履歴であるライフログを利活用したビジネス」について、このようなデータについては、利用者
の不安感等を緩和し、安心なインターネット利用環境を確保する観点から、事業者に一定の配
慮を求める原則（配慮原則）が望ましいとしている。そして、具体的には、広報、普及・啓発活動
の推進、透明性の確保、利用者関与の機会の確保、 適正な手段による取得の確保、適切な安
全管理の確保、苦情・質問への対応体制の確保の六つの原則が必要であるとしている。
（3） 我が国における問題事例について
特に、我が国において注目をあびたプライバシー的な情報をめぐる最近の事件をピックアップ
することができる。そのひとつは、Carrier IQ 問題であり、今ひとつは、「コネクトフリー」問題であ
る。これらの問題を詳しく論じると以下のようになる。
Carrier IQとは、スマートフォンにインストールされたユーザの使用履歴等の収集ツールであ
って、発着信履歴、位置、キー入力内容等、スマートフォンで行うほぼ全ての情報を記録すること
が可能なものである。製造業者又は通信業者によってiOS 19であるとAndroidであるかを問わず、
インストールされており、発見者であるTrevor Eckhart氏によると、実際にキー入力が記録され
ているということである。もっとも、報道の限りでは、実際に、どのような情報を取得しているかに
ついては、明らかなところではなく、米国においては、ＦＴＣ 20やＦＣＣ 21などが事情を聞いたという
ことである。
コネクトフリー問題とは、コネクトフリー株式会社は、ワイヤレス・アクセスポイントを提供し無
料で Wi-Fi 接続サービスを提供していたが、そこで、当該サービスを実施するにあたり、利用者
から、無断で、MAC アドレス、Facebook アカウント ID、Twitter ID、・端末のユーザエージェント
情報、アクセス期間、閲覧しているＵＲＬの以下の情報を取得していたという問題である。研究者
からの指摘に応じて、Google Analytics の利用や、Facebook や Twitter のアカウントの取得、
Amazon アフィリエイトプログラムのテスト運用を中止するとともに、自動的に保存されていた
MAC アドレスなどのログを削除し、会社のホームページで、事実関係について述べて謝罪を表
明した。

19
20

21

Apple 者の製品である、iPhone（スマートフォン）、iPod touch（PDA 機能付メディアプレーヤー）、iPad（タブレットコンピュー
タ）、Apple TV（セットトップボックス）に搭載されている組み込み機器向けオペレーティングシステムのこと。
FTC(Federal Trade Commission)：米国連邦取引委員会。米国の反トラスト法（独占禁止法）と消費者保護法を管轄する組
織で、米国市場が競争原理に基づき運用されることを確保し、活発かつ有効で、不当な制限から自由な状況を確保することを
目的にしている。
FCC(Federal Communications Commission)：米国連邦通信委員会。米国の連邦通信法に基づき、行政府から独立して通
信に関する各種規制や規格の策定、通信機器や放送通信事業の許認可を行い、ラジオやテレビ放送、州間通信、衛星通信、
国際通信など州内通信以外を管轄する。
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（4） 米国におけるプライバシー的な情報についての保護に関する議論
この問題に対する米国における規制の基本的な方向性は、企業が、消費者に対してプライバ
シーポリシーによる公正な表示をおこなうことによってプライバシーに対する過度な侵害を防止
しようというものである。米国においては、2000 年にNetwork Advertising Initiativeが、自主規
制を基盤とする原則(NAI原則)を公表しており、FTCは、かかる規制に反していないかどうかを、
通商上の不公正な競争方法、及び不公正あるいは欺瞞的行為又は慣行を禁じるFTC法第 5 条
を拠り所として、1999 年以降、積極的にプライバシー保護問題に乗り出していた 22。(2)で述べ
たような個人情報（米国においては、PII−Personal Identifiable Informationといわれる）以外
の情報でも個人に関連しうる情報について一定の保護をすべきではないかというのは、特に行
動ターゲッティング広告との関係で議論された。特に 2002 年から 2006 年の間に広告の売り上
げが急増し、それに行動ターゲッティング広告が寄与していたたこともあって注目されるようにな
った。FTCは、2006 年 11 月に”Tech-ad”公聴会、2007 年 11 月に”Behavioral Advertising Town
Hall”会議を開催し、2007 年 12 月に、自主規制原則を提案し、パブリックコメントに付した。これ
を元に、FTC は、2009 年 2 月に“オンライン行動広告の自主規制 (FTC Staff: Principles for
Self-Regulation of Online Behavioral Advertising)”と題されるFTCスタッフ・レポート 23を公表
している。この報告書は、ＰＩＩ以外の情報に対してもプライバシー規定が及ぶこと、を前提とし、
「透明性および消費者のコントロール」「合理的セキュリティおよびデータ保持の限定」「プライ
バシー資産についての事後的な変更についての明示的合意」「センシティブデータの使用につ
いての明示的合意(もしくは禁止)」の原則がうたわれている（ただし、サイト間での行動のトラッ
キングのみでなく単一のサイト（第一当事者）の場合は、除外すること、文脈ベースの広告にも
適用されないとされている）。2010 年 12 月に、さらに包括的なプライバシー保護に関する、“急
激に変化していく時代における、消費者のプライバシー保護に関して (Protecting Consumer
Privacy in an Era of Rapid Change)”と題された予備的スタッフ・レポートを公表している 24。
さらに 2012 年には、「消費者プライバシー権利章典 (Consumer Privacy Bill of Rights)」と
いわれる「CONSUMER DATA PRIVACY IN A NETWORKED WORLD:A FRAMEWORK
FOR PROTECTING PRIVACY AND PROMOTING INNOVATION」が公表 25され、個人情
報に対する個人のコントロール、透明性、コンテキストの尊重などがうたわれている。今後、どの
ように法などの規定に影響をおよぼしていくか成り行きが注目される。
（5） 基本的な考え方
このようなプライバシー的情報に対して、何らかの保護を与えるべきか、また、その場合の基
準はなにかという点については、困難な問題がある。

22
23
24
25

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title15/html/USCODE-2010-title15-chap2-subchapI-sec45.htm

http://www.ftc.gov/os/2009/02/P085400behavadreport.pdf
http://www.ftc.gov/os/2009/02/P085400behavadreport.pdf; http://ftc.gov/os/2010/12/101201privacyreport.pdf

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf
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この問題の困難性は、プライバシーパラドックス 26に起因することもあるし、また、プライバシー
に関する情報の取引が、公平な形で行われにくいということに起因することもある。後者は、人格
に近い、いわば、プライバシーに関するコア情報というべきものと、人格からは遠い外縁（フリン
ジ）情報というべきものに分けて、プライバシーに関する情報を整理するとき、情報処理者（たと
えば、情報をもとに広告を打つ製造業者）にとっての情報の価値は、情報主体が感じる情報の
価値と対応するものではないということと密接な関係がある。情報主体にとっては、人格に関連
する情報そのもののほうが価値を有するであろうが、情報処理者にとっては、人格そのものに関
連する情報は、あまり価値があるものではない。むしろ、外縁の属性、収入、家族構成などのよう
な人格的な要素をもたない事項のほうが、情報処理者にとって価値を有している。また、時間的
にも、人間は、自分にとって不利益な事象が起きるとは思わないようにできている。プライバシー
に関する情報について、本人の思っている価値と情報処理者との間で、齟齬が生じやすく、この
ような性質から、プライバシーの取引が、その経済的な価値に比例して行われることは少ないの
ではないかということがいえる。
これらの要因をもとに、プライバシーをめぐる公平な取引とは、なにか、という点についての議
論がさらにおこなわれることが必要であると考えられる。

４．１．４ 不正な表示のリスク
（1） 概念
ここで不正な表示のリスクとは、「４．１．３ プライバシー侵害のリスクについて」とも関連するが、
利用者に対して、プライバシー的な情報を何のために、どのように、どこまで利用するのかという
ことを明示するプライバシーポリシーと、実際の情報の処理者における利用等の実態が齟齬し
た場合に法的な問題が発生するのではないかという問題をそのひとつとして考えることができ
る。また、情報セキュリティに関連する事項について、一定の方針のもとに対応するというセキュ
リティポリシーについても、同様な問題が発生しうることになる。
理論的には、情報の非対称性のもとで、情報の処理者にモラルハザードが発生する可能性が
あるということになる。法的には、そのようなプライバシーポリシーがどのような効力を有するか
という問題がある。また、モラルハザード対応という観点からは、消費者契約法のもとで、認めら
れているし、また、経済学的には、早期の契約関係の簡易な解消と原状回復がこの打開策とい
うことになる。
プライバシーポリシーの法的性格の問題点については、後述するが、我が国の解釈は明確で
はないといえる。その一方で、米国には、FTC の積極的な活動があり、参考になる。

26

デジタル社会での利便性の増大を求める一方で、プライバシーやセキュリティの確保も要求する対応。あるいは、プライバシ
ーやセキュリティが大切としながら、実際の行動ではプライバシよりも利益が優先されている対応のこと。
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（2） 米国における具体例
FTC法第 5 条の下に、主に、消費者に対して「欺瞞的行為又は慣行」があったと判断される場
合FTCがプライバシー侵害において行政的に摘発することができる。欺瞞的行為、又は慣行が
あったとされるのは、(ア)対象状況におかれた消費者が、合理的に行動しているにも関わらず、
(イ)消費者に不利益を与える間違った判断をさせる (ウ)重大な虚偽の説明、または説明の省
略等があった時である 27。上記要件の下に、ウェブサイトに掲載したプライバシーポリシーに関
連して欺瞞的行為、又は慣行があったとして、FTCが行政訴訟を起こしうる 28。特に、近時の動き
として興味深いものとしては、Facebook事件、Googleセキュリティポリシー変更問題を紹介す
る。
Facebook事件 29（FTC行政訴訟）は、FTCが、Facebookは、(1)プライバシーポリシー変更
(2009 年 12 月)に際する説明の不十分さ、(2)重大なポリシー変更の遡及的適用、(3) ユーザに
関する情報の広告主に提供していたこと 等、8 つの違反行為を挙げて提起した事件である。こ
の訴訟を受けて、Facebookは、2011 年 11 月 29 日に、虚偽の説明をしないこと、包括的プライ
バシー・プログラムを作成、推進することなどでFTCと和解した。 30
Googleセキュリティポリシー変更問題というのは、Googleが 2012 年 3 月 1 日から適用にな
る新しいプライバシーポリシーが、以前のFTCとGoogleとの間のGoogle Buzz事件における合
意条件を遵守していない 31のではないかという問題である。新しいポリシーにおいては、Google
は、提供する様々なサービスのユーザ情報を、新たにユーザの同意を得ることなくして、全て統
合して管理することができるようにしている。このGoogleのポリシー変更に関して、FTCコミッシ
ョナーが新しいプライバシーポリシーがユーザに与える選択肢の説明を充分にしておらず、ユー
ザには極めて不利益な状況の中で選択を迫られているのではないかと強い懸念を示してい
る 32。 フランス 33や日本 34においても懸念が示されていることもあり、今後の動向が注目され
ることになるだろう。
（3） 我が国における示唆
プライバシーポリシーやセキュリティポリシーなどの法的性格については、我が国において明
確に論じられているとは言い難い。法的には、「不当景品類及び不当表示防止法（以下、景品表
示法という）」違反の可能性、契約としての効力問題（履行要求、損害賠償）などの問題がある。

27
28
29
30
31
32
33
34

In re Cliffdale Associates, Inc., 103 F.T.C. 110, 174 (1984); http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-decept.htm

事件としては、1999 年のジオシティズ事件、
ゲートウエイ・ラーニング事件等がある。

2002 年のイーライ・リリー事件、

2002 年のマイクロソフト事件、

2004 年の

In the Matter of Facebook, Inc., a corporation. FTC File No. 092 3184, http://www.ftc.gov/os/caselist/0923184/index.shtm

FTC は 5 人のコミショナーから構成されるが、現在は、1 名空席となっている。
http://wlflegalpulse.com/2012/02/15/court-should-dismiss-privacy-groups-suit-vs-ftc-over-google-buzz-settlement/
http://www.c-span.org/Events/FTC-Chairman-Jon-Leibowitz-This-Weeks-Newsmakers-Guest/10737428541-1/

http://epic.org/privacy/ftc/google/Courrier-Google-CE121115-27-02-2012.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000117.html
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景品表示法においては、その４条１項２号において「取引条件について、（略）取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示あって、不当に顧客を誘引し、一般消費者に
よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」の表示が禁止されて
おり、これに違反するときは、内閣総理大臣は、報告の徴収及び立入検査等をなすことができ
（同法９条）、措置命令等を下すことができる（同法６条など）。
では、上記のポリシーが、「取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表
示」といえるかということになる。電子商取引の本項の解釈については、「消費者向け電子商取
引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」が公表 35されている。この規定
の適用にあたっては、「取引条件の重要な部分に関して」の誤認される表示であることが必要と
されるのであり、その意味で、そのような表示にはならないと考えられそうである。今後の検討課
題であろう。
また、上記のポリシーを理由にして、積極的な履行を要求したり、違反行為があったとして損
害賠償を求めることができるか（民法７０９条違反など）という問題がある。この点についても、ポ
リシー自体が一般的に抽象的であり、積極的な履行を求めうるかという点については、消極的
に解されるだろう。損害賠償については、具体的な法益の侵害があれば、不法行為の違法性の
解釈論に吸収さることになり、ポリシーの法的な効力がどうかという議論はあまり意味をもたな
いことになるのであろう。

４．１．５ その他のリスクについて
その他のリスクについては、一般的にクラウドコンピューティングで議論されているものと同一
になる。国際的な法律問題が発生しやすくなるということや、著作權などについて、サービスの
提供者が、間接侵害者と認識される可能性を否定できないなどが考えられることになる。これら
については、すでに十分に検討されているとういことができ、本稿においてはふれないことにす
る。

35

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_38.pdf
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（コラム） プライバシーは重要と思っていても特典付きだと提供する心理

つながるITにより利便性が増す一方で、この状況について漠然と不安を持っている利用者
もいるため、この不安を取り除いていかなければ、利用者情報を利活用したサービスの利用
が進まず、更なる新規サービスの創出やネットワーク社会の発展の阻害要因になる可能性も
ある。そのため、インターネット上のサービスにおいて利用者の識別に用いられる電子的な識
別子であるeID 36について、2009〜2010 年にセキュリティ問題やプライバシー侵害などのリ
スクに対する利用者の考え方を分析・明確化して、利用者が安心してインターネットのサービ
スを使える環境を整えるうえでの一助となるために本調査を実施した。
調査結果によると、利用者は自分自身の思いとは異なる行動を取っていることが多い。実
生活においても、人は思いと反対の行動することがあるが、インターネットの利用においても、
それが明らかになった。以下は、その事例である。
インターネットへの信用は低く、特にプライバシー侵害へのリスクの懸念が高い状況である
が、オンラインでの自己防衛のためのデータ管理手法について、「プライバシーを確保するた
めにブラウザのセキュリティ設定を変える」などの対策は取っていない。
eID を使用するシステムの利用を推進する策としては、法律などによる保証やロゴなどのラ
ベルであると回答したものが多く、自己の情報をコントロールするために必要な情報を得る
ことや履歴などの記録を得ることは、その推進にそれほど役立たない、という結果になった。
また、プライバシー情報について責任を持つべき第一の主体は、サービス事業者であり、次に
本人であると考えていることが分かった。これは、プライバシー保護に対する自己情報コント
ロールについて、抵抗感があることを示唆している。
インターネット上でのサービスへ提供するプライバシー情報には、健康保険番号や自分の
写真、財務情報、など特に抵抗感が強い集合があり、因子分析の結果、4 因子が抽出できた。
プライバシー侵害への懸念と、経済的な価値やコスト、サービス内容について、その選好順
序を分析するために、IC カードを利用した eMONEY について利用シーンを想定しコンジョイ
ント分析を行った。多くの回答者が利用のために必要な条件はプライバシー保護であると答
えているが、選好順序の分析では、経済的価値やコスト、サービス内容、プライバシーの選好
順序を持つことが分かった。例えばセキュリティ確保のためであれば、プライバシー情報を提
供することを厭わないという状況も存在しうることが分かった。
巻末に付録として本調査の概要を載せているので、あわせてお読みください。

36

eID の例：本調査では、ソーシャルネットワーキングサービスの利用者のユーザ名や、オンラインバンキング等の電子商取引
の利用者 ID、さらに IC カードなどに含まれる利用者情報等をさす。
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４．２ 情報がつながりつつある現状と将来の暮らしのために

４．２．１

たくさんの情報がつながりあう現在

（1） 概観
現代社会は、たくさんの情報が意図すると意図しないにもかかわらずつながりあっているとい
う特徴であらわすことができる。この特徴を端的に表す言葉のひとつとして「ビッグデータ」という
言葉をあげることができよう。ビッグデータ時代においては、①たくさんのデータが②どのような
種類のデータも③分散環境で④細かくわかる(高解像度で)という特徴がある。
これらの特徴は、ある意味必然的に、人々のくらしを変えつつある。この生活の変貌は、コンピ
ュータ資源がきわめて廉価に活用をなしうるようになってきていること、スマートフォンの普及と
ともに、いつでも、どこでも、いろいろなデータを利用しうるようになっていること、モバイル端末向
けのアプリケーションが、成長産業を構成するに至ってきていること、分析力の向上によって新た
なサービスが発生しうること、新たな起業のコストが劇的に低下し、活力ある新産業を起業しや
すくなっていること、特に、個人が、上記のようなアプリケーションを作成する形で起業することが
可能となり、そのような起業家が、コワーキングスペースなどで仕事をする形が盛んになりつつ
あるということ、などによって象徴されている。これらの点を具体的に論じると、以下のとおりであ
る。
（2） 具体的な個別の状況

コンピュータ資源の廉価な活用
クラウドコンピューティングの発展・普及により、コンピュータ資源を利用する費用は、格段に
低下している。従前ならば、特定のサービスを提供するのに、まず、みずからサーバを確保し、そ
れだけで、相当額を支払わなければならなかったのに対して、いまは、利用した分だけに支払う
ことで足りる。

スマートフォンの普及とモバイル端末向けのアプリケーションの成長
いわゆるスマートフォンの利用者は、2011 年にきわめて増加している。とある調査によれば、
2010 年には、５％であった利用者が、2011 年 8 月には、9.5％になっているという。
これらの利用者の増加にともない、モバイル端末向けのアプリケーション開発もきわめて活性
化しているということができる。我が国においては、モバイル端末でのゲームがきわめて盛んであ
り、オンラインゲームの市場規模自体、2010 年で 2365 億円ときわめて発達している。
また、世界共通のプラットフォームができていることもきわめて特徴的である。開発側としても、
世界向けのアプリケーションの開発・販売を考えることができるようになっている。市場規模とし
ても、単なる我が国での市場規模（例えば、日本でのiOS市場は、86 億円前後ではないかとされ
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る）を考えるものでもなく、世界での市場規模を考えること（世界でのiOS市場は、24 億ドル）が
可能になっている。我が国でも、Line（無料通話・無料メールアプリ）、Snapeee（ソーシャルプリ
クラ）、Jorte（カレンダーアプリ）など 37が、世界的な市場で評価されつつあるということができ
る。
いまで、従来のケータイ向けのアプリケーション開発産業が、国内向けの市場（68 億円）であ
ったに比較して、いまや、iPhone向けアプリ（世界で 150 億ドルの市場規模 38）、Android向けア
プリ（世界で 25 億ドルの市場規模 39）を考えて開発することができるようになっている。このよう
に広い範囲で発達しつつある市場を目指して後述するように起業する人が増加しており、かかる
動きは、産業振興、社会の活性化という観点からみて、きわめて重要な動きといわなければなら
ない。

ビッグデータ分析によるあらたなサービス
上述のようなビッグデータの利点は、日常における人々の行動をすべて記録し、それらに関す
るデータが、意識すると、しないにかかわらず、いろいろな意味をもってくることになる。きわめて
詳細な個人の活動に関するデータ(行動自身、あるいは位置情報など)までもインターネットでの
処理がなされるので、そのような情報を活用した新しいサービス・マーケッティングなどが生まれ
つつある。それらのデータは、他のデータと照合されることによって、いろいろな商品、サービスに
ついての嗜好、購買能力をしめすことになるかもしれない。また、例えば、型落ちを購入するのを
好む人と分析されれば、そのような商品を特にお薦めするなどということもおこりうるであろう。こ
のようなデータの記録と分析の発展は、いろいろなサービスに発展しうる可能性がある。
性格診断、音楽の好みのリコメンド、相性診断などへの発展も可能だろう。また、行動ターゲッ
ティング広告などにも応用されることによって、効率的な広告の配信システムとなる。このように
有効に利用できるということは、スタートアップ企業においては、ユーザの行動を分析し、それを
広告等のマーケッティング目的に利用することで、ビジネスのきっかけにできるのではないかと
いう動きが存在する。いわゆるマネタイズを確保することで、あらたな産業として、十分になりた
ちうるものといえる。

起業の増加へ
表面的には、「２００８年以降、１年間に設立される大学発ベンチャーの数は６０％以上も減っ
ており、多くの新規ベンチャーは資金調達に苦しんでいる」とされ、起業が減少しているようにみ
えるが、むしろ、実際は、現在は、第４次ベンチャーブームを迎えつつあるというほうが実態に近
いものと考えられる。スタートアップのための資金調達のノウハウを記載した「起業のファイナン
ス 40」は、ベストセラーになり、また、ベンチャー起業の資金調達のニュースも非常に多く流れて

37
38
39
40

http://techwave.jp/archives/51696637.html
http://techcrunch.com/2011/01/26/mobile-app-store-15-billion-2011/
http://www.fudzilla.com/mobiles/item/24466-android-generates-$25-billion-a-year
起業のファイナンス：磯崎哲也著、日本実業出版社(2010/09)
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いる。特に小規模ファンドの増加はめざましいものがあり 41、クラウドのメリットを活用し、小規模
のサービスを起こして、チャレンジする傾向を見て取ることができよう 42。

コワーキングスペースの増加
「コワーキング」とは、事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立
した仕事を行う共働ワークスタイルである 43。在宅勤務を行う専門職従事者や起業家、フリーラ
ンスなどが、集まり、仕事をしている。世界的には、現在、４００箇所以上のコワーキングスペース
があるといい、我が国においても、増加中である。また、メディアの関心もきわめて高いものがあ
る 44。

（Photo: Harald [ha75]'s photostream at Flickr）

図４．２．１
41

ベルリンにあるコワーキングスペース

株式会社ジャパンベンチャーリサーチ「2011 年設立ベンチャーファンド集計結果」

（http://www.jvr.jp/sites/default/files/press_releases/2011FundReport.pdf）
42

「ICT スタートアップ・アクセラレーター2011 年総括」http://www.jvr.jp/sites/default/files/press_releases/startup2011_0.pdf
によると「ICT スタートアップ・アクセラレーター2011 年総括」という報告によると、「2009 年からのサムライインキュベートの活
動を始めとして、ICT 特化型の独立系 VC や ICT 系新興企業の CVC によるスタートアップを対象とした各種イベントの開催や、
インキュベーションオフィスの設置が増えてきた」

43

コワーキングスペース一覧（http://coworking-space.jp/navi/list.htm）

44

仕事場を共有、交流で新事業生む、「協働スペース」続々、富士ゼロックスなど開設。2012/01/12 日本経済新聞夕刊
孤族から「Ｃｏ族」へ――飛躍求め自ら紡ぐ縁。2012/01/09 日本経済新聞朝刊
業種問わず、ノマド集合、「コワーキング」――仕事場を共有、アイデア湧く。2011/12/11 日経ＭＪ（流通新聞）
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（3） 評価
これらのことが起きている現代社会をどのようにとらえるべきか、ということになる。筆者として
は、これらの動きを、きわめて肯定的に評価し、発展させていくべきものと考えている。モバイル端
末向けの新たなアプリケーションを作成するという産業は、いわゆるソーシャルゲームの市場と
ともに、きわめて大きな市場になる可能性がある。
また、コワーキングなどの動きに象徴されるＩＴ産業などに携わる人間の独立・起業指向は、さ
らに、他の社会的起業家などの発生・独立をひきおこすことになると考えられる。我が国におい
ては、従来から若者の大企業指向・保守化・社会の停滞などがいわれているが、独立・起業指
向の動きは、このような動きに対して我が国の活性化・産業振興の礎となる可能性がある。今後、
本研究会は、このような動きを支援し、発展させる具体的な方策について、詳細に検討していく
必要があるものとおもわれる。

４．２．２

「ビッグデータ」の実りを現実化するために

（1） 実現のための課題
第１において「ビッグデータ」をキーワードに、IT 社会の進展が、どのようにくらしを変えうるの
か、また、変えつつあるのかという点をみてきた。筆者としては、このような方向性を、産業振興、
活力ある社会の構築などの観点から、支持し、支援すべきものと考えており、また、同様の使命
をもつ IPA が果たすべき役割は、きわめて大きいものと考える。特に、国際的な新産業スタートア
ップのための支援、「個人にリンク可能な情報（以下、リンク可能情報という）」の活用のための
フレームワークの確立については、適正な支援策が必要であり、まさに現在、新産業の種（シー
ド）がうまれつつあり、この種から生まれる芽を大事に育てていくことが、今後の日本社会にとっ
てきわめて大事である。政策等の舵取りを誤るとせっかくの新しい動きに水をさしかねないとこ
ろである。
以下では、国際的な新産業スタートアップのための支援策、リンク可能情報の利用とプライバ
シーの保護とのバランスについての枠組みの二つの点について、今後、IPA が果たすべき役割
をも踏まえて望ましい方策について検討することにする。
（2） 国際的な新産業スタートアップのための支援策
第１において、特にスマートフォンなどのプラットフォームをもとに世界的な発展を目指した起
業が盛んになりつつあることは論じた。このような動きをさらに確固たるものにするためには、国
内においてファイナンスが容易になるような支援、国際的な発展を容易にするための支援が必
要になるものと考えられる。これらの点について、具体的に論じると以下のようになる。

国内ファイナンスを容易にする事項
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国内において、ファイナンスが容易になるための仕組み 45として、エンジェル税制の利用の促
進化、転換貸付（コンバーチブルノーツ 46）の法的制度の透明化、スタートアップへの専門家支
援のためのアクセスの確保などがあげられるものと思われる。これらについての詳細な検討に
ついては今後の課題であろう。

国際的な発展を容易にするための支援
現在では、我が国におけるスタートアップ支援のためのエコシステムが十分とはいえないこと、
世界における市場開発をめざすのであれば、我が国でのファイナンスなどにこだわる必要がな
いのではないか、という観点から、米国で会社を設立し、開発チームに海外の人材をも加えてア
プリケーションを開発するという動きが存在する。
このような動きに対しての評価は、ある意味、我が国自体をパッシングするものではないかと
いう観点から微妙なものがある。しかしながら、我が国の起業者からすれば、自分の起業にとっ
て有意義なシステムが備わっているのであれば、我が国も米国も関係がないということも事実
である。そして、そのような傾向が明確になってくれば、我が国のファイナンス関係者や監督官庁
なども、起業をしやすくするという方向で、制度を整備することになるであろう。そのような意味か
ら、このような動きについても積極的なものとして評価して、起業者の世界的なチャレンジを支援
する仕組みを考察することは有意義なものということができるであろう。

具体的に支援が必要とおもわれる事項
もっとも大きなものは、言葉の壁であることはいうまでもない。もっとも、現在では、言語の壁に
ついて、これを厭わない人々もいるので、この問題をさておくとしても、①設立の手続についての
事項についての支援、②法律・会計等の専門家に対するアクセスの確保、③労働関係のビザに
関する規制問題、④我が国での開発時における国際的な事項に対処するための問題などが存
在する。これらの点について、具体的な支援策については、今後の検討課題となるが、ビッグデ
ータのもたらしている大きな社会変革の動きとして積極的に支援することが重要になってくるも
のと思われる。

45

金融庁は、平成２３年７月１４日金融機関が企業へ融資する際に、直積的な経営に無関係な第三者の個人連帯保証人を求
めないことを原則とするように監督指針を改正しており、中小企業の経営者にとっては、望ましい方向での動きがあったと評価
できるが、さらに、連帯保証人制度等でも完成すべき点がないかということも論点となるであろう。

46

米国におけるシードまたはスタートアップ段階にあるベンチャー企業の資金調達方法の一つで、融資と出資を合わせたような
投資のこと。まずは融資として期限を切り、毎年１〜２回金利のみを支払い、期限または期限前に第三者割当増資の引き受け
があるとき、投資元であるエンジェルが望めば、第三者割当増資の８割程度の株価で株式として支払う。期限が到達したとき
に、増資行う予定がないかエンジェルが望めば元金を返済する。
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（コラム） 米国におけるプライバシー保護問題に対する企業の対応策

米国において企業がプライバシー保護対策について考えるときに最も重要なのは、予想と違
う事実に「驚かされる」ことを嫌う消費者の感覚である。司法訴訟では、原告消費者が金銭的損
害を立証できず被告企業優位で展開する事件が大多数であり、行政訴訟においても、マンパワ
ーに極めて限界があるといわれている FTC による調査、指導がどこまで及ぶかは、定かではな
い。しかしながら、「驚かせる」ことで消費者の不信感を招いてしまうと、企業が受けるダメージは
計り知れない。
例えば Google“バズ”事件では、ユーザが E メール用の個人情報と、ソーシャル・ネットワーキ
ングでフレンズに公開してもよいと思う個人情報を区別しているにも関わらず、事前の同意取得
を怠って転用した為に問題が大きくなり、 “バズ”サービス廃止にまで至ったと考えられる。企業
側としては、プライバシー保護の観点から消費者が期待する個人情報管理を充分に検討した上
で、サービス提供、情報管理、及びポリシー提示に取り組むべきである。
今後、企業に対しては (1)通知(Notice)、(2)同意(Consent)、(3)透明(Transparency) の三大
原則に沿って、消費者に対して明瞭で判断しやすいポリシー提示の上、プライバシー保護を実践
していくことが強く要求されていくであろう。 明記した条件は確実に遵守していかなくてはなら
ないため、将来の事業拡張や方針変更の可能性等も考慮した上で、明確に遵守可能だと考え
られることのみをポリシーに記すべきである。また、ポリシー変更は消費者を「驚かせる」ことにな
り、上述の３大原則の下には、明確な同意無しに過去に収集した情報にまで適用できないこと
からも、可能な限り変更せずに長期間運用できるポリシーの作成が望ましい。
さらに、新技術を導入したサービスや、サービスそのものが新しい場合には、「透明」という観
点から消費者への適切な説明を怠ると、「驚かせる」可能性が高まり、深刻な問題に発展するこ
とがある。この点、Carrier IQ が問題発覚当初、自社の技術やサービスに関する企業情報が競
合に流出することを恐れて判断を誤ったといっているように、企業秘密に対する考慮も含め、ど
の程度まで技術やサービスの情報を開示しておくか、告発を受けた時に開示するかを、事前に
充分検討しておくべきである。
プライバシー保護のガイドラインは、今後もFTCが積極的に行使してくると考えられる。例えば
米国市場に参入する外国企業が、今後プライバシーポリシーを作成し、運営する上では、まず
FTCの上述のガイドラインに沿ってチェックリストを作成し、自社の個人情報管理／運営体制を
客観的に評価し、どの程度アップグレードする必要があるのかを判断し、実践するというPDCA
を確立させることが重要である。また、例えばオンライン広告関連の分野においてデジタル・アド
バタイジング・アライアンス (DAA) 47が推進するガイドラインが高い評価を得ているように、米国
の業界自主規制団体のガイドラインは大枠機能しており、自社に関連する団体のガイドラインに
は常に注意を払い、それに沿ったプライバシー保護対策をとることも必須である。
47

http://www.aboutads.info/
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５．起業をめぐるバイアスと価値提供のあり方
東京工業大学

首藤 一幸

いまどき、起業についての言説はネットでいくらでも見つけられる。しかしその多くは、起業を勧
めたいという方向のバイアスを帯びた立場での言説である。起業に関係する人、特に事業を興
す人は、バイアスの存在と、どういったバイアスが存在するのかを知った方がいい。以下、そのた
めに、まだあまり世で述べられていない事柄を述べたい。

５．１ 起業を勧めるバイアスを帯びた人々
人に起業を勧める動機を持った人がいる。
（1） 投資家
お金を投じてリターンを得ることが事業の目的であるため、有望な相手には投資をした
いし、起業家の裾野が広がらないと有望な投資先も現れてこないので、起業家を増や
したいという動機を持つ。
（2） 経済産業省や総務省といった行政（や一般市民）
経済・産業振興が目的であったり、そうでなくとも自身の担当領域への投資を活性化さ
せたいという目的があるため、起業家を増やしたいという動機を持つ。経済振興、雇用
増大はありがたいことなので、一般市民も同様の動機を持つ。
（3） 大学・国の研究所（AIST, NICT, …）
例えば「大学発ベンチャー1000 社計画」（経済産業省, 2001 年）といった施策があり、
経済産業省や文部科学省が大学ごとに法人設立の数を数えて発表してきた。その種
の施策に動機付けられ、職員や学生に企業を設立させたいという動機を持つ。
（4） 先輩起業家
自身が、多くの社会人とは異なる、よりリスクの大きい道を選択しているため、そのこと
を尊いこと、すごいことだと考えたいというバイアスを帯びる。人に勧めまでするかはとも
かく、それによって承認欲求が満たされるので、起業は尊いことであると主張する動機
を持つ。筆者も例外ではなかった。
（5） 会計士、税理士、弁理士、弁護士、社会保険労務士、…
士業にとって、起業家は直接の顧客、もしくは雇い主、または将来の顧客候補であるた
め、付き合う動機を持つ。増やしたいという動機もある程度持つ。また、事業を手伝うこ
とで創業期の興奮を一緒に体験する、といううまみもあるのではないかと踏んでいる。
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米西海岸のネットワーキングパーティには、こうした士業の方も多く参加していた。
こうしたバイアスがなかったとしても、起業家が増えることはよりよい社会につながる、もしくは、
よりよい社会に向かっていることを示している、という論は立つし、筆者もそう考えている。しかし、
そうは言っても自分の人生である。人は立場によって上記のようなバイアスを帯びるので、そのこ
とは踏まえて話を聞いた方がいい。
特許について類似した話がある。職員や学生に対して特許出願を勧める大学や TLO も、自身
に動機があって勧めているのであって、決して、相手のためが第一ではない。職員が行った発明
はたいてい、職務発明規定によって、特許を受ける権利が大学に帰属する。これはともかく、学生
が行った発明の場合、大学との契約がない限りは、譲渡するかしないかは発明者である学生の
自由である。大学や特に TLO は譲渡を勧めるに違いない。費用や手続きの面で出願をサポート
してくれ、大いに褒めてくれるだろう。その代わり、特許を受けるのは大学となり、その特許をどう
いう条件でいくらでライセンスするか、またはしないかを決められるのは TLO となる。TLO の、お
そらく経験豊富なスタッフが交渉してくれる、という前向きな見方はあるが、いずれにせよ、将来
何が起こるかは考えておきたい。増資の際の投資家からの見え方、売却やその意思決定などに
何かしらの影響はあるだろう。わからなければ、万全を期して自身で出願するという選択肢もあ
る。その代わり、出願書類は自身で作成するか、何十万円かを支払って弁理士に作成してもらう
かということになり、国外での出願をどう考えるか等、すべてを自分自身の労力かお金で解決す
ることになる。

５．２ 受託開発という罠
ソフトウェア開発ができる技術者にとって、受託ソフトウェア開発は有望な食い扶持である。開
発案件の受注さえできれば、その時点で、報酬を得られることがかなり確実になる。起業家のほ
とんどは、まず、食べていけるだけの稼ぎが欲しい。同時に、起業家の一部は、顧客由来の何か
に取り組むのではなく、自らの発想や動機に基づく事業をしたい。前者のためには受託開発が
圧倒的に有利だが、しかしそれは自らの発想に基づいた活動ではない。そこで、まずは受託開発
をこなして日銭を確保しつつ、並行して、自らの発想に基づく事業を進めようとする。そして何年
か経つと、自分のやりたかったことの方がほとんど進んでいないことに気がつく。必ずというわけ
ではないが、そうなりがちなものらしい。
筆者もそういう例を複数目にしている。単純に、受託開発に取り組むと他に回すリソースが残
らないという理由もあろう。報酬という蜜に誘われて受託開発に専心するという場合もあるだろ
う。そうでなくても、同一のリソース（例：開発者）を、顧客側での価値が約束されている受託開発
ではなくて価値を認められるかどうかわからない開発に回すというのは、合理的に考えれば考
えるほど、なかなかできない。だから、市場でまだ価値が認められていない事業（例：破壊的イノ
ベーション候補, 研究の多く）は、すでに市場で価値が確立している事業とは、オフィスの場所、
人事制度、報酬体系等を別のものとして引きずられないようにするのである。受託開発の納期に
追われて作業する社員と、お金になるかわからない、よく言えば将来を見据えた、悪く言えば浮
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ついた作業に取り組む社員、両者が隣り合わせで仲良く作業することは難しい。後者は前者を
手伝いたくなることが普通であるし、しかしそれでは分業が台無しである。

５．３ 貢献と報酬
市場での価値がまだ認められていない事業に専念するためには、大なり小なり資金が要る。
銀行からの融資はそうしたリスクの大きい取り組みには向かない。そもそも、海のものとも山のも
のとも付かない事業に銀行は貸せないし、借りられるくらい信用ができればたいしたものではあ
るが、それでも、社長の個人保証などで、どこまでも返済の義務が付いてまわる。そこで、もしそれ
なりの資金が要るなら、株式を通じた資金調達、具体的には増資を考えることとなる。これは大
雑把に言うと、新たに発行する株式を買ってもらい、つまり会社の一部を所有してもらい、代わり
に現金等のリソースを受け取ることである。その時点の企業価値を算出して、それに基づいて出
資者の持株比率が決まる。例えば、企業価値が 9 億円であると合意するなら、1 億円の出資で持
株比率 10%となる。この会社の価値が将来 1000 億円になったとしたら 10%の株式は 100 億
円に化ける、という計算である。また、投資を受け入れることには資金調達の他にも意味や意義
がある。例えば、株の保持によって事業成功の動機を共有してもらえるといった効果・影響があ
る。事業への協力も狙って、投資業ではなく事業会社から増資してもらう、といった具合いであ
る。
事業への貢献に対するリターンを得ようという段になって、そのとき、10%の株式、つまり企業
価値の 10%を保有しているということは、愚直に考えると、事業の成功に対して 10%分貢献した
ことを意味しているはずである。しかし一方で、持株比率は出資した金額に応じて決まっていく。
つまり、これでは、創業メンバを除いては、お金による貢献しかカウントされないことになる。しか
し、重工業や家電はともかく、いまどき、お金やそれで調達できるリソースが成功のキーファクタ
（鍵となる要因）であるような新規事業がどれくらいあるだろうか。また、サブプライムローン問題
でも露呈したように、金融経済においてはお金の方が行き先を求めて走りまわっているのが現
代である。お金が成功のキーファクタでないのに、出したお金によってリターンが決まるというの
はおかしな話である。リソース提供者だけでなく、事業のコンセプト、経営、技術、マーケットコミ
ュニケーション等のそれぞれが、成功に貢献した割合に応じたリターンを得ることが自然だろう。
このためには、ストックオプション等を注意深く活用しての近似が可能ではある。一方で、投資家
の立場は上記の理想論とは往々にして相反する。投資家が投じるのは主にお金であり、それに
対するリターンを最大化することが目的だからである。とはいえ、起業家にはお金がないことが
普通なので、背に腹は代えられない中で出資の条件を交渉することとなる。また、投資家も、お
金の代わりに、もしくは、お金に加えて別種の価値も投じようと常に試みている。ハンズオン 48、ア
ドバイス、紹介等を通じたendorse（支援）等である。
今日、他にも、価値提供・貢献とそれに対する経済的対価がかみ合わないケースが顕在化し
てきている。例えばオープンソースソフトウェア（OSS）。電子メールの配送ソフト、ウェブサーバ、
48

体験学習。トレーニングなどにおいては専門家から直接(手取り足取り)指導を受けること。
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データベース管理ソフト等、OSS が高いシェアを占めて世界を支えている例は多い。しかし OSS
開発者の多くは、開発に対して経済的な対価は受け取っていない。reputation（評判）や貢献の
喜び等、貨幣ではない対価を受け取っているというとらえ方はあるが、いずれにせよ、そこにおけ
る価値提供・貢献は、今日の経済システムに載りきっていない。経済システムに載りにくい貢献
は、伝統的には、パトロンに支えられる研究者や芸術家、税金で行われる公共事業などがあった。
今日では、インターネットの普及に伴う OSS の影響力増大や、NPO への注目の高まりなど、より
はっきりと姿を現してきている。
貨幣はそもそも物々交換の非効率さをなんとかするために現れた。つまり、お金は元来、価値
交換をスムースに行うための手段である。強く顕在化してきたお金の動きと合致しない価値提
供・貢献をどう認識してどう取り扱っていくかは、今後の社会、そこで生きる個人に大きな影響を
与えるだろう。知識資本主義、reputation economy、代替通貨等は、この課題への回答の試み
ととらえることができる。

５．４ 個人が empower されている時代
知識産業においてリソースが成功のキーファクタではなくなったことや、経済システムに載ら
ない価値提供が顕在化してきたことの原因は、1 つは、個人が empower（力の付与）されてきた
ことであろう。それこそ、PC を 1 万円から数万円で買うことができ、1 ヶ月数千円のインターネット
接続料でネットにあふれる情報にアクセスでき、世界中の人と接触できる時代である。また、クラ
ウドも個人を非常に強化した。それまで、世界中に向けてネットサービスを提供するには、データ
センタにラックやサーバを借りるかまたは自身で設置し、それなりに太いネットワークを引き、サ
ーバをメンテナンスするかその要員を雇うかする必要があった。金額にして、1 ヶ月の最低必要
額は数十万円である。それに対して、クラウドの一形態、Amazon EC2 に代表される仮想マシン
貸しサービスでは、1 時間あたり数円からサーバを借りることができ、ネットサービスが流行るに
したがって、随時、サーバを増やして、または逆に減らしていくことができる。最低必要額は 1 ヶ月
あたりせいぜい数千円である。初期投資がほとんど要らないことと従量課金であること、この 2
点が、個人にできることを大きく拡大した。同様に、個人の能力を大きく拡張する様々なネットサ
ービス、具体的には、グループウェア、オフィススイート、SNS 等々を無料かごく安価で利用できる
時代である。
個人が empower されるにしたがって、大企業こそ悩み始めている。知識産業等、すでにリソー
スが成功のキーファクタではなくなった事業領域では、巨大なリソースプールであるところの大
企業は、直接的にはその意義を失いかねない。では、その中で今後はどういう価値を提供し得る
のか？真剣に考え始めている。例えば IBM 社は、レポート Global Innovation Outlook (GIO) 2.0
の中でこう述べている：『プロジェクトからプロジェクトへ自由に飛び回る「一人会社」が何十億
も出現するのではないかという見方すら出ています。…従来の企業が担っていた役割は、個人
や個人グループ間の挑戦を調整してその円滑な実行を支援するという方向に変わっていくのか
もしれません。』
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これからの十年、二十年は、empower されていく個人に対して、大企業が自身の存在意義や
提供価値に悩み、模索する時代となる。個人や小さな組織にとっては好機であると同時に、一方
で、大きくなることの意義や成長とは何かを問い直すことになるのだろう。

５．５ 起業 ≠ 法人設立
起業というと、法人を設立して社長になること、というイメージがあるかもしれない。しかしよく
よく「起業」という語を眺めると、そこに法人を意味する文字は入っていない。業（なりわい？）を
起こす、とあるだけである。「業」の解釈はいろいろあろうが、個人の視点では、仕事をして生計を
立てること、社会の中での意味は、社会に対して価値提供して対価を受け取ること、であろう。つ
まり、事業である。以上はただの言葉遊びに聞こえるかもしれないが、いずれにせよ、本来、法人
は事業のための手段であり、あった方がよければ設立すればよいし、ない方がよければ設立し
なければよいものに過ぎない。その事業による所得が小さければ、個人として確定申告していれ
ばよいし、一定額を超えて節税したければ個人事業主として届けて青色申告すればよい。物品
や資金、従業員といったリソースのプールとして欲しいのなら法人を設立すればよい、というだ
けの話である。他には、投資を受けるためには株式を買ってもらうために株式会社とする、といっ
た必要性もある。逆に、弁護士が 1 人で仕事をしていく場合にはわざわざ法人設立はしないこと
が多いと聞く。
元来は手段であるところの会社設立を指して起業と呼ぶことは、実は本末転倒ではないだろ
うか。行政等が設立件数を見ることには、他に測る手段や指標がないため、仕方なさを感じる。
しかしそれに煽られる大学等はどうしても事業それ自体はさておき件数に目が行きがちである。
手段としての法人設立がエラいのではなくて、事業による価値提供に意義がある。
もっとも、法人設立を指して起業と呼ぶ理由もわからなくもない。投資家、行政、周辺の士業
等、起業を勧める側の興味の対象は、提供価値をどんどん大きくして、経済的に大きくなってい
こうとする事業体である。大きくなる気がないということは、投資に対するリターンが得られない
ということであり、雇用を生まないということである。起業を勧める側としては、当然、法人を要す
るような事業にしか興味がない。よって、そこで言われる「起業」とは、当然、法人設立を伴うよう
なものを指すことになる。また、法人設立は象徴的な手段なので、傍目からわかりやすい区切り
ではある。

５．６ ベンチャーの定義：スタートアップとスモールビジネス
ベンチャー企業・ビジネスの定義はいくつもあるだろう。新事業、小企業、革新などは、多くの
定義に共通して現れる。一方、ある事業・企業がベンチャーであるか否かは、どう区別できるだろ
うか。これが難しく、表層的な数字で区別するくらいしか方法がない。例えば政府機関は、設立
から○年以下、資本金○円以下、従業員数○人以下といった基準を設定して、ベンチャー支援
プログラムの対象か否か、企業を区別する。ここに例えば、世界に大きなインパクトをもたら…す
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かどうかは別として、企業価値数千億円になることやとても大勢の従業員を雇うことを将来狙う
小企業と、自分だけの価値を提供し続け…るかどうかは別として、大きくなる見込みまたは意志
のない小企業があったとする。設立からの年数や従業員数といった条件に照らせば、どちらもベ
ンチャー企業である。ということは、どちらもその支援プログラムの対象たり得るということである。
しかし、投資家や行政にとって、前者が本来の投資・支援対象であって、後者はそうではない。本
来は前者だけがベンチャー企業だろう、という意見はあるが、後者が自身をベンチャー企業と呼
んだとして、それを否定できる根拠もない。
実際のところ IT 業界では、後者であっても設立間もなければ、自称、他称、ベンチャーと呼ば
れているのが現状ではなかろうか。この混同は、いろいろな不幸や間違いを招いているように感
じる。例えば、行政のベンチャー支援が後者に対して行われたり、起業家自身が両者の区別を
認識しておらずに、前者のために起業したはずが後者に属する受託開発に没頭したり、である。
両者の区別がもっと広く認識されるだけで、こういった不幸や間違いは減るのではないか。ベン
チャーという言葉はこのように広い意味を帯びてしまったので、筆者はあえて、前者を指して「ス
タートアップ」、後者を指して「スモールビジネス」「ライフスタイルカンパニー」と呼び分けるよう
にしている。

５．７ 事業の手段としての法人
いったん法人が設立され、特に雇用を始めると、それは別の性格を帯びてくる。従業員も最初
の数人から先は、事業の成功・推進よりも、自身の給与を主目的として一員となるものであるし、
事業の都合だけで解雇・解散ということは難しくなる。そうして、事業ではなく法人という容れ物
に入ったリソース側の都合に左右される場合が増えていく。高度成長期の日本企業が、社員の
生活の場、コミュニティであったのだとしたら、それは、事業やそれに加えて社会からの要請上、
リソース側の都合を汲んだ運営が合理的だったということであろう。今起きている非正規雇用等
いくつかの社会問題は、そうした運営が経済・社会からの要請と整合しなくなってきた、と解釈
できる。
事業ありきであって、法人はそのための手段である、というそもそもの目的から離れるにした
がって、そもそもの目的を想定して設計された周辺システムとの齟齬が起きてくる。例えば、ある
法人が複数の事業 A と B と C と…を行なっていて、事業 A に投資を受けたいとする。投資をす
る側の食指が事業 A に動いたとして、投資に至るだろうか？投資側としては事業 A に投資した
いのであって、事業 B や C に出資したいわけではない。しかしその法人に投資するということは、
全事業に投資するということになってしまう。具体的には例えば、受託開発事業で生計を立てつ
つ、その中で自分たち発の事業を立ち上げると、こういうことになる。（もっとも、この程度であれ
ばテクニカルな問題であって、子会社の設立その他、対策はある。）
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５．８ マイナスの抑制は粛々と、むしろ、プラスの増強を
目の前に現れてきた課題や機会を、重要性の高さ（I〜i）、緊急性の高さ（E〜e）、機会（＋）な
のかリスク（−）なのかで分類したとする。2×2×2＝8 つの象限のうち、どこに力を注ぐべきだろう
か？立場や状況によって異なるだろう。では、企業経営者ならどうだろうか？おそらく、重要性が
高く（I）緊急性の高い（E）リスク（−）、という回答が多いのではないだろうか。ところが、それとは
異なる論がある。重要性が高いもの（I）に注力するという点は同様であるが、他は逆で、経営者
は緊急性の低い（e）機会（＋）に力を注ぐべき、という論がある。I E – ではなく I e + に注力す
べきというわけである。この論の根拠はいくつか考えられる。そもそも、緊急性の高いリスクは明
確な形をとっているのだから、方法論の蓄積があり、もしかしたら既に体系付けられており、ある
程度の頭脳をもってすれば対応策を網羅、分析できる。一定の確率で降り掛かってくることがわ
かっているのであれば、対応すべきであることも明らかである。例えば、数ヶ月後に資金がショー
トする、といった緊急性の高いリスクへの対応策は限られるし、分析しやすい。問題が定まったら
それをうまく解いていける賢い人材はそれなりにいるし、もっと言えば、その種の人材やサービス
は、買える。経営者は彼らに任せればいい。それに対して、機会（＋）はというと、より不確実性が
高く、それゆえ、どれを採るか、何をするかの選択は多分に恣意的なものとなる。経営者は、問題
解決ではなくて、そういった、何をするか？という問題設定にこそ本分がある。我々人類はそもそ
も、大自然の中の様々なリスク、例えば餓死や捕食の危険に対処してうまく生き残ってきた祖先
達の末裔である。脳が機会（＋）よりリスク（−）の側に敏感にできているとしても不思議ではない。
だからこそ、自然に注意が向くリスク（−）に心を占められることなく意識的に機会（＋）に注意を
向けていくことに価値がある。
行政も同じである。問題の発生を抑えるために事業者や国民に制約を課す、つまり、マイナス
の事柄を減らす取り組みは規制行政、その逆に、プラスを増やす取り組みは振興行政と呼ばれ
る。規制行政と振興行政という考え方は、例えば、消費者庁設立の際にも用いられた。つまり、振
興と規制を同一の組織が行ってきたために、両者の間にある利益相反が原因で規制側の働き
が弱く、充分な消費者保護が行われてこなかった、という論である。利益相反までは至らないと
しても、政策立案やその前段階の議論をする際、それは規制なのか振興なのかを意識しておく
ことはほとんど必須だろうと考える。経済産業省の目標を筆者なりに表現すると、国民がうまい
飯を食べられること、であり、一義的には経済・産業の振興がその使命である。昨今は金銭や物
質に依らない豊かさや幸福感が注目されてきているとはいえ、まず、食べられてこその幸福であ
り、経済システムがその鍵であることは当分変わりそうにない。プラスあってこそのマイナス抑制
である。そこまで言うと、いやある程度食べられるなら次はマイナスの抑制が重要だ、という異論
もありそうだが、少なくとも、マイナスの抑制と同等かそれ以上にプラスが増えることが重要であ
る。
情報技術について言えば、例えば、現在の IPA の中心的な施策であり、常に本研究会の焦点
だったセキュリティ・プライバシー情報の扱いは、マイナス抑制の技術であり、施策である。ネット
サービスが生む価値を損ねないようにセキュリティを向上させる、といった具合いである。関連す
るリスクが強く顕在化してきたこともあってもちろん重要な領域ではある。しかし、振興行政の立
場としては、あくまでプラスあってのマイナス抑制であることは常に念頭に置いて、それだけに没
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頭することのないように、粛々と進めたい。
実のところ、経営者、行政だけでなく、個人でも同じことである。緊急性の高いリスク（−）には
粛々と対応するとして、そこに埋没することなく、緊急性の低い機会（＋）をいかに見逃さないで、
そこにエネルギーや時間を割いていくかが幸福につながる道であると信じている。
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（コラム） 「ビッグデータ」は大企業だけのもの？

ビッグデータというと、どうしても大企業でしか扱えないように感じがある。実際くらし研と
並行して IPA が行った国内におけるビッグデータの動向調査のアンケート(付録 D-3-1)でも
約 4 割の企業が自社ではビッグデータのようなものを持てないとしている。その一方で、中小
規模の企業でも利活用が可能と考えられるケースがいくつか見いだすことができた。
クラウド技術により大規模データを利用できる環境が提供されていること、Hadoop など大
容量データを処理するソフトウェアがオープンソースで提供されていることなどから、少なくも
個人レベルでも大容量データを扱うことについての敷居はかなり低いものになっている。した
がって、データをどう収集するか、どう加工（分析）するかが最も重要な課題になる。データ収
集について今回の動向調査では、大きく以下の 2 つの手法が見られた。
・ 自分でデータを作り出す。取得する。
・ 公開されたデータなどを取得・活用する。
自分でデータを作り出す例としては、城崎温泉、がんこフードサービスの例があげられる。
城崎温泉では、老舗温泉街が共通の IC カード（外湯券）を発行し、ユーザの行動データ（訪
問した施設、滞在時間、購入したものなど）を集めている。毎月約１０万件のデータが収集さ
れている。がんこフードサービスでは、従業員それぞれに加速度センサやジャイロセンサを装
着した端末をもたせ、店内での行動（位置だけではなく、滞在時間、速度、振る舞い（立ってい
るか、座っているかなど））のデータを収集し、業務改善に役立てようとしている。
公開されたデータを取得・活用している例としては、カブドットコム、アトラクターズラボの例
があげられる。カブドットコムでは、ソーシャルメディア上で発生する 1 日約 1,000 万行のデー
タを分析し、株価動向を予想する実験を行ったことを報告している。アトラクターズラボでは、
インターネット上で公開されている主要な不動産情報サイト情報を収集・蓄積し独自の分析
を行うサービスを提供している。
中小企業・個人でのビッグデータを用いたビジネスを進めるためには、例えば政府・自治
体が持っているデータを公開・流通することも有効な施策である。しかし、「通れた道マップ」
について関係者にヒアリングを行った際の話として、サービス拡充のために公的機関が持っ
ているデータを利用しようとしたところ、同じようなデータでも地域によって窓口が異なってい
る上、提供されたデータのフォーマットがそれぞれで異なっていたなどかなり苦労した事を聞
かされた。単にデータを公開するだけでは不十分で、データ収集窓口のワンストップ化やデー
タの相互利用等が簡単にできるような仕組みも同時に検討していくべきである。
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６．ビッグデータにおける個人的な情報の価値
東京大学

元橋 一之

６．１ プライバシーに関する経済的考え方
個人におけるプライバシー情報の市場において様々な形態で活用されている。例えば自動車
保険の市場を考えると、保険会社においてドライバーの属性がまったくわからない状態であると
同一条件の保険サービスを提示せざるを得なくなる。その場合、事故率が高いドライバーにおい
てより有利なサービスとなるので、利用者における事故率が高くなり、保険会社はそのリスクに
見合った保険料率に引き上げざるを得なくなる。その結果、事故率が顧客にとって魅力的な消
費ではなくなり、更に事故率が高い顧客が中心になってしなう。このようにサービスの供給者
（保険会社）が需要者（ドライバー）間の情報の非対称性に基づく問題は、アドバースセレクショ
ン（逆選択）と呼ばれる。実際の自動車保険市場においては、ドライバーの年齢などの属性や事
故歴によって保険料率を変えることによってこの問題を回避している。最近では、保険会社が、
車の走行距離や利用形態によってより細かな料金プランが可能とすることで新規顧客を獲得す
るチャンスを高めているが、利用者においても保険金が安くなるというメリットがある。このように、
個人情報の開示が市場の供給者に開示されることで、供給者は利用者の特性に応じたサービ
スを提供することが可能となり、社会厚生が高まることが多い。このように個人情報の提供者も
受益を受ける場合は、プライバシー情報の取り扱いについて問題になることは少ない。ただし、
その場合において、プライバシー情報を利用する業者において、当該情報の取り扱いを厳格に
行い、外部に漏えいすることなく、保険サービスの提供という使途も限定的に行うことが前提と
なっている。
それでは個人情報保護法や医療情報や電気通信サービスなどの個別分野におけるプライバ
シーガイドラインなどのプライバシー情報に関する規制はなぜ必要なのか？上記の保険市場の
場合は、ドライバーの個人情報を保険会社が把握することによって、社会厚生 49が高まるケース
であるが、その逆のケースも考えられる。ここでは簡単なモデルとして、同じ商品に対して高い評
価をしている（商品に対する留保価格 50が高い）Hと低い評価Lの 2 種類の消費者がいると考え
る。当該製品の供給者はこの消費者のタイプが識別できず、評価が低い消費者の留保価格で
あるPLで商品を提供していたとする。その際の社会厚生は当該製品の限界費用 51MCと需要全
体（DH+DL）を用いて、（PL-MC）×（DH+DL）と表すことができる（図６．１．1 のAの斜線部）。とこ
ろが、この供給者がタイプHとLの個人情報を得て、PHがPLに対して高い値であることに気付い
たとする。その場合、商品の値段をPHとしてタイプHの消費者に向けて製品を供給することとし
た場合の生産者余剰 52（PH−MC)×DH（図６．１．１のBの斜線部）が、Aの場合の生産者余剰よ
49

社会厚生：社会全体で有益なものの水準（その社会を構成する全ての人の福利の合計）

50

留保価格：買い手側であれば、その商品を買ってもいいと考える上限値。売り手側であれば、その商品を売ってもよいと考え
る下限値。

51

限界費用：生産量を増大したときの一単位あたりの総費用の増加分。一般的には可変費用とほぼ同じ。

52

生産者余剰：取引価格と生産者の限界費用との差額の和で、取引から得られる企業の便益。収入から変動費用を引いたも
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りも大きいとすると値段はPHとなり、タイプLの消費者には製品が供給されないこととなる。つま
り、タイプLの消費者は個人情報を提供したにもかかわらず商品が提供されない状況が発生す
る。

A: 消費者タイプが未知の場合

B: 消費者タイプが既知の場合

PH

PL

PL
MC

C

DH+DL

図６．１．１

MC

C

DH

DL

消費者タイプ情報の有無と社会厚生

なお、よりフォーマルな経済モデルによると供給者において、消費者に２つのタイプがあること
は分かるが、だれがどのタイプかは識別できない場合、わざと高い価格を提示して消費者のタイ
プを識別するというインセンティブが生じる。 53図６．１．１では、PLより高い価格を提示すると消費
者Lは当該商品を購入しないため消費者Hが識別できるということになる。供給者が何らかの経
済的なコストをかけて消費者のタイプを識別するインセンティブは以下のファクターによって高く
なる。
①
②
③
④

PL と PH の違いが大きいとき
消費者 H のシェア（DL+DH に対する DH の割合）が大きいとき
供給者がより長期的な戦略として市場開拓にあたるとき
ここで得られた情報を他の業者に転売できる可能性が高いとき

上記で①と②は説明の必要がないと思われるが、③は、消費者の属性が安定的でかつ競合
相手の参入がすぐに起こらない状況においては、マーケットに応じた価格戦略を長期的に展開
でき、そのために必要なデータ収集のコストも回収しやすいことによる。また、④はデータ収集に
対するコストを他社からも回収できるので、プライバシー情報の入手に対するインセンティブが
高くなる。
のに一致するので、固定費用を無視した場合の利潤に等しくなる。
53

ここでの記述は Hui, K-L and I. P. L. Png (2006), The Economics of Privacy, Chapter 9, Handbooks in Information
Systems (T. Hendershott ed.), Elsevier B.V.を参照したものである。
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個人情報保護法やプライバシーに関する各種ガイドラインなどのプライバシー情報に対する
規制は、上記のモデルで供給者がデータを収集するコストを上げることとなる。したがって、ある
①~④の状況下で、供給者はコストを払ってでも消費者の個人情報に基づくプライシングを行う
という判断をした場合も、プライバシー規制が強化されることで、データ収取に対するコストが上
昇し、ペイしない、つまりプライバシー情報なしで、より不完全な情報の下で価格を決めることに
なる。したがって、市場メカニズムと自由経済を強調するシカゴ学派は、マーケットトランザクショ
ンにおける情報の非対称性を助長するプライバシー規制は社会厚生を下げることになり、政府
の規制はなるべく避けるべきであるというスタンスをとる。たしかに、図６．１．１にしめされるような
消費者余剰 54と生産者余剰の合計としての社会厚生はAよりもBの方が大きくなる。AよりもBの
方が大きくなるので供給者は個人情報に基づいて顧客のターゲティングをするからで、Aの方が
大きい場合はAの状態で財の供給が行われる。 55
しかし、これは顧客のターゲッティングが行われた後の結果としての比較をしたもので、実際
に供給者は消費者ごとの情報のない状況でプライバシー情報の取得を行うために経済的なコ
ストをかけるかどうかの判断を行う。その際に前述した①~④の状況によっては供給者がデータ
収集に対して過度の投資を行ってしまう可能性があることが示されている。 56 その際にはプライ
バシー情報の取得に対して一定の規制をかけることが社会的な厚生を上昇させる可能性があ
ることが示されている。
また、これまでの議論は情報が漏えいしたときにリスクといった情報の秘密性（Secrecy）を中
心的な命題として展開されてきたが、プライバシー保護に関しては、Secrecy 以外に autonomy
（自分自身によるデータコントロールの確保）や seclusion（right to be left alone、放っておかれ
ることの権利）という点にも留意することが必要である。上記の④のように自分のデータを提供
した業者から他の業者にデータが流れることになると autonomy が侵害される可能性が高くな
る。また、スパムメールの問題に対して、迷惑メールへの対策法(特定電子メール送信適正化法)
の施行やメールのフィルタリング技術の向上などの対策が取られているが、これらは個人情報
に基づくターゲッティングマーケッティングの負の側面といえる。これは個人情報に関する
seclusion が侵害されることによる対策として取られているもので、個人情報の流通することに
伴って社会的なコストが発生しているものととらえることができる。
このように市場における完全情報を目指して個人情報に対する規制はなるべくなくすべきで
あるというシカゴ学派的な考え方は現実的には支持されにくいが、その一方で個人情報が過度
に保護されことが社会的に大きな損失を招くということは明らかである。最初に述べた自動車
保険の事例を見ると、ドライバーの細かな属性によって保険料率を決定するサービスの導入に
54

消費者余剰：消費者の最大留保価格から取引価格を引いたもので、取引から消費者が得る便益になる。

55

ここでは生産者が独占的利益を得るという仮定をしているので、生産者余剰＝社会余剰となっているが、もし同質の財を供給
する競合相手がいる場合は限界費用まで価格が下がり消費者余剰＝社会余剰となる。この場合も社会余剰としては変わらな
い

56

Talyer C. R. (2004), Comsumer privacy and the market for customer information, RAND Journal of Economics 35(4),
631-650
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よって社会的な厚生が高まっていることは明らかである。図６．１．１の事例は消費者向けの商品
を単一価格で供給する古典的な財市場を考えているので、消費者 H と消費者 L に別の価格で
商品を提供することができない。したがって、供給者は価格を PH にするか PL にするかをどちらか
を選択する必要があり、社会厚生は A または B の斜線部分となるが、自動車保険のように消費
者それぞれとの契約によって提供するサービスの場合は、消費者 H には PH で消費者 L には PL
でサービスを提供することが可能なので、細かく顧客のセグメンテーションを行うことでより大き
な社会厚生を達成することが可能である。ここで保険業者にドライバーの個人情報の利用制限
をかけてしまうと明らかに社会厚生は低下する。
また、個人情報の利用はデータの提供先に限定されるべきであろうか？ ミクロ経済モデルを
用いた分析によると個人情報の収集に対する過度のインセンティブはデータの転売の可能性を
いれると高くなるとされている。 57 したがって、個人情報の転用についてはより厳しい規制をか
けることで社会厚生が向上する可能性が高まる。しかし、ここでは個人情報が複数業者でシェア
されることの経済外部性 58については考慮されていない。例えば、クレジット業界においては、利
用者の支払い遅滞などの情報を企業間で共有し、カード発行審査の際に用いている。もし、この
データの共有化が行われないと事故率の高い個人の入会が増えることでクレジット会社のコス
トが高くなる。そのコストは最終的には利用店舗における手数料や個人の会費などに跳ね返っ
てくることになり、社会的な厚生を引き下げることとなる。また、最近では個人のカード利用パタ
ーンを解析して、これまでとは違った利用パターンを検出して、カード番号の盗難や不正利用の
摘発に用いられている。このデータマイニングはデータ量が増えることによってより正確な情報
の収集が可能となり、カード会社間で情報を共有することのメリットは大きい。
これまで述べたように、個人情報保護法などのプライバシー情報を保護する規制について、何
らかのルールは必要であると考えられるが、その度合いについてはケースバイケースである。経
済モデルを用いた分析によると消費者における商品に対する価値のばらつきが大きい場合（つ
まり当該商品の価格弾性値が低い場合）やデータの転売が可能である場合などに財の供給者
において過度のプライバシー情報を収集するインセンティブが生じるとされている。その一方で、
個人情報の活用はデータを収集した業者における便益を向上させるだけでなく、利用者におけ
る利便性を向上させ、全体として社会的な厚生を高める効果もある。また、データが複数事業者
で共有されることは、個人情報の Autonomy という観点からはマイナスであるが、データの効用
といった観点からは外部経済性が働いて、データ量のメリットがより大きくなるということもある。
このように個人情報に関する規制やガイドランは対象とする財・サービスにタイプによって最適
な強度が異なるので、取り扱う情報や業種によって細かく制度設計を行っていくことが重要であ
る。

57
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Talyer C. R. (2004) ibid
一般的に、経済活動は市場での売買を通じて行われるが、市場の外側で、お金やりとりがなくとも他人にマイナスを与えたり、
お金をもらうことなく、プラスを与えたりすることがある。前者を外部不経済、後者を外部経済という。
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６．２ ビッグデータの出現による費用便益バランスの変化
保険社会やクレジット会社などの業者が集める個人情報の他に、最近では携帯電話や車載
センサにおける位置情報やスマートメーターに蓄積される過程におけるエネルギー利用情報な
どのセンサ系の情報が個人情報の本人が意識しない状況で蓄積・利用されるようになってきて
いる。また、コンピュータの処理スピードやデータの蓄積サイズが飛躍的に向上してきており、こ
れまでは不可能だった大容量のデータを用いたデータ処理が可能となっている。このようなビッ
グデータの出現によって、前述したプライパシー情報の費用便益のバランスはどのように変化し
たのであろうか？
このようなセンサ系の情報も含めた個人に関する情報の社会的な便益については、以下のよ
うに示すことができる。

個人情報の便益 ＝ 金銭的な社会厚生(消費者余剰＋生産者余剰)
− 個人情報を収集分析するコスト（生産者サイド）
− 個人情報を供与することのコスト（個人サイド）

①
②
③

これまでは、金銭的（Pecuniary な）ファクターである①と②を中心に議論してきたが、センサ
系のデータの拡大と情報処理能力の向上は②を押し下げる効果があることは明らかである。ま
た、①についても位置情報を活用した終電に関するプッシュサービスや車のドライバーに対する
目的地までの最適ルート提供サービスなど、新たなサービスモデルが現れてきており、上昇して
いると考えられる。したがって、①と②に限っていうとする、個人情報の社会的な経済価値は上
昇していると考えられる。ただし、①の新たなサービスモデルについてコンセプトとしては様々な
アイデアが存在するが、具体的なビジネスとして大きくなっているわけではない。②についてのコ
ストの低下についても、センサ情報やウェブ上の大量のデータがほぼコスト０の状況で入手でき
るようになったことを示すもので、具体的にこれらの情報を新たなサービスモデルによって経済
価値化できないと、その効用は大きなものとはいえない。インターネットの普及によって、コストは
低下しているとはいえ、企業において個別のマーケティングリサーチを行うことは必要であり、
（それぞれのビジネスを展開するうえでの）個人情報の収集についてはそれなりの費用が必要
なので、状況として大きく変わってはいないとも言える。したがって、ビッグデータに対する自動車
や携帯電話、エネルギー関連企業、IT ベンダなどのさまざまな取り組みは、①に対する大きな期
待値を反映したもので、経済的な実態を表しているものとは必ずしも言えない。
それでは③についてはどうであろうか？ これまで個人情報の提供者サイドに立って、情報を
提供するコストについて議論してこなかったが、こちらは金銭的なものではなく、個々人の感じ方
によるところが多分にあり、フォーマルな分析を行うことが難しい。だれしも自分の個人情報が露
呈されることは不愉快であり、その程度も性別や年齢といった外形的に判断できる情報より、年
収とか趣味といった一見判断できない情報の方がセンシティビティは大きいといわれている。個
人情報保護の必要性に関する Secrecy という面だけに着目すると、個人情報を利用する企業
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などが当該情報について適切なセキュリティ対策を講じて、きちっと秘匿が行われば取り立てて
問題になることはない。しかし、100%安全なセキュリティ対策は不可能であり、現実に企業から
個人情報が漏えいする事件が新聞をにぎわせている中で、個人としてもある程度、心理的なコ
ストを払ってデータを提供していると考えて間違いない。また、Autonomy や Seclusion といった
観点からは、スパムメールや勧誘電話を受けた場合には、個人としてより実質的なコストを負担
しているということになる。
ここで、位置情報やエネルギーの利用などのセンサ系の情報がこれまでの個人情報と決定
的に違うのは、データ本人が自発的に個人情報を開示するのではなく、本人が意識しない状況
でデータが蓄積され活用される可能性があるということである。つまり、これらの情報においては
データの Autonomy は完全に存在しない。これまでのように個人情報を提供するのを拒否する
という選択肢を取ることはできないのである。もちろん、携帯電話を通じて把握される位置情報
を提供したくないので携帯電話は持たないという選択をすることはできる。しかし、その場合は
携帯電話サービス自体を受け取ることができなくなり、より本質的な面で社会的な便益が低下
することとなる。このように無意識のうちに情報が取られており、その情報がどのように使われる
か分からないという状況になると③は非常に大きなコストとして見積もられる可能性がある。ど
ういうリスクがあるか分からないという状況は、少しの可能性でも膨大な損失を被ることがあり
うるということで、リスク回避的な行動をとる個人によってそのような状態は膨大なコストとして
認識される。最初の個人情報の便益の式にもどると、①の上昇、②の低下を上回って③が上昇
するということがあり得るので、全体的にビッグデータの出現によって全体として個人情報の便
益が下がるということもありえる。しかし、③はあくまでの個人の心理的なコストであり、GDP な
どの経済変数になどとして現れる金銭的なものではない。金銭的には①と②で決まり、ビッグデ
ータの出現は個人情報の便益を向上させることは明らかであるが、③の情報を提供サイドの心
理的なコストをいれるとマイナスになる可能性が高いところにビッグデータの社会的効用を考え
る問題の難しさがある。

６．３ ビッグデータの社会的効用を高めるための方策
上記のようにビッグデータの出現によって社会全体として経済的なメリットを享受できる可能
性が十分高い。したがって、③の個人情報の対象となる個人の心理的なコストを下げて、これら
のコストをいれても社会全体の便益がプラスになるような方策を考えることが重要である。
まず、心理的なコストを下げるためには、「知らないうちにどのような情報を把握されているの
か分からない。またどのようにデータを利用されるのか分からない。」という状況を解消するため
に蓄積データの内容とその利用方法に関する情報公開を進めることが重要である。利用方法と
はまさしく当該データを利用したサービスモデルの構築である。したがって、データの観測が可
能な一次データ利用者（例えば携帯電話の位置情報においては携帯サービス業者、電力の利
用状況において電力会社）において、新たなサービスモデルの構築とその実験を繰り返し行う
ことが重要である。
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自動車保険サービスの例を取ると、これまでの事故歴や年齢などの属性だけでなく、年間の
車の走行距離や利用目的（ビジネス用途かレジャー用途か）などより細かな個人情報を用いる
ことによって、より精度が高い自動車事故に対するリスクの見積もりが可能となる。これを利用し
て顧客に対してより魅力的な料金プランを提示する一方で自社の利益も確保することができる。
利用者は個人情報の提供を行うことによって保険料金が下がることが期待できるので、情報の
提供に対して高い心理的なコストを感じていないといえる。これは、提供する個人情報がどのよ
うに用いられ、更にそのメリットが具体的なものとなって提示されることによるものである。
行動経済学において、他社が個人情報を利用する際に「本人が承諾するために必要とされる
意思（WTA: Willingness To Accept）」は「なんらかの金額が提示されてそれを受け取れないこ
とによる損失（WTP: Willingness To Pay）」よりも大きいことが支持されている。 59 つまり、個人
情報を自分の所有物として、それに対する許諾利用を行う場合と個人情報と引き換えにあるサ
ービスを提示した場合で、前者の方がより大きな対価を要求するということである。具体的な事
例としては、世論調査で「あなたの年齢や性別などの個人情報を提供することに大きな抵抗が
あるか」と聞かれた場合には「ある」と答える一方で、無料でインターネットアクセスを得るため
に自分の年齢や性別を抵抗なく記入するということである。
これをビッグデータの利用にあてはめると「あなたの位置情報を利用することで様々なメリット
があるので使わせてもらえないか」と依頼されるより「○○といったサービスが可能になるが、そ
のために位置情報を提供してもらえないか」とサービスとの引き換えにした方がより心理的な
抵抗なく（心理的なコストが低く）提供がされるということになる。この際に問題になるのは、ビッ
グデータを用いたサービスモデルの構築は、具体的なデータベースを用いてデータマニングな
どの探索的なアプローチで行う方法がとられることが多いことである。データの利用のために具
体的なサービスモデルの提示が必要であるが、サービスモデルを提示するためにはデータが必
要になるという「鶏が先か卵が先か」の矛盾を乗り越える必要がある。したがって、最初はデー
タの匿名化を行ってデータマイニングを行うということでユーザから幅広く了解を取り付けたう
えで一般的なモデルを構築したうえで、個々のプライバシー情報の利用に関する了解を得ると
いう 2 段階のアプローチが必要かもしれない。
また、国や公的機関におけるデータ利用に関するガイドラインができることによって「どのよう
に活用されるのか分からない」といった不安をある程度払拭され、心理的コストが低下するとい
うことが期待できるかもしれない。ただし、このガイドラインはリジッドで画一的な方針を決めるの
ではなく、データの特性に応じてフレキシビリティの高いものとすることが必要である。現状にお
いて、携帯電話、自動車、スマートグリッド、医療情報などアプリケーションごとにガイドラインの
検討が行われているが、それぞれ利用者やデータの特性、センシティビティ、あるべきサービスモ
デルに特徴があるので、それぞれの分野ごとにしっかりとした検討が行われるべきである。
ただし、それぞれの検討の中で、個人情報の提供に対する心理的コストは個々人で大きく異
なることに留意する必要がある。最近FacebookやTwitterなどのSNSサービスの利用者が爆発
的に増えているが、このSNSの利用者と非利用者で個人情報の対するセンシティビティに対す
59
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るかい離が開いているとの調査結果もある。TRUSTeの調査によると、プライバシー情報の重要
性が 5 年前を比べて減ったとした回答者はSNS利用者においては半数以上の 58%あったのに
対して、非利用者は 20%であった。一方、非利用者はプライバシー情報の重要性が増えたと答
えた回答者が 28%と減ったとした回答者を上回り、SNSを利用するかどうかで心理的コストの
動向が逆になっていることが明らかになっている。 60これはSNS利用者がSNSサイトで個人情
報を明らかにする傾向があることから、当該情報に対する心理的コストは低下したのに対して、
非利用者にはそのような行動が見られないことから心理的コストの低下がみられないと解釈で
きる。このようにSNSの利用拡大は、全体として個人情報の提供に対して心理的コストを下げる
要因にはなっているが、個人の属性によって、心理的コストのばらつきが大きくなり、個人個人の
状況によって、個人情報の利用者がフレキシブルな対応ができるような制度の設計が求められ
ているといえる。
これまではセンサ系データを直接観測できる一次データ利用者におけるデータ活用について
述べてきたが最後に当該データの流通を行い、データの２次的な利用ができるようなモデルに
ついて検討したい。ビッグデータを利用した新たなサービスモデルやイノベーションを創発する
ためにはデータの観測者以外で２次利用ができる制度を構築することが効果的である。また、今
後の方向性として複数のビッグデータが接続されて用いられるということも考えられる。例えば、
携帯電話による位置情報に当該利用者の電子商取引における商品購入履歴が接続され、利用
者の場所に応じた店舗案内などのサービスである。このように複数のデータを接続されるため
には、やはりデータの２次利用を可能とする仕組みが必要となる。
データの２次利用にあたっては、利用の形態（利用者と利用方法）を明確化して、本人に了解
を取るということも考えられるが、データを利用したイノベーションを促進するためにはデータの
匿名化をして複数者がデータ利用を可能とするよりオープンな形態をとることも考えられる。そ
の際には、一定の属性に基づいてある程度集計したデータを作成するか、あるいは個々の情報
から匿名情報を削除して提供する方法（匿名化マイクロデータ）の方法がある。両者とも統計法
に基づく国の統計データ利用を検討する際に理論的な検討が進んでいる。例えば米国において
は人口センサスのデータを匿名化（個人情報を削除して、男女別、地域別などの情報のみで個
人の特定をできないように処理）して、労働経済学などの学術的な利用に供しているという事例
もある。このような統計データにおける事例も参考にしながら、データの匿名化の手法について
検討を行い、匿名化されたデータの利用に関するガイドラインを整備することが必要である。

６．４ ビッグデータを用いたビジネスモデル
ビッグデータを用いたビジネスモデルへのトレンドを理解するために「マルチサイド市場
（multi-sided market）」という経済学にコンセプトについて紹介したい。マルチサイド市場とは、
２以上の市場を持っている財やサービスを総称するものであり、表１に示したようにクレジットカ
ードなどの古典的な事例から Google のインターネット広告なども含まれる概念である。例えば
60

米国におけるビッグデータの市場動向（NRI）、IPA から提供を受けた中間報告
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クレジットカード会社は、カードの利用店から手数料を徴収するとともに、カード利用者からも会
員費などを取っている。ここで重要なのは、加盟店市場と利用者市場が独立して存在するので
はなく、クレジットカードビジネスにおいてこの両者が密接に関係している点である。加盟店の多
いカードは利便性が高いため利用者にとって価値が高く、逆に加盟店にとっても加入者の多い
カードはより魅力的である。したがって、事業者によって最適な加盟店手数料とカード会費は、そ
れぞれの市場の状況のみならず、この両者の関連性（複数市場間の外部経済性の程度）にも
影響を受ける。
この市場間の外部性の度合いによっては、どちらかの市場において価格をゼロ(無料)かマイ
ナスにすることが適当な場合もありうる。例えば Google の事例だと検索利用者に対してサービ
スの無料で提供しており、広告主からフィーをとることでビジネスモデルが成立している。逆に、
マイクロソフトはソフトウェア開発者に様々なツールを無償で提供している一方、ソフトウェアの利
用者から料金を徴収している。市場 A の大きさが市場 B に与える影響度（A から B への外部経
済性）を E（A→B）、その逆の影響度を E(B→A)とすると、Google の場合は E（B→A）か大きい
が、E（A→B）は０であるが、逆にマイクロソフトのケースにおいては、E(A→B)＞E（B→A）となる。
市場間の外部経済性について大きな影響を及ぼす市場における価格を下げて、利用者（供給
者）の数を多くすることが全体として利益を向上させることとなる。
表６．４．１

マルチサイド市場の事例
市場 A

市場 B

クレジットカード

加盟店

カード利用者

アップル APP ストア

アプリベンダ

iPhone 利用者

Google

広告主

検索利用者

ブルーレイディスク

コンテンツ作成者

コンテンツ購入者

Microsoft OS

ソフト開発者

ソフト利用者

それでは、ビッグデータの出現によってこのようなビジネスモデルはどのような影響を受ける
であろうか？なお、現状でビッグデータを用いたビジネス事例として取り上げられているものは、
かならずしもすべてがマルチサイド市場における財・サービスに分類されない。既存顧客に対す
るサービスの向上を目指した事例（例えば、プラント機械の性能モニタリング・早期異常発見シ
ステムやオンライン株取引に関する情報サービスなど）については、あくまで通常のビジネスの
延長線上にあるものである。ただし、JR 東日本のウォータービジネスの SUICA 対応端末を用い
た売れ筋飲料の分析などのサービスについては、一般消費者と飲料メーカの両者が関係する
マルチサイド市場ビジネスといえる。この事例におけるビッグデータのポイントは、消費者の嗜好
といったマーケティングを行う上で重要な情報が、システマティックでかつ安価に収集できるよう
になったことである。そのため、これまでは独立であった、一般消費者と飲料メーカが、ビッグデ
ータの利用によって相互に関連性を持つようになった（消費者の数が多くなるほど信頼性の高
いデータが得られるようになり、飲料メーカによってメリットが大きくなる）ことである。この消費者
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→飲料メーカの外部経済効果の大きさは、データ分析による経済的な価値がどの程度多くなる
かによるが、その大きさによっては利用者に補助金を与えて（例えば、SUICA で購入する場合は
割引をする）、より大規模にデータを集めることで総合的な利益を押し上げることができる可能
性がある。
このようにビッグデータの出現によって、複数の市場間に正の外部経済効果が生じて新たな
経済価値が創出され、一般消費者と事業者の双方においてそのメリットを享受できる可能性が
生まれている。ビッグデータを用いて新たなビジネスモデルを考える際には、これまで独立であっ
た複数の市場を結合し、そこから新たな経済価値を生み出すことがヒントとなる。また、市場間
の経済外部効果を実現するためには、収集されたデータから経済的な価値を取り出すための
分析作業が重要となる。そのためのツールやデータプラットフォームの開発や人材育成といった
支援サービスにもビジネスチャンスが隠れている。
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7. 新サービス創出のための課題と取り組み

７．１ 「価値の創造」と「信頼の基盤」
「つながる IT」により、ビッグデータを利活用するためのプラットフォームは構築され、これまで
とは比較にならない膨大なデータが流れて、これらを処理するための基礎技術も充実してきて
いる。これからは、これらの要素を利用して、どのようなサービスを利用者に提供するのかという、
アイデアをいかに具現化するのかという社会実装の段階に入ってきている。すでにビッグデータ
を利用したサービスがはじまりつつあるが、日本だけではなく米国でも情報産業以外の第一次
産業などこれまで縁の薄かった産業において、ビッグデータを利用した新たなサービスの適用
が検討されている段階である。ビッグデータそのものも、収集できる企業だけのものではなく、必
要に応じて入手できる手段もあり、これまで捨てていたデータを利用することも考えられる。
一方で、社会実装するためには、「つながる IT」により質的に異なってきた IT 利用への対応も
急務である。自分が意識していないうちに発せられる個人の断片的な情報が、個人を特定する
ばかりか行動さえも第三者が把握する可能性もある。このような個人的な情報やプライバシー
のリスクもあるが、それ以外にも、インターネット上でビッグデータの利用が進むにつれて、さらに
大量のデータ漏洩や不正な表示などのリスクがあり、これらに対する利用者の不安を払拭しな
ければ、ビッグデータの利用を軌道に乗せることは難しいという現実がある。
ビッグデータを利用した新たなサービスを考えている企業でも、大企業は大企業ならではの
制約があり実現に時間がかかり、ベンチャーとして起業する上でも、新規参入や規模という直接
的な制約以外のものもあり、ビッグデータを利用したサービスにチャレンジするベンチャーであっ
たはずが、小さくまとまりビッグデータとは関係のないビジネスをするリスクもある。
しかし、国内でビッグデータの活用が進まなくても、グローバル展開をしている Google や
Amazon などの米国企業が、ビッグデータを利用した新たなサービスを日本の市場にも投入す
ることで、サービスが展開されれば、国内の企業が利用者の不安を払拭する前に、サービスの
主導権を握られることにもなりかねない。
やはり、様々な制約条件があるにせよ、自分たちの手でビッグデータを活用した新たなサービ
スの創出に向けた取り組みをしたほうが建設的である。ビッグデータの利用によるサービスの創
出と不安の払拭という両面の取り組みとは、つきつめるとビッグデータの利活用による新たなサ
ービスにより、くらしや経済を豊かにするという「価値の創造」であり、このサービスが人々の信
頼に足るものであるという「信頼の基盤」の上で成り立つということである。
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図７．１．１

つながる IT における「価値の創造」と「信頼の基盤」

（１） 価値の創造
これまで無用と思われたものが、アイデア次第で価値あるものとして生まれ変わることは、ビ
ジネスのサクセスストーリーではよくある話である。ビッグデータにおいても、利用の仕方によっ
ては大きな価値を創造できることは、これまでの議論にあるとおりである。
ビッグデータを利用したサービスの創出においても、これまでとは違った発想からアイデアを
導き出す人材や、技術からその産業にこれから求められるサービスまで横断的に分かる人材、こ
れらを社会に実装する人材など様々な人材が必要になる。人材の流動化が以前より進んでいる
現在では、必要な人材は集めてくればよいが、集めるのに必要な人材の母集団が限られている
場合はどうであろうか。
短期的には、必要な人材は外から集めてくるというのは正しいが、一定規模の母集団があれ
ばという前提であり、この母集団を膨らませるには中長期にわたる施策が必要である。また、そ
の産業も魅力あるものでなければ、母集団を形作る若い人材も入ってこない。このような母集団
の形成を一企業や業界団体でやるとなると、その業界特有の常識が、革新的なサービスを創出
するネックになることもある。ビッグデータを利用する産業や情報処理についての知識は必要で
あるが、それだけに縛られない垣根を越えた考え方をするような IT による産業の融合を進めるＩ
Ｔ技術者を育成する必要がある。
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人材とともに、素材となるビッグデータそのものも重要なキーである。ビッグデータは、これまで
のように収集するのみではなく、集まってくるデータをいかに利用するのかということであるが、
一方で、必要なビッグデータを他から入手するという動きもある。携帯電話キャリアや小売業に
集まってくるデータの企業のやりとりや、国や地方自治体に集まっているデータの利用を匿名化
するなど一定条件のものを可能とすれば、新たなサービスを創出するための素材として利用す
ることができる。あらたなアイデアを醸成するためにも、素材として利用できるビッグデータが多く
流通するような、ビッグデータの解放と融合を促進する必要がある。

（2） 信頼の基盤
ビッグデータを活用したサービスを創出するためには、各企業がサービスに向けた取り組み
をすればよいわけであるが、単にこれまでの事業に対してビッグデータを活用して、トレンドに先
んじたサービスを提供するわけではない。もちろん、それだけでもどのようなビッグデータをどう
活用するのか、課題はある一方、ユーザはビッグデータに自分の個人的な情報が使われたらど
うしようと不安を覚えている。一言でいえば「信用ならない」ということであろう。それを払拭する
ためには、これら情報を使うことにおいて信頼に足りうるものにしなければならない。しかしなが
ら、企業毎にその取り組み方がまちまちであったらどうであろうか。一定以上または十分なセキ
ュリティ対策をしたとしても、他社がそれ以上のものをしていれば、やはりその企業のセキュリテ
ィ対策について、利用者の負担になる。つきつめれば、企業間でセキュリティ対策の競争というこ
とになる。本来ならば、サービス自体の競争であるべきなのに、そうでないものの競争になってし
まうことは、これまでの企業間の競争では、まま見られることである。
これがさらにサービス提供のプラットフォームとなるシステムを開発するベンダと、サービスを
提供する企業ということとなると複雑である。ベンダからすれば、セキュリティ対策をすればする
ほど結果はついてくるので密に実施したいところである。しかし、サービスを提供する側からすれ
ば、早期のサービスインが勝敗を分ける可能性もあり、必要以上のセキュリティ対策はコストの
増加につながるので、できれば抑えたい。ここで、協力してサービスインまでもっていかなくては
ならない関係ではあるが、利益相反が起こる。
また、”Internet of Things”のような人間の手が介在しない「つながる IT」で、ブラックボックス
化した膨大なデータそのものを、いかに信頼に足るものにするかを考えなければいけないが、こ
れも各企業や業界毎に基準が異なれば、それが正確であっても信頼されないものになる。
これらシステムやデータを信頼に足るものにしていくためには、信頼の基盤に向けてセキュリ
ティを確保する取り組みや、ビッグデータ活用を支える信頼性・安全性を確保するためのソフトウ
ェアエンジニアリングに取り組むことが重要である。

（３） ビッグデータを利用した融合新産業の創出
ビッグデータを利用することで、これまで IT とは関係の薄かった産業でも様々なサービスを創
- 82 -

出し、その産業を活性化することが可能である。しかし、IT の高度利用、とりわけビッグデータの
利用となると、その産業にどのビッグデータを適用し、どのようなサービスが可能であるのかとい
う検討から始めることになるが、有効なサービスとして提供するまでには克服しなければならな
い課題が少なからずある。
経済産業省産業構造審議会情報経済分科会（分科会長：村井 純 慶応義塾大学教授）で
は、本分科会の中間とりまとめ『「融合新産業」の創出に向けた重点６分野・横断的課題５分野
のアクションプラン』 61を 2011 年 8 月に公表した。
本中間とりまとめによると、あらゆる製品・サービスのデジタル化・ネットワーク化が進み、従来
の事業分野・サービス区分が崩れ、ＩＴと既存産業が融合した産業領域において新たな競争構
造が生まれており、こうした動きに対応するため、ＩＴと既存産業の融合による「融合新産業」の
創出を提案している。その上で、「融合新産業」創出を図るため、以下の６つの重点分野とこれら
に共通する５つの横断的課題についてアクションプランとして、ＩＴとの融合により今後の成長が
期待される「システム型新産業」に着目し、グローバル市場獲得を目指す新ビジネス創造に向
けた具体策を提示している。

図７．１．２

「融合新産業」の創出に向けた重点６分野と横断的課題５分野

ここでも、「ビッグデータの利活用促進」が横断的な課題の一分野としてあげられており、解決
することが求められている。

（4）共通領域と競争領域
オープンソースソフトウェアのビジネス利用において、共通領域と競争領域という考え方があ
る。基盤的なものは、共通領域としてオープンソースとして開発して様々な開発者が参加するこ
61

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110811002/20110811002-1.pdf
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とにより強固なプラットフォームとして利用し、その上で各企業は自分の強みを活かした競争領
域で勝負をすればよいという考え方である。ビッグデータの活用においても、共通領域としてす
るべきことに、「価値の創造」としての、IT 融合を進める IT 技術者育成やビッグデータの解放と
融合の促進が「信頼の基盤」としての、セキュリティの確保やビッグデータ活用を支える信頼
性・安全性の確保に向けた取り組みが考えられる。これら両面でビッグデータの利用を支えるこ
とで、IT 関連業界と他の産業を融合した産業が創出し、新たなサービスを創出する競争領域を
活性させることができると思われる。

図７．１．３

共通領域と競争領域

以下では、「つながる IT」によりビッグデータの活用を促し、「価値の創造」と「信頼の基盤」の
確立に向けて、社会への実装としてどのような課題があり、その解決のための取り組みについて
考える。
「価値の創造」については、IT 融合を進める IT 技術者育成として、作る IT 技術者から価値を
生み出す IT 技術者へと求められる人材が変わってきた背景、この変化による IT 技術者の新た
な役割、具体的な「つながる IT」を実現し価値を創造する IT 人材の育成、さらにはビッグデータ
の扱いを学ぶ場の必要性について考察する。
また、ビッグデータの解放と融合の促進としては、企業間のビッグデータの相互利用を促して
ビジネス活用への促進、政府や地方自治体が保有するビッグデータを活用したサービスの創出
に向けたオープンガバメントの取り組みについても言及する。
「信頼の基盤」については、セキュリティの確保として、これまでのプロアクティブなセキュリテ
ィ対策からさらに一歩踏み込んでビッグデータを活用したセキュリティ対策の実現から、ビッグデ
ータそのもののセキュリティの確保に向けた取り組みの可能性について考える。
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ビッグデータ活用を支える信頼性・安全性としては、以下にについて考察する。
(ⅰ) ビッグデータを利用したサービスのプラットフォームとして、システムが社会インフラとし
て信頼を得るために、ロバスト性を確保する仕組みや制度作り
(ⅱ) 運用においても変化する利用環境の継続的モニタリングと製品・サービスの開発・運用
へのフィードバックすることで安全性を確保するための手法や仕組み作り
(ⅲ) 融合新産業において業種を越えてつながったシステムにおいて信頼性・安全性を客観
的に開示する制度の仕組み作りなどの取り組み
さらには、システムだけではなく、データそのものの品質特性と品質確保に関する手法・仕組
み作りにも言及する。
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７．２ IT 融合を進める IT 技術者育成

７．２．１

〜「つながる」IT 時代の IT 技術者による価値創造

作る IT 技術者から価値を生み出す IT 技術者へ

IT の進化は留まるところを知らず、あらゆる産業で IT を活用した商品やサービスの価値の向
上が進んでいる。スマートフォンやタブレット型端末の普及は顧客と企業の接点を変え、ソーシャ
ルメディアの出現は顧客と企業の力関係や関わり方まで変えてきている。IT の活用の仕方にお
いても、メインプレイヤーが変わっていった業界も少なくない。IT は単に経営効率化のツールと
いう位置付けではなく、企業戦略や経営差別化の主要な要素になっている。
ユーザ企業の IT 部門に対する経営層からの要求にも変化が見られるようになった。従来は、
IT の専門部隊として社内各部署から要望されるシステム化を進めてきた。今では、業務プロセ
スの改革推進を担当するようになってきたが、更に、ビジネスや商品、サービスに関しても役割を
担うよう IT 部門に期待する会社も出始めている。

図７．２．１ IT 部門の要員に必要な能力（JUAS:企業 IT 動向調査 2011）
一方、IT ベンダ企業は近年リーマンショックに端を発する IT 投資マインドの冷え込みの影響も
あり、需要が冷え込んでいる。それに伴い、IT ベンダ企業の IT 技術者不足感は年を追ってしぼ
んでいる。その中で、スマートフォンのアプリ開発技術者などウェブサービス系の開発技術者の
需要は高まっており、IT のサービス化が進展してきたことを窺わせる。IT ベンダ企業が IT サービ
スの提供側となる場合には、顧客に選ばれるサービスを作らなければならず、顧客のニーズを
先回りする企画力とそれを実現する技術力が重要になる。
このようにユーザ企業であっても IT ベンダ企業であっても「IT 活用によって価値を生み出す
技術者」が求められるようになる。今、「作る IT 技術者から価値を生み出す IT 技術者へ」の流れ
が起きている。
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図７．２．２ 企業

IT 技術者の量的不足感（IT 人材白書 2011）

７．２．２ IT 技術者の新たな役割
「作る IT 技術者から価値を生み出す IT 技術者へ」の流れは、IT 技術者に従来とは異なる新
たな役割を生み出している。
まず「作ること」が中心であった IT 技術者に「価値を生み出すこと」を求めると言うことは、IT
を活用して何をすべきか考えることを役割として持つ、ということになる。IT を活用したビジネス
モデルの創造はこれにあたる。
経済産業省が提唱する IT 融合実現に向けた課題のひとつに、「スマート社会を切り拓く融合
人材と教育」があげられ、「IT 融合を生み出す次世代高度 IT 人材像の具現化と育成」がアクシ
ョンプランとして示されている。このビジネスモデルをデザインする人材は、IT の知識とともにそ
れぞれのビジネス分野の見識と事業創造の力量が問われるため、従来の IT 技術者の延長線
上に位置付けられるか否かは議論がある。そこで、経済産業省では 2011 年度高度 IT 人材キャ
リア形成支援計画策定事業の中でこの次世代高度 IT 人材の人材像を明らかにする取り組みを
行っている。
その議論の中でもこのビジネスモデルをデザインする人材の周りには、従来の IT 技術者がイ
ノベーションの実現をチームとなって支えていくことが必要という意見が多い。従来の開発型で
はない IT 技術者の役割が生まれている。
一方、システム化の実現に携わる IT 技術者像にも変化がでている。今までの IT 技術者は、大
規模な情報システムをＱＣＤ（要求された品質を計画した予算内で納期どおりに実現すること）
を守りながら如何に作り上げるかを問われてきた。しかしながら、大規模な受託開発システム需
要は減少し、中小規模の IT 化テーマが数多く出現するようになってきた。大規模システム開発
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の場合には、コンサルタント、プロジェクトマネージャ、IT アーキテクト、IT スペシャリストなどの専
門家がプロジェクトを組んで開発にあたってきたが、小規模プロジェクトではひとりの IT 技術者
が複数の専門性を持って業務にあたるようになり、IT 技術者のマルチスキル化が求められるよ
うになってきている。
その他にも、ITの技術進展はIT利活用の形態に様々な変化と影響を巻き起こしている。サー
ビス化の進展はユーザ企業にシステムを「作る」だけでなく、「使う」という選択肢も与えることに
なった。これにより、ITベンダ企業は受託開発に関連するビジネスモデルから、様々なビジネスモ
デルの担い手に変化していくことが予測される。 62クラウドサービス基盤を提供する事業者、クラ
ウド上で動くアプリケーションサービスを提供する事業者、クラウド基盤上でシステム開発を行う
事業者、複数のサービスを組み合わせて顧客の持つ課題を解決する事業者などである。
また、インターネットの進展は IT ベンダ企業にグローバルビジネスのチャンスも生み出してい
る。スマートフォンなどで利用できるアプリケーションは各国で国境なく使われている。中小 IT ベ
ンダ企業にとっては今まで大企業を頂点とする受託開発ビジネスのみの事業から、自らの発想
力、技術力でグローバルマーケットを対象に、ビジネスを行える可能性が大きく開けたといえる。
このように、ビジネスモデルが多様化すると、その中で働くIT技術者の役割も多様化する。今
後広がるサービス化に着目し、サービス化によって生み出されるIT技術者の役割について、IPA
では 2010 年から 2011 年にかけて「クラウド時代の人材育成検討委員会」で検討した（2011 年
5 月報告書公開 63）。その報告書では、IT技術者はより専門性を強く求められる技術者とマルチ
スキルを要求される技術者の２種類が必要になると述べている。
例えば、クラウドサービス基盤を提供する事業者では、規模の経済が働くため、一つの事業者
に多くの顧客が集中すると考えられる。多様な利用形態の多くの顧客を共通の基盤上で動かす
ことになるばかりでなく、継続してサービス提供を保証していかなければならなくなり、基盤の運
営には極めて高い専門性を持つ技術者が必要となってくる。但し、事業者そのものの数は、従来
ユーザ企業がその企業ごとにシステムを運営していた時と比べると、規模の経済が働くことから
相当減少していく。このため、高い専門性を持つ IT 技術者の価値は高くなるが、必要な人数は
絞られ、少数精鋭の IT 技術者が求められるようになる。
一方、ユーザに近いビジネス領域では、既存の IT サービスを有効に活用することで IT 化の活
用ニーズが多方面に広がっていく。それぞれの案件の規模自体は小さいので、その需要に応え
るためにはマルチスキルの人材が必要となり、それぞれの領域で多くの活躍の場が見込めるこ
とになる。
IT 技術の進展で新しい価値の創出方法として、最近注目を集めているのがビッグデータの活
用である。「つながる IT」は付随的に膨大なデータを生み出すとともに、従来は個別システムの
中で閉じていたデータを集約して活用することを可能にした。また、その膨大なデータを適切な
コストの範囲内で高速に処理する技術もできてきたため、それらのデータから従来にはないビジ
62
63

JISA 報告書 21-J004 「構造改革に向けたアクションプラン−来るべき変化に向けた積極的な適応戦略−」
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/itss_cloud_houkoku20110519.pdf
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ネスが生まれることが期待されている。このビッグデータの活用を行うことも、IT 技術者の新たな
役割として期待が高まっている。
世間で使われる
類型名との対応

果たすべき役割

ビジネスプ�セスにＩＴを適用

ビジネス

（A）ＩＴを活用し新しいサービスやプロセスや社会インフラを
創出する → 社会・ビジネスをデザインする人材

ITビジネスクリエータ

（B）全体最適で業務や組織を束ね、ビジネスシステムを

ビジネスアーキテクト

企画・設計・維持する
（C）経営、業務を分析し、ビジネスの種を見つける
→ ビジネスにIT素材を有効活用する人材

ビジネスキュレータ
ITサービスクリエータ

ＩＴ

（D）ITを活用したサービスやプロセスを企画・開発する
（E）クラウド上でアプリケーションを設計・構築する。

→ 業務システムの機能要件を実現する人材
（F）システム全般を運用・管理する
（G）データセンタを構築・管理する

→業務システムの非機能要件を実現する人材

アプリケーション
スペシャリスト
サービスマッシュアッパ
ITサービスマネージャ
ITスペシャリスト
ITアーキテクト

図７．２．３ クラウド環境での人材類型（2010 年度 IPA プロコミでの整理）

図７．２．４ 次世代人材育成のための経済産業省と IPA の現在の取り組み
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７．２．３

「つながる IT」を実現し価値を創造する IT 人材の育成

（1） IT 融合を進める IT 人材の育成
IT 融合は IT を活用した様々な事業領域でのイノベーションの推進である。この IT 融合を進め
る IT 人材はその事業分野のビジネスを熟知し、IT の知見と適用力があり、かつ事業創造マイン
ドを有する人材である。この様な人材はビジネス領域からも IT 人材からも現れる。この IT 融合を
進める IT 人材の定義と育成は、前述の経済産業省が行っている次世代高度 IT 人材像明確化
の事業の中で検討されている。育成の考え方については同事業の報告書を待ちたい。
一方、IT 融合を進める上でイノベーションを起こす人材だけではなく、その人材とともに働く IT
技術者が必要であり、IT 人材の新たな役割として育てていく必要がある。この同事業の報告書
を受け、この IT 人材の役割を定義し、育成方法を検討していく。

（2） ビッグデータ活用人材の育成
ビッグデータの活用については、その可能性について最近議論が始まったところである。本報
告書でのビッグデータ活用は、「つながる IT」により生み出されたデータから、新たな価値やビジ
ネスを生み出すことと定義されている。目的を持って意図的に集められた「構造化データ」だけ
でなく、意図せざる形で蓄積された「非構造化データ」も対象にしている。そのため、このビッグ
データの活用を進める IT 技術者には、様々な役割が想定される。大量なデータそのものをハン
ドリングし、多様に解析することのできる技術者、データの中から意味を見出し価値発見へとつ
なげるデータマイニングの技術者、車や家電機器などが生み出す様々な情報を省エネルギーに
つなげるなど、一見して無関係なデータを新たなビジネスに結実させていく技術者など、多様な
技術者像が考えられる。加えて、ビッグデータを安心して活用できるようにするセキュリティ関係
の技術者も存在する。
その中で現時点で特に必要と言われているのが、Hadoop を使い自らビッグデータのハンドリ
ングができるとともに統計学の知識を持ち、かつビジネスマインドを持ってビッグデータの中から
価値を生み出す技術者である。既にこの技術者はニーズが顕在化しているが、そのスキルや素
養を持つ IT 人材は少なく早期育成が求められる。
ビッグデータの活用が進んでいくと、ビッグデータに関わる IT 人材も多様化していくと考えら
れる。
ビッグデータ活用の IT 技術者の育成は、その技術者の役割を明確にするとともに、その役割
を果たすために必要なスキルを明確にし、その技術者に応じた育成を図る必要がある。今後、多
様な IT 技術者の育成を検討する中で、育成方法を見極めていきたい。
この多様な IT 技術者の中には、極めて最先端の技術の活用を必要とする技術者も存在する。
この技術者の育成については、企業の中での人材育成だけでなく、最先端の研究を行う大学等
と連携して行う必要を感じる。産学連携での人材育成の新たな視点として検討していく。
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（3） サービス化を進める IT 人材の育成
「IT 技術者の新たな役割」で述べたとおり、IT 活用では「作る」から「価値を生み出す」のパラ
ダイムシフトが進展している。IT の利活用は、サービスとしての IT を活用することでより容易にな
り、活用範囲が広がっている。そして、そのビジネスモデルごとに今後 IT 技術者の役割は多様化
していくと考えている。
これらの IT 技術者の役割の中には、創造力や飛び抜けた技術力が極めて重要な要素となる
ものがある。このような IT 技術者を計画的に育てることは現実的ではない。早期に才能のある
人材を見出し、その才能が開花する機会を与えることが効果的と考えられる。
そのため、IPA では IT 技術者の育成を「発掘・育成するタイプ」と「育成・強化するタイプ」の２
種類に分け、それぞれに育成方法を検討している。
「発掘・育成するタイプ」に対しては未踏 IT 人材発掘・育成事業を行っている。
同事業では、優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャのもとに、先進的で革新的なア
イデアや技術を持つ若い逸材を集め、その中からスーパー・クリエータを発掘し認定している。サ
ービス化が進む中で、このような人材の重要度は更に増している。
「育成・強化するタイプ」に対しては、必要な人材を計画的に育成できるようスキル標準と情
報処理技術者試験を活用していく。
役割が多様化する IT 技術者の育成にスキル標準を有効活用するためには、スキル標準の活
用において、柔軟性を上げる必要がある。そのため、2011 年度に共通キャリア・スキルフレームワ
ーク追補版を公開した。
スキル標準は、IT スキル標準(ITSS)、ユーザ情報システムスキル標準(UISS)、組込みスキル
標準(ETSS)の３種類が存在する。それぞれ育成すべき IT 技術者の活躍の場が異なっており、ま
た、対象業務ごとに IT 技術者の育成上の課題が異なっているため、３つのスキル標準はそれぞ
れの IT 技術者の育成に適する形で使われてきた。ところが、サービス化の進展により、それぞれ
の IT 技術者の対象業務が多様化し、それぞれのスキル標準が対象とする領域が膨らみ、重複
する部分が顕在化してきた。本報告書のテーマになる「つながる IT」を考えると、IT ベンダの IT
技術者、ユーザ企業の IT 技術者、組込み技術者の活動領域が重なってくるのも容易に想像が
できる。
このため、共通キャリア・スキルフレームワーク追補版では、この３つのスキル標準の構造や定
義体を合わせることにより、多様化する IT 技術者の役割に応じて柔軟に３つのスキル標準を使
えるようにしている。但し、この共通キャリア・スキルフレームワーク追補版は、スキル標準の柔軟
な使い方の前提条件を揃えたにすぎない。
スキル標準を用いて多様化する IT 技術者を育成するためには、育成すべき IT 技術者ごとに
IT 技術者像を明確にする必要がある。そのため、IPA では 2011 年度に「今後の IT 人材スキル
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セット検討委員会」を立ち上げ、5 年後を想定して活躍する IT 人材像とその必要なスキルの明
確化を進めている。今後、この結果洗い出される IT 人材像に沿い、育成方法を検討していく。
（4） 「つながる IT」を活かすための国民全体の IT リテラシーアップの必要性
「つながる IT」社会のメリットを最大限に享受するためには、IT 技術者の育成だけでなく良質
な利用者を育てることも重要である。この利用者である国民全体の IT リテラシーを上げるため、
IPA では 2009 年から IT パスポート試験を実施している。
IT パスポート試験は、IT 技術者のためのものではなく、広く職業人一般を対象とするもので、
職業人として最低限修得して欲しい IT リテラシーを問うている。技術だけでなく、IT を活用して
いく上で必要な企業のストラテジやマネジメントも対象範囲としている。
広く一般に活用が広がることを鑑み、2011 年 11 月からは年２回のペーパーによる試験から
CBT(Computer Based Testing)方式の試験に変更し、いつでも何回でも受験できる環境を整
備した。

７．２．４ 育成する場の提供
最後に現在既にニーズが顕在化しており価値創造が期待されるビッグデータ活用の IT 人材
育成に絞って育成の提言を行いたい。
まずは産学連携によるビッグデータ活用 IT 人材の育成である。
IT 技術の深化の速さにより、新しい IT 技術やその活用方法は IT 企業の現場ではなくコンピ
ュータサイエンスに近い大学で生み出され発展することが多い。現状行われている IT 分野での
産学連携は大学に産業界の最先端の技術や動向を伝え、大学の中で実践を意識した教育を
実施することが中心となっている。これに加え、ビッグデータ活用の分野では技術的に先行する
大学と実際のニーズを持つ企業が協働して価値創造に取り組むことが望まれる。特に実際のビ
ッグデータ自体は産業界に存在するため、この産学連携は実利的な効果を生むことが期待され
る。
もうひとつは IT 人材に対するビッグデータ活用の環境の提供である。IT 人材には活用のアイ
デアを持つ人材も少なくない。しかし通常ビッグデータを活用するための技術とその技術を修得
するための環境が身近にない。産官学が共同して意欲ある IT 人材にビッグデータを自由に使え
る環境とその環境を使えるための技術を伝える研修の場を準備することが有効ではないかと考
える。
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７．３

ビッグデータの解放と融合の促進

ビッグデータは SNS、検索サイト、ショッピングサイト、電子マネー、クレジットカード、交通シス
テム等の様々な情報プラットフォームの運用によって蓄積が起きる。また、政府機関等において
も、統計、調査資料や政策に係る多様で膨大な情報が蓄積されている。これら膨大な情報から
如何にして価値を生み出すか、その手法についてのイノベーションを加速することが、ビッグデー
タの活用において重要である。そのためには、異分野で蓄積されたビッグデータを融合させるこ
と、また、それらビッグデータから引き出された情報をさらに異分野のシステムと融合させ、活用
するための手法の確立が不可欠である。
これらビッグデータの異分野融合は、蓄積者の枠外へビッグデータあるいはそこから引き出さ
れた情報を持ち出すこと、すなわち「解放」が前提となる。
そこで、このビッグデータの「解放」と「融合」について、「ビジネス活用」の視点と、政府の保有
するデータの活用の視点、いわゆる「オープンガバメント」との二つについて考察する。

７．３．１

ビッグデータのビジネス活用

（1） 基本的考え方
SNS や各種情報提供サービス等、ビッグデータを活用するビジネスが多く立ち上がっている。
各事業者はその事業を通し、膨大なデータを蓄えつつあるが、このデータそのもの、あるいはそ
こから得られた二次データ等を企業間で安全に取引できる枠組みを確立することができれば、
多様な事業者の蓄積したデータや、それを扱う知恵の融合が異業者、異業種間で促進され、ビ
ッグデータ活用に係るイノベーションの加速につながると期待される。

クラウド事業者 A

クラウドに蓄積
されたデータ
• 消費動向
• 検索動向
• プロファイル
… etc

クラウド事業者の蓄積した情報を売
買する？？

クラウド事業者 A

ビッグデータの取引
• エンドユーザとの契約を反映した情
報管理技術、管理の見える化、ソフ
トウエアトレーサビリティ
• プロトコル、データフォーマット
• 個人情報除去（何をすれば除去した
とみなせるかについて法的、技術的
手法を確立）
• 国際的コンセンサス

図７．３．１

商用ビッグデータの解放・融合
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クラウドに蓄積
されたデータ

• 消費動向
• 検索動向
• プロファイル
… etc

（2） ビッグデータを如何にして「解放」し、「融合」させるか
「ビッグデータ」といわれるものには多種多様なものが存在する。SNS 等において、自由に書
き込まれたデータが蓄積されたもの。検索サイトや情報提供サイト等において利用者の検索行
動の記録が蓄積されたもの。電子商店等において、利用者の購買行動の記録が蓄積されたも
の。電子マネーやクレジットカード等のシステムでは、商店を越えた広範囲な購買行動を蓄積す
ることが可能である。また、インターネットプロバイダ等が利用者の行動記録を蓄積することもあ
り得る。
このように、本来はある目的のために蓄積された情報を、他と「融合」するためには以下のよ
うな問題をクリアするために、産官学と利用者を交えた体制を立ち上げ、検討を開始する必要が
ある。
① 利用者との契約
情報の 1 次蓄積者が、利用者との間に、情報蓄積にあたり、その情報の用途や、利用者
の範囲等につき、どのような契約を結ぶことが妥当か。契約のひな形等につき、十分な検
討を行う必要がある。
② 契約に沿った情報利用を裏付ける技術的枠組み
(a)データのトレーサビリティ
各「情報」が利用者との契約や法律に基づき、どのような利用制限を受けるのかについて
記述した「メタ情報」を、「情報」に結びつける（いわゆる「タグ付け」）手法を確立し、その
標準化を進める必要がある。1 次情報が加工され、２次情報、３次情報となってゆくに従い、
この「メタ情報」についても適切に変化させる必要があり、そのためのガイドラインを検討
する必要がある。この「加工」には、個人情報の除去といった処理も含まれる。その際には、
どのような処理を行えば個人情報が除去されたと考えて良いのか、といったことについて、
慎重に検討したうえで、ガイドラインに反映させる必要がある。
(b)データ処理を行うソフトウェアのトレーサビリティ
「タグ付け」された情報が、そのタグに記述された条件に沿って、正しく処理されているこ
とを確認できる枠組みの確立も必要である。
これは、ソフトウェアが意図されたとおりに設計され、その設計どおりにプログラミングされ、
そのプログラムが誰にも改変されずに運用されている、といったことを確認可能とする、
「ソフトウェアトレーサビリティ」技術の導入が必要となる。特に、ビッグデータは、いわゆる
「クラウド」型システムで運用されることが多いと予想される。クラウド型のシステムにおい
てもソフトウェアのトレーサビリティを可能とするための技術や制度について検討を進める
必要がある。
(c)現状と進め方
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ソフトウェアやデータのトレーサビリティを確保するためには、様々な問題意識から様々な
技術開発や標準化が行われている。しかし、現状ではこれらは互いに関連付けられて開
発されているわけではなく、もちろんビッグデータやその利用を意識して開発されているも
のではない。
現在進められている各種標準化の状況を図７．３．２に示す。これは、ソフトウェアの「信頼
の鎖（トラスト・チェーン）」を確立するために何をすべきかについて最近 IPA で開始した
検討から情報を集めたものである。
要求
定義

ソフトウェアとソフトウェアの要件の関連付け
ソフトウェアの要件の変更履歴の管理
ソフトウェア開発委託先の能力に関する情報
ソフトウェアサービスのSLAに関する情報
開発・販売元と利用者の責任分解点

自組織内、関係組織間、
クラウド環境下を問わず、
ソフトウェアの安全・安心
を
担保する仕組みの構築が
必要

保守

外部ソフトウェアの取り込
- ライセンス情報
- 知的財産権
- 作成、変更履歴
- 動作環境
- 機知の脆弱性
- 適合性認証情報
改ざんの検知
- デジタルサイン

ソフトウェアドキュメントとソフトウェアの関連付け
ソフトウェアの属性情報
- 基盤ソフト
- 使用パッケージ
- 開発言語
- 開発者
- サービス提供者等
開発元でのバージョン・バリエーション管理

導入
運用

図７．３．２

開発

ソフトウェアパッケージのライセンス管理
ソフトウェアパッケージの著作権の管理
ソフトウェアの情報管理
- 作成者・販売元
- 動作環境
セキュリティ管理
- インストール・アップデート情報
- 改ざんの検知
- サイバー攻撃の追跡
- 機知の脆弱性をもつプログラムの検索

ソフトウェアとドキュメント関連付け
ソフトウェアの属性情報
- 作成・変更履歴
- 構成情報
- バージョンジョン
- バリエーション
工程・品質管理
- テスト・品質情報

凡例
青字 既に標準が存在
緑字 標準化が開始
赤字 独自技術

トレーサビリティのための各種技術

このように各所で進められている標準化検討について、上記ビッグデータの活用の視点
から総合的に見直し、戦略的な標準化を進めることが必要となる。
2011 年末には、これらトレーサビリティを確実で信頼できるものとするために電子署名を
活用する手法を確立しようという提案が、ISO/IEC JTC-1 の SC２２専門部会でなされ、
2012 年３月の投票で承認されている。
これら、「芽」となる技術の標準化活動を総合的・戦略的に進めることで、ソフトウェアやデ
ータに関する信頼の鎖（トラスト・チェーン）の確立を目指す必要がある。
現在、経済産業省は、戦略的に重要な技術について迅速にその標準化を推進する「トッ
プ・スタンダード」制度の検討を進めているが、ビッグデータ活用にとって重要となる技術
については、そのような新制度を活用した戦略的推進も必要となろう。
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③ データ構造の標準化
前記①、②は利用者の意図に沿って安全、安心にデータを活用する枠組みである。これは
その由来から個々の著作権やプライバシー情報等がかかわる可能性の高いビッグデータ
を活用する際の大前提であると考えられるが、その前に、そもそもどのようにして、あるビッ
グデータを他から活用とするのか、その際のデータそのものの形式に係る標準化が必要
である。データの利用にあたって、その量を測定する方法も、ビジネス活用にとっては重要
である。
④ 法・制度的検討
ビッグデータの解放と融合に関し、技術や標準の検討を進める一方、それを社会としてど
のように受け入れていくのか、についてコンセンサスを作る必要がある。個人情報の扱い
に係る法・制度の検討やソフトウェアやデータのトレーサビリティのための技術と一体的
に運用され、社会的な信頼性を担保するための法・制度的体制について、検討する必要
がある。

７．３．２ オープンガバメント
（1） 基本的考え方
米国・欧州で活発化しつつある「オープンガバメント」への取り組みは、「政府が保有するデー
タの公開」と、「国民からの意見募集」の２種の情報システムの構築を意味している。
政府・自治体等の持つ多様な情報（気象、人口動態、施策、交通状況、電力使用情報、その他
統計情報等）をリアルタイムに情報システムによる再利用可能な形で提供することで、農業のス
マート化、スマートグリッドの効率的運用、交通のスマート化、流通のスマート化等、コミュニティ
のスマート化が図られる。また、企業等による政府・自治体等の調達情報、規制情報、被災者支
援情報等の把握を効率化し、企業活動の効率化が図られる。

政府・自治体
の情報システ
ム（おそらく
クラウド）
データの例
• 法律、規則 • 調達情報
• 規制、基準 • 政策情報
… etc
• 政府統計

政府、自治体等の持つ情報を、リア
ルタイムに、再利用可能な形で提供
オープンガバメント
課題
• やる気！
• データフォーマット
• セマンティクス
• プロトコル
• インテグリティ保障
• DRM(場合によって必要？）

民間の情報シ
ステム（おそ
らくクラウド
応用例
• 規制等を迅速に製品仕様に反映
• エネルギー利用状況にリアルタイム応答す
る節電
• 人口動態等をマーケティングへ活用
• 気象データからの需要予測。農作業最適化
• 調達情報の把握（特に中小企業等）

図７．３．３ 政府系データの解放・融合
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（2） 各国動向
米国ではオバマ政権が、Transparency(透明性), Participation(国民参加), Collaboration(官
民 連 携 ) の 3 原 則 を 掲 げ て Open Government の 実 現 に 取 り 組 ん で お り 、 2009 年 に
DATA.GOV 64を開設している。ここでは地理（環境、地質等）、福祉（健康、福祉サービス、教育
等）、雇用、司法、経済（財政、物価、金融、収支等）、政治、科学技術、統計（人口統計等）などの
各種データが集約され、分類されて公開されている。各データは表等、人間に見やすい形に加
工されたもののほか、他の情報システムからの利用を目的とした生データも提供されている。民
間はこのデータを活用することで、必要な情報を迅速に取得し、用途に応じて統計処理やグラフ
化等の再加工を行い、活用することができる。
欧 州 で は 2003 年 に 公 共 情 報 の 再 利 用 に 関 す る 欧 州 指 令 が 出 さ れ 、 英 国 に よ る
data.gov.uk 65（2010 年）開設を始めとし、各国で公的機関の情報公開が進められている。また、
情報活用のキー技術としてLOD 66が注目されており、「LOD2- Creating Knowledge out of
Interlinked Data」の研究 67がFP7 68のプロジェクトの一つとして採択され、2010 年より開始さ
れている。 [情報処理Vol.52, No.3「オープンガバメントとオープンデータ」]。
また、欧州の情報システムに係る調達仕様・ガイドライン等の策定を担当している情報科学総
局(DG Informatics)は、 Interoperability Solutions for European Public Administrations’
(ISA) Work Programme’の一環として政府系情報をやり取りする際のセマンティックレベルで
の相互運用性拡大を目指すプロジェクトSEMIC.EU 69を 2006 年から 2010 年にかけて実施し
た。ここではEU加盟国間で電子政府に関するリソース及び経験事例を共有化するため、「意味
レベル」での相互運用性を拡大するため,メタデータ整備等を行い、その成果をADMS 70として
公開している。現在はその後継プロジェクトであるJoinUPプロジェクトを実施しており、メタデー
タ整備やそのデータベース運用を開始している。
国境を越え、言語の異なる国の間でデータを交換する際には、データの「翻訳」が必要となる。
「翻訳」は、ある言語で記述されたデータを、別の言語を使用する人若しくは情報システムが解
釈できる形式へとデータ変換を行うことである。データに含まれる情報（例えば単語）の意味の
解釈は、その情報の受け手側がもつ（法制度、習慣等に関する）暗黙の仮定に基づいてなされ
るので、単純な翻訳では、必ずしも送り手が意図したとおりの解釈を受け手が行うとは限らない。
意味レベルの相互運用性は、こういった意味解釈レベルの問題を解決しようとするものである。
日本は言語こそ単一であるが、自治体や、注目している案件に適用される法律の違いにより、同
64
65
66
67
68
69
70

http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
LOD(Linked Open Data)：ウェブ技術を利用して公開しているデータをつなげる仕組みで、ウェブ空間を巨大なデータベース
として問い合わせや利用が可能になる。
http://lod2.eu/
FP7（Seventh Framework Programme）：E 欧州委員会（EU）が、7 年間（2007 年〜2013 年まで）にわたる、4 項目の具体的
プログラム（協力、構想、人材、能力）に基づいた第７次研究枠組み計画の提案。
SEMIC.EU : Semantic Interoperability Centre Europe
The Asset Description Metadata Schema (ADMS)
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じ単語でも意味するところが微妙に違うことが多々あり、欧州と同様、セマンティクスレベルでの
相互運用性について同様の問題を抱えていると言える。
日本では、経済産業省がインターネットを活用した情報公開、国民参加へ試験的な取り組み
を実施している [情報処理ディジタルプラクティス Vol.3 No.1]。現在の取り組みは情報発信よ
り も 情 報 収 集 に 重点 が 置か れ て い る 。そ の 一環として「 オープン ガバメント実 験サ イ ト 」
openlabs.go.jp を開設し、経済産業省、文部科学省、行政刷新会議等が国民から意見を求める
「アイデアボックス」を運営し、SNS 的手法を用いて意見を求め、それを分析する実験を行ってい
る。また、各省庁の発信するデータへのポータルページとして、「オープンガバメントギャラリー」
のコーナーを設けている。また、「データボックス」コーナーには各種統計情報等が集められてい
る。しかし、現在のところ、他情報システムからの再利用を目的とした生のデータや LOD に基づ
くデータの発信への取り組みは限定的なものとなっている。この例としては、電力供給可能量と
使用量をリアルタイムで公開する一方、これを活用してグラフ表示する等のスマートフォン用アプ
リが民間によって多数作られるという取り組みがあった。

（3） 取り組むべき課題
① データの標準化
政府の保有するデータには、法律、政策などを文書で表現したもの、地理・空間データや
各種統計データ等、数値や画像で表現されたもの等、多様なものがある。これらを効率的
に再利用可能な形で公開するにあたって、どのようなデータ構造を採用すべきかについ
て検討を行い、標準化を進める必要がある。
LOD の技術により全体の分類、リンク化を図ることが第一に必要である。これによって、必
要とするデータの発見が迅速に行えるようになる。
これらデータ構造の検討にあたっては、先行している米国、欧州と密な連携を取りつつ進
める必要がある。
また、地理情報、画像情報、文書、数値一覧、帳票等、多様なデータ形式について、その表
現形式を検討し、国際標準との整合性をとりつつ調整する必要がある。
さらに、政府系情報においては、意味の厳密さを保つためのセマンティクスの標準化も重
要である。例えば政府統計等に出て来る用語の意味（「 家族 の平均人数が 3.4 人」と
いった統計数字が掲載された場合、そこにおける 家族 とはどのような意味なのか、一つ
の家に住んでいることなのか、生計を共にしていることなのか、etc.）等を正確に特定し、
メタデータとして持たせることが望ましい。このメタデータについても機械処理が可能であ
るよう、記述方式に標準化を行う必要がある。
IPAでは、既に欧州委員会情報科学総局とは、政府調達に関する技術参照モデル構築に
関して密接な関係を持っており、3 月に同総局の主催で開催されたセマンティックインタ

- 98 -

ーオペラビリティに関する欧州内国際会議CESAR 71 へも参加し、メタデータ記述方式に
ついての標準化への欧州での議論に参加している。日本でオープンガバメントを進める
にあたっては、このような先行する欧州の取り組みと密接な議論を行うことが重要であろ
う。
LOD に関しては国内では慶応大学を中心とした活発な動きが起きている。欧州において
は 、 IPA と MCA(Mutual Cooperation Agreement) を 締 結 し て い る 、 ド イ ツ の
Fraunhofer FOCUS 研究所も、ベルリン市におけるオープンデータ公開サイトの構築と
いった実践的アプローチを通し、LOD を始めとするオープンデータに係る技術研究・標準
化に着手しているところである。これらと密接な連携をとりつつ、産学官が連携し、データ
の連携方式について議論を進めていくことが必要である。

② データの信頼性確保
もし、政府から提供されるリアルタイム情報を交通制御、農業計画、電力網制御などに活
用するようになった場合、データの信頼性が揺らぐことは社会の混乱に直結することにな
る。そのため、データを公開するシステムの信頼性はもちろん、データそのものについても
電子署名や適切なタグ付けなどを行い、その信頼性とトレーサビリティを確保することが
重要となる。
政府が公開するデータは全て政府で作られたデータだけとは限らず、民間から集めたデ
ータを集約し、政府として改めて公開するといった形態も考えられる。たとえば、電力情報、
交通情報などにはこのような形態が予想される。このような形態の情報公開においては、
データトレーサビリティが一層重要なものとなる。
これについては、7.3.1(2)②で述べたことと同様の取り組みが必要である。

71

CESAR: Community of European Semantic Asset Repositories
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７．４ 信頼の基盤に向けてのセキュリティの確保

７．４．１

ビッグデータを活用したセキュリティ対策

大量のログデータやデータベースを活用することにより、セキュリティ対策を質的に向上させ
ることが期待できる。
（1） セキュリティとしてのビックデータの対象
現時点では、リアルタイムに大量で不定形のデータを扱うビッグデータの具体的な利用形態
については不確定であるものの、セキュリティ管理上、以下のようなデータの収集・分析がセキュ
リティ事象の解析や追跡に必要となり、これら自身は組織内のシステム数や収集期間によって
はビッグデータとなる：

組織システムのログ
組織システムにおいて起こりうる脅威、例えば、不正侵入、外部からの攻撃、内部不正、情報
流出など、それを検知、追跡するために、組織内ログは非常に有効となる。ログは、以下の３通り
に分類される。
① 外部からのアクセスログ
・ FW 72ログ、IDS 73/IPS 74ログ
・ 入退出管理システムログ
・ 映像記録ログ
② システムへのアクセスログ
・
・
・
・

サーバアクセスログ （ウェブ、ファイル、アプリケーション各種サーバ）
DB アクセスログ
ネットワークパケットログ
オフィス内映像ログ

③ 外部への送出ログ
・
・
・
・
72
73
74

FW ログ
ネットワークパケットログ
入退出管理システムログ
メール送信ログ

FW（Fire Wall）：ファイアウォール。
IDS（Intrusion Detection System）：不正アクセス監視システムまたは侵入検知システムのこと。ネットワークに流れるパケッ
トを監視して、不正アクセスと思われるパケットを発見したときにアラームを表示し、当該通信記録を収集・保存。
IPS（Intrusion Prevention System）：侵入防止システム。サーバやネットワークへの不正侵入を阻止するため、ネットワーク
の境界などに設置する専用機器またはサーバに導入するソフトウェア。
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インターネット上の定点観測ログ
インターネットを行き交うパケット群は、どのような攻撃が仕掛けられているのか、を検知する
のに有効である。また、国家として、どのようなところから攻撃がなされているのかの分析にも有
効となる。
① ハニーポットログ
② バックボーンログ

セキュリティデータベース
セキュリティに関する情報として、以下の３つが代表的であるが、これらは大量の情報となる。
これらを、いかに共有、活用していくかが、セキュリティ向上には有効となる。
① 脆弱性データベース
② ウイルスデータベース
③ インシデントデータベース

応用装置、機器におけるログ
装置の収集するログ情報を利用することにより、機器自体の運用管理や経年変化、機器に対
する攻撃の検知や、さらには機器を使う人の利用パターンの分析など、様々な用途に有効とな
る。
① 情報家電等、家庭内機器のログ
② 自動車等、移動体におけるログ
③ 制御システム、重要インフラにおけるログ

（2） セキュリティ対策、対応の高度化利用
（１）のようなセキュリティ上のビッグデータの活用によって、以下のようなセキュリティ上の効
果が期待される。脅威の早期検知や、事件・事故発生時の被害や犯人の特定、あるいは利用す
るシステムのセキュリティ対策の自動化など、セキュリティレベルの向上を実現できる：
①
②
③
④
⑤
⑥

外部からの攻撃活動の早期把握
不正侵入の検知
情報漏えいの追跡 （多くの事件で追跡は頓挫している）
組織内部不正行為の検出 （金融や機密システムでニーズ大きい）
セキュリティ対策情報の収集
対策情報のプッシュ型配信 （プッシュできるということはシステムが分かっていることに
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繋がるので、両刃となる情報をプッシュ側が管理することになる）

（3） 技術的課題
セキュリティに関わるビッグデータの利活用には、今後、以下のような技術的課題に取り組む
必要があると考えられる。

① データ管理技術
様々な装置から収集される形式の異なったログ情報やデータベースの管理、利用インタ
フェース、継続的収集が必要となる。
・
・
・

共通ログデータフォーマット
アクセス API
継続的モニタリング

② データ活用・分析技術
大量のデータから、攻撃の兆候や、不正侵入の経路や、情報漏洩の痕跡など、セキュリテ
ィ対応上で意味のある情報を抽出できる技術が必要となる。
・
・
・
・

高速検索
パターンマッチング （攻撃パターン、類似攻撃パターン）
相関分析 （複数ログ連携のフロー解析）
データマイニング

③ データ保護技術
収集される情報はプライバシー情報や個人情報などの機微な情報や、組織の機密に関
わる情報も含まれ、また、その分析を有効なものとするためにも、大量データの保護技術
が必要となる。
・
・
・

プライバシー保護 （データの匿名化）
認証、アクセス制御
暗号化

（4） セキュリティ対策の高度化への対応
以上のことから、ビッグデータの利活用において必要十分なセキュリティを確保するためには、
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利活用から発生するビッグデータから通常とは異なる異常なイベントなのかどうかを分析し、リ
スクの高いイベントを抽出する作業が行われる。したがって、モニタリングして得られた様々なイ
ベント情報やログを分析し、意思決定を下せる形で提供する仕組みの構築が必要となる。
そのためには、予測型分析の可能な統制（コントロール）とそのための継続的なモニタリング
が必要であり、結果的にセキュリティの分野でも『ビッグデータ』というアプローチが必要となる
ことは自明である。
したがって、今後ビッグデータの利活用に関する技術開発・実証の進展に併せて、車の両輪と
して、セキュリティ技術についても同時並行して技術開発・実証を進めていくことが肝要と考えら
れる。

７．４．２

セキュリティの確保に向けた取り組み

今後、既存産業分野（自動車、農業、ヘルスケア等）と IT との融合が進み、各種センサ情報等
をはじめとして多種多様なビッグデータの利活用が今後進んでいくものと考えられるが、現時点
で具体的な利活用の形態が見えているわけではない。しかしながら、ビッグデータの利活用の
進展とともにセキュリティ環境も車の両輪として整備される必要があり、IPA としては、以下のよ
うなビックデータの利活用の促進の観点からその基盤形成に繋がると考えられる取り組みを重
点的に推進することとする。

（1） 組込み系（制御系、自動車等）のセキュリティ確保
スマートグリッド、スマートタウンのような制御系、自動車等からのセンサ情報等のビッグデー
タに対する収集、分析、活用におけるセキュリティを確保するため、将来的な評価・認証のフレー
ムワークを見据えた標準化に関する検討を行う。
（2） プロアクティブな脆弱性の検出
現在、デジタル家電等の脆弱性についてはファジングツール等を活用して脆弱性の検出を始
めたところであるが、ビッグデータ(ファジング 75データ群)中から検出率の高いデータを抽出・実
行する等、より効率的な脆弱性の検出手法に関して調査・検討していくこととする。
（3） マネジメント面からのセキュリティへの取り組み
ビッグデータを活用する場合、個人情報のプライバシー懸念を考慮しつつ、いかに活用するか
を実現するための事業者義務としての、データマイニング、匿名化技術などの安全なデータ保
持の手段や、利用者側のプライバシー侵害リスクの受容についての調査、分析などに取り組む。

75

脆弱性を中心としたソフトウェアの不具合を発見するためのテスト手法の一つ。
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（4） CC認証

76

製品の普及促進

2011 年 4 月より、政府統一基準により政府調達の際の IT 製品の CC 認証製品の義務化が
進展し始めている。ビッグデータの利活用の一層の促進のためには、よりセキュアな社会環境が
不可欠であり、CC 認証製品の一層の普及促進に努めていくこととする。
（5） セキュリティ面からの技術指針等への貢献
ビッグデータの利活用の進展に応じて、国等は必要なセキュリティ上の各種技術指針、ガイド
ライン等の整備を行っていくことなるが、IPA としてもその整備・維持に対し技術面から貢献して
いくこととする。
（6） 暗号の危殆化
CRYPTREC において電子政府推奨暗号リストの 2012 年度策定に向け、暗号アルゴリズム
の評価を実施しているところであるが、ビッグデータ環境におけるデータ保護については、暗号ア
ルゴリズムの危殆化に注視しつつ検討を行っていくこととする。

76

CC（Common Criteria）認証：コンピュータセキュリティのための国際規格 ISO/IEC 15408 として、IT 製品や情報システムに
対して、情報セキュリティを評価し認証するための評価基準を定めたもので、この認証を CCRA 加盟国の一刻で受ければ、他
の CCRA 加盟国でも適用される。
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７．５ ビッグデータ活用を支える信頼性・安全性
基本的な考え方
本節では、先ず、本来なら個々のデータの特徴を抽出して分析されるビッグデータ自体を一旦、
抽象化したブラックボックスとして扱い、経済産業省の政策であるITと既存産業とを融合する
「融合新産業」政策と関連付けて、ビッグデータ活用を支える信頼性・安全性について検討する。
業種を越えて、センサ群と情報システムが統合化したインフラのロバスト性 77を確保し、インフラ
の信頼性・安全性を客観的に開示する仕組み・制度作りを検討する。
次に、ビッグデータのデータ自体に焦点を当てて、データ品質特性と品質確保についても検
討する。具体的には、以下の項目の実施を検討する。
１．社会インフラとしてのロバスト性を確保するための仕組み・制度作り
２．変化する利用環境の継続的モニタリングと製品・サービスの開発・運用へのフィードバック
のための手法・仕組み作り
３．業種を越えてつながったシステムにおいて信頼性・安全性を客観的に開示する制度の仕
組み作り
４．データ品質特性と品質確保に関する手法・仕組み作り
以下、これらについて詳述する。
７．５．１

社会インフラとしてのロバスト性を確保するための仕組み・制度作り

（1） 社会インフラとしてのビッグデータ
ビッグデータの主たる目的は、現時点では、ものごとの傾向や兆候をいち早く的確に掴むこと
であると考えられる。例えば、消費者の行動データの分析により、戦略的なマーケティングを行っ
たり、システムのログデータの分析により、不安定あるいは不審な動きを発見したりすることに使
われる。このようなビッグデータが、もし、何らかの原因で利用できなくなった場合、どの程度の
影響があるかと言えば、現時点では、多くの場合、深刻な影響が直ちに生ずることはないが、社
会の「重要」インフラに組み入れられた場合を想定してビッグデータ活用を支える基盤の信頼性
を向上させることで、より高度なサービスを安定して供給する方策の検討に着手すべきであろ
う。
「ビッグデータ（を処理するシステムやサービス）が 社会の「重要」インフラ と言えるのは、そ
れが使えなくなった場合の影響が、社会にとって甚大かつ深刻である場合で次のケースが想定
できる。
77

ロバスト性：制御系に入るノイズや制御するためのパラメータの誤差など外的な要因による変化を、システムの内部で阻止す
る仕組みや性質のこと。
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（ケース 1） ビッグデータが社会サービスのために使われる場合
例：適切な治療方法の発見に用いられる医療データ
（ケース 2） 非常に多くの人が使用するビッグデータの場合
例： 地図データのように多くの分析に用いられる基本的かつ共通的なデータ
（ケース 1）のデータとして、貯める「ストアデータ」と、流れている「ストリーミングデータ」とに
分けて考えることができるが、これらのデータを一か所に集積することは現実的ではなく、かつ、
データ分析の目的も多種多様なので意味がない。いわゆる加工されていない一次データの収
集は、産学官民の様々な機関が行い、それぞれの機関が管理するのが現実的であろう。そして、
各機関の蓄積するデータを高速広帯域ネットワークで接続した社会インフラにおいてビッグデー
タを活用するのであろう。ビッグデータを活用して分析したい機関は、無償/有償で提供される各
収集機関からの蓄積データに、この社会インフラを通してアクセスすることになる。
（ケース 2）については、地図データのようなビッグデータであり、上記ケース１のビッグデータ
のさらに下位レイヤに位置付けられる。疾病の適切な治療方法をケース１で分析する際に、疾病
が発生した地域というキーワードが疾病と相関があるかを調査するとした時の発生した地域を
示す地図データが想定できる。

（2） 「ビッグデータ」のロバスト性の確保
一般に、システム（や製品）のロバスト性については、そのシステムが提供するサービスの特
徴により、いくつかの観点がある。たとえば、障害等による停止の許容度、障害発生後はサービ
ス品質を低下させてもよいから、できるだけ早く再開すべきものや、逆に、ある程度時間がかかっ
てもよいからサービス品質を低下させてはいけないもの、サービスの再開よりも、データの無矛
盾性の保証が最重要なもの等、さまざまである。こうした要求に応じた対策が採られるべきであ
る。
ビッグデータ（を処理するシステムやサービス）が障害により使用できなくなった場合、現時点
では、交通機関や金融システム等、いわゆる「重要インフラ」のように、市民生活や社会経済活
動に直ちには甚大かつ深刻な影響を及ぼすことはない、と考えられる。影響があるとすれば、分
析結果の 精度 （品質、入手時間）の低下であろう。この考えに立てば、ビッグデータのロバスト
性に対しては、従来技術の延長上で対応できるということになる。（ 精度 については、以降、デ
ータ品質のところでもう少し考察する。）
ただし、インターネットの発展の歴史がそうであったように、ビッグデータを活用したシステム
が市民生活や社会経済活動において不可欠な存在となる可能性は高い。インターネットの初期
の頃は、その上でのサービスも限定され、「いったい誰のために役立つのか」とよく言われたも
のである。ところが今では、非常に重要なインフラの一つにまで成長している。したがって、重要
なのは、ビッグデータの進展についても適宜ウオッチし、そのロバスト性へのインパクトを評価し
続けることであろう。
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一般論であるが、ロバスト性に関わる検討項目としては、これまで検討されてきた高信頼化シ
ステム構築技術に加えて、以下が考えられる。
（a） 日々の運用時の取組み
・ システムそのものの各要素やシステムを取り巻く環境の変化の兆候把握など
・ 運用要員訓練
・ 構築・運用に携わる人の（知識・経験の）継承
（b） 消費者、インフラ利用者への説明・情報開示・（事後）対応（代替、補償等）
（c） 教訓（及びベストプラクティス）の共有
（d） 技術的課題
・
・
・
・

社会インフラとしての「ビッグデータ」のモデル作成
データ指向ソフトウェアアーキテクチャ
統合システム 78における通信相手（他サブシステム）からの悪影響の回避
サブシステム間の同期の確保

７．５．２ 変化する利用環境の継続的モニタリングと製品・サービスの開発・運用へのフィードバッ
クのための手法・仕組み作り

ビッグデータの利活用においては、分析方法を変えて得られる情報の種類、精度、確度を拡
大・向上させたい、あるいは分析方法は同じでも分析するデータの量、質を増やして得られる情
報の精度や得られる速度を向上させたいという本来的な要求にしたがって構成要素を変化さ
せていく。
ビッグデータを利活用するシステムにおける一部の変更（変化）は、ほとんどの場合、他の要
素（アプリ、サービス、装置）に影響を与える。即ち、ウェブサービスと同様に、サービスの内容・方
法・質やそれを実現するアプリを絶えずタイムリーに進化・変更させることが必要になってくる。こ
れを確実に、かつ妥当なコストで可能にする開発方法論（アジャイルソフトウェア開発手法 79な
ど）と変化による影響を極小化する設計手法が求められる。

78

「統合システム」とは、それぞれ所定の機能を提供する組込みシステム、制御シスソフトウェアアーキテクチャ種多様な複数の
サブシステム 群から構成され、それら各サブシステム間で相互に 通信 しつつ処理を実行し、全体として所要の機能を実現
するシステムのこと。

79

アジャイル（agile)ソフトウェア開発手法 ：「俊敏な」という意味で、ソフトウェア開発プロセスのうち、良いものを素早く無駄なく
作ろうとするものの総称。従来の後戻り不可能なウォータフォール型開発手法と対比して使われることもある。

- 107 -

（1） データ類型からみた変化への対応
利活用の目的から、データを二つに分類することができる。一つは、追加蓄積型で継続的に集
めることにより価値が増加していくものである。もう一つは、フロー型で、その時点その時点での
最新（タイムラグは問わない）の情報（傾向など）を得るために一時的に集めて分析し、終われ
ば不要になるものである。
追加蓄積型データの場合は、データそのものが財産であり、アプリの互換性（アプリの変更に
よらず分析、利活用が可能であること）が求められ、なんらかの設計手法が必要になる。一方、フ
ロー型データの場合は、情報の精度が最も重要であり、分析結果として得られた情報を表現す
る端末の互換性が求められる。機能・性能・インタフェースの標準化、柔軟な設計方法が必要に
なる。また、データの型に係わらずデータの持つ情報そのものが持つ意味が財産であり、データ
の互換性（構造化データ、半構造化データ、非構造化データ全てが対象）を保証するためのデ
ータ表現・構造の標準化が求められるであろう。

（2） サービス類型からみた変化への対応
サービス主体からサービスを三つに分類することができる。一つは、公共サービス（例 気象
通報・警報、交通情報 等）である。この場合は、サービスの互換性（継続性）が重要であり、サ
ービスプロトコルの標準化が必須である。二つ目は、公務（例 防衛、コンピュータセキュリティ、
防犯、治安 等）である。この場合は、機能の互換性（継続性）、改善（本来戦略的に変えていく
もの）が重要であり、効率的な継続開発方法、分析能力の高度化（言語化 等）が求められる。
最後は、商用サービス（例 株価予測、先物予測、研究・開発、マーケティング 等）である。この
場合は、新規性の競争（本来必然的に変わっていくもの）が生命線であり、効率的かつ短納期
での継続開発方法が求められる。

７．５．３ 業種を越えてつながったシステムにおいて信頼性・安全性を客観的に開示する制度の
仕組み作り
（1） 業種を越えてつながった統合システム
昨今、ソフトウェアが組み込まれた機器やソフトウェアで実現するサービスは国民生活におい
て、なくてはならない社会インフラになっている。このような社会活動の基盤として機能するシス
テムの多くは、本来、独立に開発・運用されてきた組込みシステム製品（携帯電話や家電など）
や情報システム（予約システム、ネットバンキングなど）が相互に有機的に連携することによって、
業種を越えてつながった統合システム（IT による融合新産業の重点 6 分野など）に発展してき
ている。しかし、これらのシステムによって消費者への利便性が向上する反面、システムの障害
が利用者に及ぼす影響は大きい。
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（2） ソフトウェア品質監査制度（仮称）の制度化に向けた取組み
利用者が安心してシステムを使えるようにするためには、システムの信頼性や安全性を第三
者が客観的に評価して、利用者にわかりやすく説明することが重要である。そのための仕組みと
して「ソフトウェア品質監査制度（仮称）」の制度化に向けた取り組みを推進している。
本制度のイメージを図７．５．１に示す。ソフトウェアが重要な役割を担う製品・サービスを対象
に、事業者が主張する製品・サービスの安全性などについて、第三者である監査機関が事業者
の提出する設計書やテスト結果等の内容を監査する。障害発生時に特に大きな影響を及ぼす
おそれがある製品・サービス等は、必要に応じて独立した検証機関にテストの実施を依頼し、結
果を確認し、事業者の主張に対して監査結果（意見）をわかりやすく利用者に提示する。利用者
は、その結果を確認することで、安心して製品・サービスの利用ができることになる。

【利用者の安心・安全】
第三者である監査機関
の意見も参考に製品・
サービスを利用できる

【監査機関の意見】
事業者の主張に誤
りを認められません
でした。
独立検証機関

利用者
（第一者）

必要に応じて専門家
にテストを依頼し、そ
のテスト結果を確認

【事業者の主張】
この製品・サービ
スは安全に使え
ます。

ソフトウェアが重要な役
割を担う製品・サービス
（例：サイバーフィジカ
ルシステム）

監査機関
（第三者）

【監査のための証拠】
製品・サービスのテス
ト結果、設計書、開発
手順などの証拠※
事業者
（第二者）

※産業（製品）別に基準は異なる

図７．５．１ ソフトウェア品質監査制度（仮称）のイメージ

７．５．４ データ品質特性と品質確保に関する手法・仕組み作り
（1） ビッグデータ時代の社会インフラにおける IT サービス品質
高級な音楽 CD プレーヤーでも、録音の悪い音楽 CD では、高品質の音楽を再生することは
できないのと同様に、IT サービスの品質は、IT サービスを提供する IT システムの品質と、IT シス
テムが使うデータの品質によって決まる。IT システムが高品質でも、データが低品質では、低品
質の IT サービスしか提供できない。
従来の IT システムでは、個々の IT システム毎にその IT システムで使用するデータを個別に
収集し、利用してきた。そこでは、IT サービスで要求される品質に応じて、IT システムで使用する
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データの収集方法や手順、データの精度などが決定でき、データ品質を確保することは比較的
容易であったことから、IT サービスの品質（IT サービスの品質＝IT システムの品質×データ品
質）を確保するためには、データ品質は充分に確保されるので IT システムの品質確保のみが課
題とされてきた。

（2） ビッグデータ時代の IT サービス品質を支えるデータ品質の確保
しかしながら、ビッグデータ時代では、ある目的で収集され利用されたデータを、その後、他の
目的でも利用することが想定されているほか、予め特定の利用目的を想定せず、大量のモニタ
リングデータを収集・蓄積し、その集積度や網羅性に応じて後から利用目的が決まるような利用
形態さえ出現しようとしている。さらには、データを収集することなく、流れ（フロー）において処理
される場合もある。

こうした変化の中、ビッグデータを活用して高品質な IT サービスを提供するためには、データ
の品質が IT サービスで要求される品質を満足しているかを確認して利用することが重要になる。
そのためには、データ自体にそのデータの品質を示す情報が付加される仕組みと同時に、高品
質な IT サービスへの活用を想定したデータの高品質化が重要となる。
これまで、高品質な IT システムの構築に有効な手法、技術の標準化と普及・啓発を推進して
きたが、IT システムの品質の見える化、高品質な開発プロセス標準、プロジェクト管理標準など
の IT システムの高品質化の手法・技術は、データの高品質化にも応用展開することが可能と考
えられる。
以上の観点から、ビッグデータ時代に対応できるデータの高品質化の基盤となる手法、技術
の確立に取り組んでいく予定である。以下にその際のいくつかのポイントを示す。

■情報の典型性を発見可能とするデータ
ビッグデータの分析では、 パターン の発見を目指す。パターンとは、社会心理学においては、
情報の 典型性（typical aspect） という語に対応する。そして、典型性には、信用性と専門性が
大きく影響すると言われている。典型性の高いデータは、信用性や専門性の高いデータから導
かれる。
『高度情報分析基盤』にぶら下がる各機関の蓄積データについて、何らかの指標を設定して、
信用性やドメインごとの専門性を評価することが必要になるであろう。

■IT システムのロバスト性とデータの品質
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先に、ビッグデータ（を処理するシステムやサービス）の障害の影響は、分析結果の 精度
（品質、入手時間）の低下であろうと述べた。時間的・空間的なデータの欠落の最終的な分析結
果の 精度 への影響度合いについて、学問的な解析が求められる。

■データの活用形態とデータ品質特性
ビッグデータの活用形態とデータ品質特性は、次のように考えられる。
① 時系列あるいは他の軸で蓄積して活用するデータの場合
精度、欠損、誤りなどデータの品質が分析結果に大きな影響を与える。そのため品質
尺度の抽出と利用目的に応じた適正なデータ品質尺度の値（許容範囲）などの整理が
望まれる。
② ある時点でのデータをフロー的に利用するデータの場合
信用度（恣意的なデータか否かの度合い）を推定することと、時間・位置・取得方法な
ど推定に必要な情報の整理及び推定方法の提案が望まれる。

■データの標準化
データの標準化の観点として、以下が考えられる。
・
・
・
・

データ品質特性の標準化
データ収集プロセスの標準化
データ管理の標準化
データ品質表示の標準化など

■その他の技術的・社会的課題
その他の技術的・社会的課題として以下が考えられる。
・
・
・
・

一次データ（収集した生データ）に著作権がないことの確認
一次データ中に混入し得る個人情報の除去
二次データ（一次データの加工による中間データ）が大量に生成され得ることへの対応
二次データの著作権保持者の明確化
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（付録A） eID80に対するセキュリティとプライバシーに関する認知と受容の調査

近年、社会生活や経済活動に関する様々なサービスがインターネット上で提供されるようにな
った。これらのサービスを利用すると、住所や氏名、購入履歴のような個人情報を含めた利用者
情報がサービス提供者に蓄積される場合がある。サービス提供者は、このような利用者情報を
活用し、例えば、おすすめ商品の提案等を行っている。一方、サービス利用者はこのようなサー
ビスを便利に感じつつも、知らぬ間に利用者情報が別の目的に利用されていることに不安を抱
いている 81。今後この不安を取り除いていかなければ、利用者情報の活用が進まず、更なる新
規サービスの創出やネットワーク社会の発展の阻害要因となる可能性も考えられる。このような
利用者の不安を取り除くためには、利用者がプライバシーに関して実際にどのような態度や行
動をとっているかを知り、不安に感じる要因を明らかにすることが重要となる。
既にEUでは同様の目的で調査 82を実施しており、結果が公開されている。IPAでは、EUの調
査を参考とし、セキュリティとプライバシーに関するリスクを利用者がどのように理解、認識し、ま
た受入れ許容するのかを明らかにするとともに、利用者情報の利活用および取扱いに関する議
論の基礎的な材料を提供することを目的に調査・分析を実施し、2010 年 8 月に公開した。
この分析から、日本のインターネット利用者の傾向について主に以下の点が明らかになった。
日本人のプライバシー侵害の懸念度合いは高いが、EU 市民はさらに高い
日本人はインターネット上のサービス利用について、プライバシーを侵害される恐れがあると
感じているものの、EU 市民の方がさらに強く感じている（図Ａ．1）。この傾向は自己防衛のため
のデータ管理策にも表れており、日本人は EU 市民に比べて「プライバシーを確保するためにブ
ラウザのセキュリティ設定を変える」などの対策をあまりとっていない（表Ａ．1）。

80

eID の例：本調査では、ソーシャルネットワーキングサービスの利用者のユーザ名や、オンラインバンキング等の電子商取引
の利用者 ID、さらに IC カードなどに含まれる利用者情報等をさす。

81

「平成 21 年版 情報通信白書」（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepap ユーザ h21.html）の「安心・安全 10 分野
における国民の不安感」では、プライバシーについて不安（「不安である」「どちらかといえば不安である」の合計）と回答した人
の割合が 81.8％となっている。

82

EU 委員会の研究機関である IPTS (Institute for Prospective Technology Studies)が青年層を対象とした調査を実施した。
IPTS 報告書の URL：http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC50089.pdf
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図Ａ．1 リスク認知における EU との比較

表Ａ．1 自己防衛のためのデータ管理策
常にする/頻繁にする

自己防衛のためのデータ管理策

EU

日本 Y

ウェブサイトのプライバシーポリシーを読む

69%

33%

自分を特定されないように偽の電子メール・アカウントを使用する

84%

16%

ウイルス保護ソフトを最新版にする

n.a.

63%

アンチ・スパイウエアソフトでディスクをスキャンする

n.a.

37%

基本ソフト(OS)のアップデートプログラムをインストールする

n.a.

42%

クッキーを消去する

56%

23%

n.a.

42%

28%

40%

個人情報を少しアレンジする

68%

17%

プライバシーを確保するためにブラウザのセキュリティ設定を変える

64%

24%

42%

40%

不必要な電子メール（迷惑メール）を制限するツールや手法を利用す
る
重要な個人情報を入力する前に、取引が保護されている、あるいは、サ
イトが安全であるという表示を持っていることを確認する

コンピュータから個人情報を収集するのを制限するツール（例えばファ
イアウォール、クッキー・フィルタリング）を使用する

n.a
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は、日本独自の質問項目

日本人はプライバシーを守るために自分自身で保護するよりも他人任せの傾向にある
「個人情報の保護に関する法律」を尊重しているという保証や個人情報の利用に関する情報
の開示は、利用者の安心につながり、サービスの利用を促進すると考えられる。このような情報
については、個人情報の取扱い状況を提供するよりも、法律などによる保証や、ロゴやラベルの
表示により安全性を示すことが有効であると考えている（表Ａ．2）。また、日本人はプライバシー
侵害を防ぐ責任は、利用者本人よりもサービス事業者にあると思っている（表Ａ．3）。これは EU
と逆の結果で、日本人はプライバシー侵害を自身で防ぐという意識が低いと言える。

表Ａ．2 eID システムの利用推奨策の要素
はい
推奨策

EU

日本 Y

日本 A

1. 情報を提供した後の受領通知

49%

34%

33%

2. 識別システムに関する情報

54%

39%

36%

3. 提供したデータの利用に関する情報

59%

39%

39%

4. 識別システムを使ったことのある人の推薦

42%

18%

15%

5. 個人情報保護に関する法律が守られるという保証

72%

52%

56%

52%

44%

44%

69%

49%

52%

49%

28%

31%

6. システムが安全であるということを証明しているラベルまたはロ
ゴ
7. 情報が第三の組織に売却されたり再利用されないという保証
8. 自分に関連するすべての取引、行動履歴に関する記録で簡単に
みられるもの

表Ａ．3 オンライン上での個人情報保護責任
全くそのとおりだ/そのとおり

信頼できる当事者
インターネットでは、個人情報保護については、自分が責任を
もつべきだ
インターネットでは、個人情報保護については、政府が責任を
もつべきだ
インターネットでは、個人情報保護を安全にするのは、社会全
体の責任だ
インターネットでは、個人情報保護については、情報を処理す
る企業が責任をもつべきだ
個人情報がオンラインで保護されるようにするのは警察・検
察・裁判所の責任だ
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EU

日本

32%

38%

8%

14%

26%

21%

27%

40%

7%

13%

プライバシーを重要だと思いつつも、コストやサービスを重視
サービスの採用要因について、2 種類の具体的なシナリオ（モバイル SNS、電子マネー）を示
し質問した場合には、プライバシーを最重要としたが（表Ａ．4）、複数の組み合わせをもとにして
その好み（重要度）の順序を選択させる調査（コンジョイント分析）では、プライバシーはコストや
経済価値（58.4%）、サービス（21.1%）に次ぐ順位（20.5%）であった。
表Ａ．4 eID サービスの採用要因
モバイル SNS

電子マネー

シナリオ

シナリオ

もし、他の友人が利用を強く進めたとき

28%

30%

サービスが無料であるとき

55%

68%

提供する個人情報について選択ができるとき

64%

62%

サービスを利用すれば、時間が節約できるとき

32%

55%

使いやすいとき

53%

67%

プライバシーが十分に守られるとき

78%

76%

これらの分析結果から、日本人はプライバシー侵害のリスクに関して、理解や認識はしている
ものの EU に比べると低く、また自分自身でそのリスクを回避する意識も低いことが明らかにな
った。このような現状を踏まえて、サービス提供者は、個人情報を含めた利用者情報の取扱いに
注意が必要である。
IPA としては今回の調査結果を踏まえ、今後さらなる分析を行い、課題解決に向けた活動を
進めていく方針である。
報告書は以下の URL からダウンロードできる。
http://www.ipa.go.jp/security/economics/report/eid201008.html
本件に関するお問い合わせ先
IPA セキュリティセンター情報セキュリティ分析ラボラトリー
Tel: 03-5978-7530
Fax: 03-5978-7546
E-mail:
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小松/島

（付録 B） 国内におけるビッグデータ収集・利用の動向調査（判例調査編）
IPA は、ビッグデータ利活用にあたって大きなリスク要因と考える法的リスクに関して、「個人
的な情報」に関わる裁判例の状況とそれに対応したリーガルリスクの動向を調査した。以下に
主な例を示す。
B．1 国内における個人情報に関する裁判例
「個人的な情報」に関する裁判例について、インターネットが一般化する１９９０年代頃からを
対象として判例を調査した。概ね以下で分類している。
・ 比較的多数の個人情報が流出し、損害賠償が認められた例
・ プライバシーに関しての裁判で損害賠償が認められた例
・ プライバシーに関しての裁判で損害賠償が認められなかった例
B．1．1. 比較的多数の個人情報が流出し、損害賠償が認められた例
1) 市の再々委託先からの個人情報流出
大阪高裁 平成 13 年 12 月 25 日(平１３（ネ）１１６５号)
市のシステム開発委託業務に関し、再々委託先のアルバイト従業員が住民基本台帳のデータを不正
にコピーしてこれを名簿販売業者に販売する等して、一定期間インターネット上でその購入を勧誘する
広告が掲載された事案につき、市の使用者責任を認め、損害賠償請求が認容された事例。 (1998 年
〜1999 年発生、217,617 件のデータが漏洩)
慰謝料：住民のプライバシーに属するデータの購入を勧誘する広告がインターネットに掲載された不安
感は、慰謝料をもって慰謝すべき。住民のプライバシーの権利が侵害された程度・結果は，それほど大
きくはないこと，市役所が本件データの回収等に努め，また市民に対する説明を行い，今後の防止策を
講じたことを含め，一切の事情を考慮すると，１人当たり１万円が相当。(2)弁護士費用：諸般の事情を
総合考慮すると，不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は１人当たり５０００円が相当。

2) 早稲田大学江沢民主席講演会名簿提出事件・差戻後控訴審
平成 16 年 3 月 23 日（東京高裁 平１５（ネ）４７１９号）
早稲田大学がその主催する江沢民国家主席による講演会に参加を申し込んだ学生の氏名等を警察
に開示した行為は、学生に対する不法行為を構成するとし、学生一人につき５,000 円の慰謝料の支払
が命じられた。(1998 年発生、1,000 件程度のデータが流出)
本件個人情報の開示が不法行為を構成するのは、早稲田大学が本件個人情報の開示についてあら
かじめ控訴人らの承諾を求めることが困難であった特別の事情がないのに控訴人らの同意を得ること
なく開示をした。本件個人情報の開示自体には本件講演会の警備等の正当の理由があり、開示され
た個人情報も秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものとはいえない。本件個人情報の開示が違法と
本件訴訟で肯定されるならば、控訴人らの被った精神的損害のほとんどは回復される。
一切の事情を斟酌すると、控訴人らの精神的損害を回復させるためには、控訴人に対する慰謝料は
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5,000 円とすることが相当であり、また、弁護士費用相当の損害賠償請求を認める理由はない。

3) Yahoo!BB 顧客情報漏洩事件
平成 18 年 5 月 19 日 大阪地裁（平１６（ワ）５５９７号・平１７（ワ）４４４１号）
インターネット接続等の総合電気通信サービスの会員の個人情報が外部に漏えいしたことについて、
電気通信事業会社に会員の個人情報の適切な管理を怠った過失があったとして、会員の同会社に対
する損害賠償請求が認められた事例(2003 年〜2004 年に発生、4,716,788 件のデータが漏洩)
原告らの個人情報は秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないこと、被告ＢＢＴが顧客情報
の社外流出について発表を行い、不正取得された顧客に対してその旨連絡し、本件サービスの全会員
に５００円の金券を交付するなどして謝罪し、顧客情報についてのセキュリティ強化等の対策をとってい
ること等の一切の事情を考慮すると、原告らの精神的苦痛に対する慰謝料としては一人あたり５,０００
円が相当。被告ＢＢテクノロジーの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は一人あたり１,０００円
と認めるのが相当。

4) Yahoo!BB 情報漏洩高裁
平成 19 年 6 月 21 日 大阪高裁（平１８（ネ）１７０４号）
上記裁判の控訴審。原審が、第１審被告Ｙ１(BB テクノロジー（現ソフトバンク BB）)に対する請求のみ一
部認容したため、一部敗訴当事者の双方が控訴した。
第１審被告Ｙ１につき個人情報の適切な管理を怠った過失を認めるとともに、第１審被告らの密接な関
係などから、第１審被告Ｙ２（Yahoo!）も使用者責任及び共同不法行為責任を負うとした。第１審被告ら
の損害賠償責任を認めた上で、第１審原告らが第１審被告Ｙ１から郵便為替支払通知書を受領したこと
により、損害賠償の一部弁済がなされたといえるとして、原判決を変更し、第１審原告ら各自につき、５５
００円の範囲で第１審被告らに対する請求を認めた。
第１審原告らの損害賠償請求権について，平成１６年３月８日ころ，500 円の一部弁済があった。これに
より、損害賠償額は一人当たり 6,000 円から 5,500 円に減額された。

5) エステ会員個人情報流出
平成 19 年 2 月 8 日 東京地裁（１４（ワ）２７７９０号・平１５（ワ）７９７５号・平１６（ワ）８０５１号）
エステティックサロンを経営する被告がインターネットのウェブサイト上で開設するアンケートに答えた
原告らの個人情報がインターネットのサーバ管理会社のミスにより第三者による閲覧が可能な状態に
置かれて当該個人情報が流出したことから、原告らが被告に対して損害賠償を請求した事案。情報流
出によるプライバシー侵害が存在すること、管理会社が不法行為責任を負うこと及び被告は管理会社
の使用者責任を負うことを認定判断して請求を一部認容。(2002 年発生、約 5 万件のデータが漏洩)
氏名、フリガナ、職業、年齢、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスなど記載自体から意味内容が
明らかな情報のほか、記載自体からは意味内容が明確とはいえないアルファベット文字や数字の組合
せ等でも、他の公開情報と組み合わせて内容が類推できる情報も保護すべき個人情報の範囲になる。
個人情報漏洩によると見られるダイレクトメールやいたずら電話などの 2 次被害も損害賠償対象にな
る。
流出情報の 2 次被害を受けた原告の損害賠償金額は、1 人当たり 3 万円が相当。受けなかった原告
は 2 万円が相当。弁護士費用は一人当たり 5000 円が相当。

6) 航空会社労組による個人情報無断収集
平成 22 年 10 月 28 日 東京地裁（平１９（ワ）３１３９３号）
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被告組合及び同組合支部の執行役員らにより被告組合が会社と一体となって原告らの職場内外にわ
たる個人情報を収集してデータ化した電子ファイルを作成、保管、使用したことによりプライバシー等が
侵害されたとする案件。本件原告らに関する情報が個人識別情報も含めてプライバシー情報に当たる
こと、原告らの同意なく正当な目的なしに作成され、保管、使用されたこともプライバシー侵害（原告ら
主張の自由な人間関係を形成する自由の侵害は否定）に当たること、上記情報ファイル作成に関与し
た個人被告らも被告組合と不真正連帯の不法行為を構成することを認定し損害賠償が一部認容され
た事例（2007 年発生、9,862 件のデータが漏洩）
①本件ファイルは，約１０年間にわたって、原告らに秘密裏に作成等されたものであり、個人情報保護法
の施行後も、それ以前と何ら変わることなく作成等が継続されたこと、②本件会社の社員に依頼、要請
をして、非公式に収集し、職場の内外を問わず、日々の原告らの活動等を被告組合の組合員等から収
集したもので、その問題性は決して小さいものではないこと、③本件ファイルは，センシティブ情報を含
む多数の個人情報を記録するものであるにもかかわらず、その保管、取扱いにおいて不適切なもので
あり、第三者への流出の具体的危険性が存在していたこと、などにより，被告組合が本件発覚直後に
原告らを含む客室乗務員に対し、謝罪文を交付し、調査結果を公表し、再発防止策を講じたことなどを
考慮しても、原告らの精神的苦痛を慰謝するための金額としては、センシティブ情報の記録がなく、情
報量も少ない原告らについても各２１万円を下るものとはいえず、その余の原告らについては当然に同
額を下らない。本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は２万円とするのが相当。

B．1．2. プライバシーに関しての裁判で損害賠償が認められた例
1) 刑事被告人護送写真掲載
平成 5 年 5 月 25 日 東京地裁（判決事件番号

平４（ワ）１７１８号）

未決勾留中に護送車で拘置所から裁判所に護送される途中の刑事被告人の姿を撮影した写真を写
真週刊誌に掲載したことが肖像権侵害にあたるとされた事例
刑事被告人の容姿について表現した記事がプライバシー権侵害にあたるとされた事例。(1992 年発
生)
原告が以前に比べて太ったことを表現した個人の容姿に関する情報は、周囲にいる者以外の一般の
第三者には知られたくないと欲することは、不合理ではない。プライバシー権は、自己に関連する情報
の伝播を一定限度にコントロールすることを保障する観点からすると、私生活上の事実としての性格を
有し、原告のプライバシー権を侵害する。
有名人の法理は、本件には該当しない。被写体が有名人であることから、公衆が関心を持つのが相当
であるとして肖像権の享受が制限される範囲は、その公的な存在及び活動に付随した範囲並びに公
的な存在及び活動に対する評価を下すに必要又は有益と認められる範囲に限定される。被告の不法
行為により原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料額は、金 30 万円が相当。

2) タウン誌での電話番号誤記
平成 6 年 9 月 30 日 大阪高裁（５（ネ）１７７８号）
タウン誌に広告した電話番号の誤りにより間違い電話がひんぱんにかかり、身体的・精神的に損害を
受けたとして、右広告を企画・制作した会社だけではなく、その会社に有償で広告欄を提供した雑誌発
行会社に対してなされた損害賠償請求をそれぞれ一部認容した事例。 (1992 年発生)
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大量発行部数の雑誌の出版社としては、その広告を掲載する雑誌を発行する際において、記事及び広
告における影響力に応じ、その掲載態様及び内容に対応する調査をすべき注意義務を負担しているも
のとすべきである。本件広告した電話番号の誤りにより間違い電話がひんぱんにかかり、身体的・精神
的に損害を受けた者に対しては、右広告を企画・制作した会社及びその会社に有償で広告欄を提供し
た雑誌発行会社は、損害賠償責任を免れない。
一般に、大量発行部数の雑誌の出版社としては、その広告を掲載する雑誌を発行する際において、記
事及び広告における影響力に応じ、その掲載態様及び内容に対応する調査をすべき注意義務を負担
している。仮に電話番号の正確性を確認する義務がないというのならば、明らかに広告頁と判明するよ
うな体裁の広告でなければ掲載を認めないとの対応をとらなければならない。
原判決に加えて、弁護士費用相当額は、認容すべき慰謝料額などの事情を斟酌し、50,000 円と認め
る。
【大阪地裁での原判決】
間違い電話の多発に伴う精神的苦痛を体調悪化などの点も含めて金銭に見積もれば、少なくとも２０
万円を下回るものではない。（この原判決では、タウン誌発行元（ぴあ社）の責任は認められなかった）

3) ＨＩＶ感染者解雇事件
平成 7 年 3 月 30 日（東京地裁 平４（ワ）２２６４６号）
使用者の従業員に対するＨＩＶ告知行為とこの感染を理由とする解雇が違法で不法行為を構成すると
された事例
派遣先会社の派遣元会社に対する派遣社員のＨＩＶ感染の連絡行為がプライバシーの権利侵害の不
法行為を構成するとされた事例
使用者が被用者の HIV 感染を理由に解雇するなどということは到底許されることではなく、著しく社会
的相当性の範囲を逸脱した違法行為と言うべきであるから、本件解雇は、被告 A 社の原告に対する不
法行為となり、同被告は原告に対し損害賠償すべき責任がある。
個人の病状に関する情報は、プライバシーに属する事柄であって、とりわけ HIV 感染に関する情報は、
社会的偏見と差別を考慮すると、極めて秘密性の高い情報に属する。この情報の取得者は、何人とい
えどもこれを第三者にみだりに漏洩することは許されず、これをみだりに第三者に漏洩した場合にはプ
ライバシーの権利を侵害したことになる。
原告が HIV 再検査結果で陽性であることが判明した日に、不当な本件解雇がなされたことにより原告
は極めて甚大な精神的苦痛を被った。本件雇用契約上の権利の存在と本件解雇以降の賃金の支払
が認められたことにより、この点に関する限りでの経済的不利益は補填されたこと等の諸事情を総合
考慮して、原告の被った精神的苦痛を慰謝する額としては 300 万円が相当。

4) 銀座カメラ撮影ネット掲載
平成 17 年 9 月 27 日 東京地裁（平１６（ワ）１８２０２号）
原告の承諾を得ずに、銀座界隈を歩く原告を個人が特定できるように写真撮影した上、これを被告ら
の管理するウェブサイトに掲載した行為が、写真撮影の方法、ウェブサイトへの掲載方法のいずれの点
でも相当性を欠いているとして肖像権侵害による損害賠償請求を認容した。
特定のファッションを公道で楽しむ原告の姿は、写真撮影により容貌等が記録され、サイト掲載により、
多くの人々に知られる。原告の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したような写真の
撮影方法は、被写体となった原告に強い心理的負担を覚えさせ、原告の肖像権を侵害する。
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本件写真の撮影及び本件サイトへの掲載行為は、表現行為としての公共性と目的の公益性を備えて
いるものの、表現方法としての相当性を欠くものといわざるを得ないから、その違法性は阻却されな
い。
訴外第三者らによる誹謗中傷あるいはこれによる原告の被った精神的苦痛を慰謝料額算定の一事情
として考慮することは許される。被告らは原告から抗議を受けて本件サイトから本件写真を削除し、原
告に謝罪を行うなど、原告の精神的苦痛を慰謝するための一定の措置を講じていることなど本件に現
れた一切の事情を考慮すると、原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料としては、３０万円が相当。

5) テレビで容貌を放送
平成 21 年 4 月 14 日 東京地裁

（平１９（ワ）２７９５０号）

原告が、被告テレビ会社が企画制作する番組において、原告の承諾なしに原告の容貌等を生放送した
ことにより、原告の名誉及びプライバシーが侵害されたと主張して、被告テレビ会社、上記番組を放送
した被告放送会社及び番組司会者である被告Ｙ１に対し損害賠償を求めた事案。
本件番組により原告はその肖像権だけでなくプライバシーも侵害されたが、その名誉が毀損されたと
は認められず、また、被告Ｙ１の発言が原告を侮辱するものとはいえないとした。
原告が廃棄物収集車の運転手をしていることは、原告にとってプライバシーに該当する。本件放送は、
原告の肖像権を侵害するとともに、そのプライバシーをも侵害し、違法である。
被告両社の不注意、原告に生じた精神的な被害が軽くないこと、関係者が原告に謝罪をしていること
等、諸事実を総合的に勘案すれば、本件において原告に対して認められるべき慰謝料の額は、１００万
円とするのが相当。本件請求と相当因果関係にある弁護士費用としては、認容額の２割に相当する２０
万円とする。

6) 犯歴 DB 登録間違い
平成 22 年 6 月 10 日 大阪地裁（平２１（ワ）１６１７４号）
警察庁が管理する犯歴情報データベースに誤った犯歴が１６年間登録され、それを利用されて度々捜
査、起訴、裁判を受けたことにより精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた事案。
犯歴（前歴）は、犯歴照会のたびに回答され、刑事事件の起訴・不起訴の処分、刑事裁判における情状
の判断においても重要な資料となるものであるから、誤った犯歴が１６年間登録され、それを利用され
て上記のとおりたびたび捜査，起訴，裁判を受けたことにより、原告は、本件犯歴情報が起訴処分の決
定や裁判の量刑に具体的な影響を及ぼしたか否かを問うまでもなく、そのこと自体によって人格権を
侵害され、相当程度の精神的苦痛を受けた。
原告は、本件犯歴情報登録前に、１４件もの犯歴があること等を考慮すれば，誤った前歴情報が不利益
に考慮された可能性や程度は、さほど大きくない。一切の事情を考慮すれば、本件犯歴情報が誤って
登録され、抹消されるまでの約１６年の間、刑事事件の捜査・裁判にたびたび利用されたことによって、
原告が人格権を侵害されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料としては、１万円が相当であると認め
る。国の上記違法行為と相当因果関係のある弁護士費用の損害は２０００円が相当。

B．1．3. プライバシーに関しての裁判で損害賠償が認められなかった例
1) 自動車 N システムの違法性否定
平成 17 年 1 月 19 日 東京高裁（平１６（う）２７５２号）
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自動車ナンバー自動読取りシステム（いわゆる「Ｎシステム」）によって、国民の私生活上の自由が違法
に侵害されているとはいえないとした事例。
Ｎシステムの目的、取得される情報の性質（特定のナンバープレートの車両がＮシステム端末の設置さ
れた公道上の特定の地点を一定方向に向けて通過したとの情報に止まる）、利用方法（犯罪の発生か
ら警察による事件の認知又は容疑車両等の割出しまでに時間がかかる場合があるため、一定期間保
存できるようになっているが、その後は消去される仕組みになっていること）に照らすと、Ｎシステムによ
る走行車両のナンバーデータの記録、保存によって、国民の私生活上の自由が違法に侵害されている
とはいえない。

2) 信用情報機関への無断登録
平成 20 年 1 月 22 日 東京地裁（平１９（ワ）１８６８５号）
貸金業者である被告株式会社シティズから金銭の貸付けを受けていた原告が、原告の同意なしに、信
用情報機関である被告株式会社ジャパンデータバンクに対して原告の信用情報を提供し、同被告にお
いてこれを登録したことが原告の名誉、プライバシーを侵害するとして損害賠償の支払と、信用情報機
関に登録された原告の信用情報の開示と登録の取消しを求めた事案。
原告は，貸付けの際、被告から「個人情報取扱規約」の説明を受けなかったと主張するが、「個人情報
取扱規約」は、本件説明書の裏面全体に印刷されていることからすると、原告がその記載に気づかな
かったということは考え難く、原告の主張は採用できない。
「特定調停」や「債権回収」は法的手続に基づく債権の確定、回収等の状況を示す情報であって、いず
れも、原告の返済能力の判断に関連する情報であり、前記認定のような信用情報機関の行う信用情
報交換業務の趣旨、目的からすると，「個人情報取扱規約」にいう個人情報に含まれる。
データ収集は、原告の同意を得て収集されたと認められ、かつその内容に誤りがないことから請求を
棄却する。

3) メールアドレス流出の損害否定
平成 21 年 12 月 25 日 東京地裁（平２０（ワ）３４６６３号）
インターネットオークションサイトを運営する被告会社から原告を含む顧客のメールアドレスを誤って他
者も閲覧することができる状態でメールマガジンが配信されたため、原告のメールアドレスにスパムメ
ール等が多数送信されて原告のパソコンが破壊された上、原告になりすました何者かがオークション
に入札して落札したとして損害賠償を求めた事案。
以下により請求は棄却された。
本件配信行為が原因となって原告のメールアドレスにスパムメール等が多数配信されるようになり、そ
の結果、何者かが原告になりすまして本件入札１及び本件入札２をしたとする原告の主張事実を認め
ることはできない。メールアドレスと氏名を読んで、これらを同姓同名の他の者ではない、原告その人の
ものと認識できる個人情報であるとは考え難いので、原告のプライバシーを侵害するとまではいえな
い。
本件配信行為は、原告に不快であったとしても、社会生活上受忍すべき範囲内にある。
メールアドレスと氏名だけでは個人情報保護の対象とはならない場合がある。

4) ストリートビューによる洗濯物盗撮
平成 23 年 3 月 16 日 福岡地裁（平２２（ワ）４９７１号）
「ストリートビュー」と題するサービスを提供する米国法人の子会社である被告によって、原告の住居の
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ベランダに干してあった洗濯物を盗撮されたことにより、精神的苦痛を受けたとして、不法行為に基づ
く損害賠償を求めた事案。
本件画像は公道上から撮影したことが明らか。本件画像によれば、本件住居のベランダにある洗濯物
らしきものが何であるかは判別できないし、原告個人を特定するまでには至らない。公道上を通行する
者からは目視できるものであること、本件画像の解像度が目視の次元とは異なる特に高精細なもので
あるといった事情もないことをも考慮すれば、原告が受忍すべき限度の範囲内にとどまり、原告のプラ
イバシー権は侵害されていない。
本件画像の内容は、せいぜい洗濯物が干してあり、誰かが同居室に住んでいることが分かるといった
程度の情報にすぎないから、個人情報保護法でいう個人情報に当たるか疑問であり、仮に当たるとし
ても、原告との関係で、その情報取得の態様、取扱いの方法、管理の態様等が個人情報保護法の諸規
定に違反して違法であるとは到底言えない。

B．2 リーガルリスクを最小化するための取り組み
今回の判例調査をとおしてみえてきた法的リスクを極小化するための取り組みを以下のとお
りまとめた。
・
・
・
・
・
・

判例の継続的な観察
個人情報保護法だけに注目することの法的リスクへの注意喚起
消費者に同意させる会員規約の内容・表現、許諾の求め方に関する不断の見直し
複数の事業者が連携する場合の委託契約の内容やその運用に関する不断の見直し
事件発覚後の対策（被害者への説明や和解）
地道な情報セキュリティ対策の推進

1.判例の継続的な観察
今回実施した判例調査の対象とした「個人情報やプライバシーに関する判例」は、1990 年か
らの約 20 年間で 1300 件程度あり、重要な判例も数十件に上った。判例は随時新しいものが追
加され、重要な先例的価値を持つ判例も追加されている。しかし、近年の技術進歩や国民（市
民、消費者とほぼ同義）の意識変化を反映した判例は、まだ十分に蓄積されているとは言えず、
今後の判例に待つところも少なくない。
例えば、「センシティブ情報として医療や性に関するデータが大量に漏洩した場合」、「一定水
準の情報セキュリティ対策をほどこしながらも、クラッキング等の手法で漏洩した場合」などであ
る。また、「個人を推定・特定する情報」として「個人を特定するために、近年可能となったある程
度高度な分析を要する場合」の判例もないに等しい。具体的には、「ウェブページ上の行動履歴
や位置情報を長期間蓄積した場合」、あるいは「個人識別情報とは切り離して、個人の嗜好・性
癖・思想を推測できる閲覧・購買履歴情報を分析した結果、個人の特定につながる場合」など
である。
そのため、新規の判例を含めて、継続的に観察する意義がある。法務部門スタッフを潤沢には
もてない企業のために、業界団体や、産学共同研究（例：民間企業の法務部門や情報セキュリ
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ティ部門と法学者との共同チーム）のような形態で実施する案も考えられる。本件判例調査は、
第三者的な機関が判例調査を実施した先駆けとも言える。
2.個人情報保護法だけに注目することの法的リスクへの注意喚起
2005 年 4 月の個人情報保護法の全面施行を受け、その数年前から施行時ごろまでに、企業
は同法が求める対策を急ぎ、この対策のための担当者や組織を配置し、プライバシーポリシー
を急遽制定するなどの動きを見せた。2004 年 2 月に Yahoo!BB の個人情報漏洩事件が発覚し
たことも、企業がこの時期に個人情報保護対策に注力するきっかけとなった。
しかし、このことは二つのマイナス面を生んだ。一つは、広義の個人情報保護の取組みは事業
継続のための継続的な取組みとすべきところ、一過性のブームに陥り、取組みが形骸化した企
業があること。もう一つは、「個人情報保護法を順守していれば、個人情報に関する法的リスク
はない」という誤解を生んだことである。
個人情報に関連した判例では、個人情報保護法の範囲を超えて、プライバシーや名誉、肖像
権、著作権などの侵害に基づく損害賠償が認定されている。そのため、個人情報保護法だけで
なく、幅広い法的視点で、個人情報を取り扱う必要があることについての啓発が求められる 83。
より強く言えば、「個人情報保護法を順守しているだけでは、個人情報関連のリスクは万全では
ない」、「個人情報保護法だけに注目することは法的リスクがある」といったメッセージで啓発す
ることも一定の意義がある。
3.消費者に同意させる会員規約の内容・表現、許諾の求め方に関する不断の見直し
ビッグデータ事業者が個人情報を利活用する際に、消費者本人が同意した範囲で利活用し
ているのであれば深刻な問題は生じにくい。ただし、消費者本人が「同意したつもりはない」と主
張できるような余地が残り、真に同意したかどうか疑わしいようでは、その前提は崩れてしまう。
ヒアリングを行った弁護士の一人は今後の可能性として、「事業者を免責させるような事項、
消費者が理解していなければ消費者に不利に働く事項」については以下のような方法で「同意
したつもりはない」と消費者が主張する余地を減らすことが求められるようになる可能性がある
と指摘している。
・ 「目立つように表現すること」
・ 「ウェブサイトで規約への同意を求める場合は、規約の上部の一部分だけでなく、下部ま
でスクロールしなければ、同意できないようにすること」
消費者の意識の変化に応じて、消費者に同意させる会員規約の内容・表現、許諾の求め方
についても、不断の見直しが求められよう 84。
83

消費者庁「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人
の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとする。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題な
どは、この法律の対象とはならない。プライバシー侵害などが実際に発生した後の個人の権利利益の救済については、従来ど
おり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪などによって図られる。

84

総務省「行動ターゲティング広告の経済効果と利用者保護に関する調査研究」（平成 22 年 3 月）は、「3-3 現行の事業者の取
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4.複数の事業者が連携する場合の委託契約の内容やその運用に関する不断の見直し
複数の事業者が連携して個人情報関連の問題を起こし、それらの複数事業者が提訴された
場合、複数事業者すべてで損害賠償責任が認定されている場合がある。消費者の前面に立つ
事業者は、委託事業者の過失で問題が起きても、責任を免れることはおおむね困難な場合が多
い。しかし、委託事業者に対して、十分な指導や検査・監査をしていれば、責任を免れる可能性
がないわけではない。「ぴあ」(B-1-2(2))、「Yahoo!BB」(B-1-1(4))では、第一審ではデータ管理
の委託先会社だけの責任が認定されたのに対して、第二審ではデータ管理委託元、すなわちユ
ーザが利用した会社、の責任が認定された。しかし、判決をよく見ると、データ管理委託元の責
任を認めるべく判断を変更した理由として、いくつかの事情を考慮したことを挙げている。
この事情がもしなかったならば、第二審の判断は異なったものとなった可能性もある。そうし
た意味で、データ管理委託契約の内容やその運用に関しては適宜見直し、自社の責任が問わ
れないように予防することが求められる。
5.事件発覚後の対策（被害者への説明や和解）
第一審（地方裁判所）での判断は、訴訟の進め方や裁判官個人の当たりはずれ等の問題で、
結論が大きく変動する可能性がある。地裁判決に法令の解釈の誤りがある場合は別として、地
裁で認定された事実を高裁で覆すことは難しいとされており、地裁で偏った判断がなされても、
高裁以降で是正されるとは限らない。裁判になった場合、事件発覚後の対応も判決内容に大き
く影響することから、被害者を含む消費者や顧客に対する説明責任を適切に果たすことは重要
である。また、裁判への動きがあった場合は、和解に持ち込んだりすることが有利な場合もあり
得る。
6.地道な情報セキュリティ対策の推進
「技術進歩や消費者意識に応じて、求められるレベルの情報セキュリティ対策を地道に実行
すること」は、改めて強調するまでもなく、事業推進にあたって最低限必要なことである。個人情
報関連で問題が発生しても、事業者に故意または過失がなければ、また被害との間に因果関係
がなければ責任を問われることはない。必要とされる情報セキュリティ対策を実行しておけば、
過失や因果関係がないと裁判所に認定してもらう可能性は高い。このためにも、最新のセキュリ
ティ情報に十分に留意しながら対策を進めていくことは重要である。

組における利用者保護上の課題」（p.41）として、「各企業のプライバシーポリシーは、章立て、説明の流れ、用語などが企業
間において互換性を欠いており、利用者にとって比較・整理しづらい」、「規約やガイドラインは緻密さ、網羅性を重視するあま
り、利用者にとっては読んで理解することが難しいものとなりがち」、「プライバシーポリシーするだけではなく、その内容を分か
りやすくし、積極的に説明責任を果たすことが求められている」とする。
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-I-16.pdf
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B．3 これから注意すべきキーワード
今回の調査の過程でリーガルリスクとして今後注意すべき動きとして以下のようなものがあ
げられる。
○ 行動ターゲッティング広告に関わる動き
行動ターゲッティング広告とは、ユーザの行動履歴を基に、興味や関心に適合したより効果的
広告を配信しようとするものである。ネット時代になって、ユーザの行動などが容易に収集できる
ようになったため注目されている。行動ターゲッティング広告について個人的な情報に関する懸
念を払拭する包括的な指針は現在ない。「４．１．３ プライバシー侵害のリスクについて」（43 ペ
ージ）であった FTC での動きなど今後欧米も含め、各種のガイドライン等が提案されていくもの
と考えられ、これらについては注視していく必要がある。
○ 新「EU 個人データ保護規則」
2012 年 1 月２５日に、EU から新たな個人データ保護規則の最終案が公表された。本規則の
対象となるのは、EU 域内に在住する個人に商品あるいは役務を提供する場合で、日本の消費
者のみを対象としたサービスは適用外である。しかし、ネットワーク上のサービスは、国境を越え
ることは簡単なこと、EU 基準は世界的な規制の先駆けとなることが多いこと、現行案では最大
売上げの 2%の罰金の設定があることなどから、国際的なサービス展開を考えているのであれ
ば視野に入れるべきである。
○ 米国消費者プライバシー権利憲章（US Consumer Privacy Bill of Rights）
２０１２年２月２３日に、ホワイトハウスから米国消費者プライバシー権利憲章が公表された。こ
れは、新しい情報化時代に則したプライバシーの枠組みを示すもので、これに基づいた法案作
成を議会に要請している。また、この憲章が実効性あるものとするために、FTC の権限を強化す
るとともに、国際的な相互運用の取り組みを進めることを謳っている。先の EU 規則と並んで国
際的なプライバシー保護の枠組みの基本になると考える。
参 考
・「行動ターゲティング広告ガイドライン」の改定について
http://www.jiaa.org/download/JIAA_BTAguideline2010_100603.pdf
・総務省「行動ターゲティング広告の経済効果と利用者保護に関する調査研究」
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009
-I-16.pdf （平成 22 年 3 月）
・「新しい EU の個人データ保護規則」(二関辰郎 弁護士)
http://www.kottolaw.com/column/000359.html
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf
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（付録 C） 米国における個人的な情報に関する訴訟の傾向
IPA は、米国における個人的な情報に関する訴訟の傾向及び企業側の対応などを調査し、ビ
ッグデータ利活用に関連しそうなところを抽出した。以下はその概要である。
Ｃ．１ 米国における個人情報保護に対する関心の高まりと行方
2000 年に 200 億ドル強であった米国のオンライン小売販売は、今日に至って 2,000 億ドルに
近づいている。オンライン市場の急激な拡大とともに、米国における個人情報保護に対する関心
は高まるばかりである。その象徴ともいえるのが、オバマ大統領指揮下、ホワイトハウスが「我々
は、もう待てない」というキャッチフレーズとともに 2012 年 2 月 23 日に発表した、「プライバシー
権利章典」原案（通称、“ホワイト・ペーパー”）である。 85この原案では、個人情報を、情報漏洩や
プライバシー侵害から保護する為の 7 つの大原則が提案されており、今後は商務省が、企業や
消費者団体、専門家との折衝等を経て、原案の趣旨に沿った行政指導ガイドラインや規則制定
を進めていくことになる。ホワイトハウスは行使可能な法律、規則整備を重視しており、FTCが強
力に行使していける体制を整えていくことを提言し、議会とも協力して立法も進めていく姿勢を
明確に打ち出している。 86
さらにホワイトハウスは、業界団体と協調してプライバシー保護に取り組んでいることを強調し、
Google、Yahoo!、マイクロソフト、AOL、さらに行動ターゲット広告を送信する企業や業者の 90%
がメンバになっている自主規制団体のデジタル・アドバタイジング・アライアンス(“DAA”)が、ブ
ラウザに組み込める「Do Not Track」技術の導入を推進する自主規制の基本合意に達したとい
うことを、上記原案と同時に発表した。この合意では、今後 9 ヶ月以内に、行動ターゲットのマー
ケティングからオプトアウトしたり、閲覧履歴をトラッキングするクッキーをブロックしたり、クロス・
サイト・トラッキングを防いだりできる機能を、ウェブブラウザに組み込めるようにすることになっ
ている。これまで合意へは任意参加であったが、今後はFTCの監督下に入るとのことである。 87
FTCが 2009 年と 2010 年に公表したスタッフ・レポートのガイドライン、上述のホワイトハウス
原案、商務省の最近の動きによって、今日、行政側が提示するプライバシー保護の実践的ガイド
ラインは、(1)通知(Notice)、(2)同意(Consent)、(3)透明性(Transparency)の三大原則に要約さ
れる。これら一連のガイドラインを通して米国が確立しようとしているプライバシー保護基準は、
差し当たりEU基準へ近づけることも念頭において作成されており、消費者プライバシー保護団
体も評価している。 88
しかしながら、「忘れられる権利(Rights to be Forgotten)」を打ち出して個人情報運用をます
85

本報告書 4.1.3 (4)参照; http://mashable.com/2011/02/28/forrester-e-commerce/;
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/02/23/we-can-t-wait-obama-administration-unveils-blueprint-privacybill-rights
86
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/03/07/commerce-dept-promotes-internet-privacy-blueprint-overseas
87

http://www.clickz.com/clickz/news/2154461/industry-joins-ftc-white-house-track-browsers; http://www.aboutads.info/;
http://www.informationweek.com/news/security/privacy/232601425
88
本報告書 4.1.3 (4)参照
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ます厳しく規制する方向でプライバシー保護を推進するEUのガイドラインは、ビッグデータが公
共社会にもたらす利益を著しく低下させ、米国におけるGoogleやFacebookのような企業がヨ
ーロッパで成長する可能性はさらに低減すると、米国社会は見ているようである。また、EUガイド
ラインは厳しすぎるがゆえに現実的ではなく、ほとんど行使できていないと認識する傾向もある。
この点、米国では前述のように行使可能な法律や規則整備を目指しているため、グローバルに
協調する姿勢は保ちながら、EUと同等レベルの規制はとらないだろうと考えられているよう
だ。 89
さて前述のようなホワイトハウスの姿勢にも押されて、議会においては既に様々な個人情報保
護関連の立法の動きが活発だが、法による規制に制限されることを嫌う企業や業界団体の反
対運動もあり、なかなか法整備は進まないようだ。この分野の企業が 1998 年から 2011 年に費
やしたロビイ活動費用は、約 12 億ドルにもなり、2011 年度の対連邦政府や議会へのロビイ活
動費は、Googleが 968 万ドル、マイクロソフトが 734 万ドルとレポートされている。つい最近にな
りロビイ活動を活発化させているFacebookにおいては、活動費用に 2010 年の 35 万ドルから、
2011 年には 135 万ドルを計上している。 90前述の「Do Not Track」に関する業界合意は、法律に
はよらず、あくまで自主規制によってプライバシー保護における主導権を握りたい業界企業や団
体が提示した方向性である。この点、DAAが推進する自主規制ガイドラインは、プライバシー問
題の専門家からも高く評価され、EUからもモデルにされているということである。
このような流れの中で、ウォール・ストリート・ジャーナルは 2012 年 3 月 16 日付で、Google
がアップル社サファリ・ブラウザーのプライバシー・セッティングをバイパスするクッキーをインスト
ールしていたとして、FTC、ニューヨーク州、コネチカット州等を含む州政府機関、及びフランス政
府系欧州調査機関などが調査に乗り出していると、報道した。さらに、最近のGoogle傘下の 60
余のサービスのプライバシーポリシーの統合、またFacebookのタイムライン機能や顔認識機能
の導入などに関しては、FTCに対してプライバシー保護団体が積極的に調査を求めている。ホワ
イトハウス、FTCをリーダーとした行政機関、議会、業界企業と団体、消費者団体、そして消費者
自身の情報保護問題に対する活動はますます活発で、今後も各動向が注目される。 91

Ｃ．２ 米国における個人情報漏洩に関連した司法、行政訴訟の動向
(1) 個人情報漏洩に関連した司法訴訟の動向
非営利プライバシー保護団体の PRC(Privacy Rights Clearinghouse)のウェブサイトの情報
によると、米国において 2005 年から今日までに発覚した情報漏洩事件は 2,972 件、漏洩レコー
ド数は、総計 5 億 4,500 万件弱にも達する。

89

http://insidegoogle.com/
http://www.reuters.com/article/2012/03/10/us-internet-privacy-idUSBRE82905K20120310
91
本報告書 4.1.4 (2)参照; http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304692804577283821586827892.html;
http://venturebeat.com/2012/01/06/epic-letter-to-ftc/
90
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表C.1

漏洩レコード数が多かった 5 大事件リスト 92

発覚日

情報の漏洩元

本拠地

漏洩レコード数

1

1/20/2009

Heartland Payment Systems

ニュージャージー

130,000,000

2

1/17/2007

TJX (TJMaxx, Marshalls 等を含む小売チェーン)

マサチューセッツ

100,000,000

3

10/2/2009

U.S. Military Veterans

ワシントン DC

76,000,000

4

6/16/2005

CardSystems

アリゾナ

40,000,000

5

5/22/2006

U.S.

ワシントン DC

26,500,000

Department of Veterans Affairs

今日まで、未だ史上最大の情報漏洩訴訟事件であるハートランド・ペイメント・システムズ事
件では、約 17 万 5 千のクライアントに対し、毎月およそ 1 億件のトランザクションを処理するコン
ピュータにハッカーが侵入し情報漏洩があったと、データ処理会社のハートランドが 2009 年 1
月に公表した。 93その後、被害にあった金融機関が集団訴訟を起こしたが、2010 年にVISAカー
ドと 6 千万ドル、マスターカードと 4 千 140 万ドル、ディスカバー・カードと 5 百万ドル、アメック
スと 360 万ドルといった巨額の和解金をもって和解したというニュースが大々的に報道された。
この漏洩事件に関連してハートランドが費やした総額は、約 1 億 4 千万ドルにも上ったと見られ
ている。 94また、ハートランドの株価は漏洩発覚直後に、14 ドル前後から 8 ドル前後まで下落し、
その後 2009 年 3 月中旬には 4 ドル前後まで低迷した。 95
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さて、連邦及び各州における司法訴訟の件数は 2005 年以降の増加が顕著のようである。こ
の増加傾向の最大の理由は、2002 年から 2005 年頃までに大半の州において、情報漏洩通知
92

http://www.privacyrights.org/ar/ChronDataBreaches.htm (2012 年 3 月 16 日現在);
In re Heartland Payment Systems, Inc. Customer Data Sec. Breach Litigation, 2011 U.S. Dist. LEXIS 138115
94
http://datalossdb.org/primary_sources; http://www.datanymity.com/breaches/heartland_payment_systems.php;
http://www.heartlandpaymentsystems.com/article/Heartland-Payment-Systems-Agrees-to-Settle-3051.aspx
95
In re Heartland Payment Systems, Inc. Customer Data Sec. Breach Litigation, 2011 U.S. Dist. LEXIS 138115;
http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=21753
93

- 128 -

法(一般的に Data Security Breach Notification Law と呼ばれる場合が多い）が施行され、情
報漏洩発生時には直ちに被害者に通知しなくてはならなくなり、公表されやすくなったとことに
ある。
上述のハートランド事件の例のように、情報漏洩を起こし、集団訴訟を起こされ、巨額の和解
金の支払いに応じる被告企業の報道が目立つ為、司法訴訟において被告の立場が極めて不利
に進み、被告が法律上の責任を認めざるを得ないのだと考えがちかもしれないが、実際には、
ほとんどの情報漏洩訴訟においては、被告の請求棄却申立てか、サマリー・ジャッジメントが認
められ、被告企業が有利なまま展開している。ハートランド事件においても、原告側の請求が限
定的に修正再提出を認められた請求はあったものの、ほとんど全ての請求項目が棄却されてい
る。
前述の表C.1 で史上 2 番目の情報漏洩事件の被告は、マサチューセッツ州を本拠地とする大
手 小 売 チ ェ ー ン の T.J. マ ッ ク ス （ T.J.Maxx ） 、 マ ー シ ャ ル ズ （ Marshalls ） 、 ホ ー ム セ ン ス
（HomeSense)を含むTJXである。 962003 年から 2004 年にかけて計 1 億件の顧客レコードが
ハッカーに盗まれたと 2006 年 12 月になって警察に通告し、2007 年に公表した。最終的に支払
った和解金、訴訟費用等全てを合わせると、情報漏洩にともなってTJXが失った額は 3 億 2 千万
ドルとも云われている。 97並行して起こされた集団訴訟においては、被告の請求棄却申立に対し
て、一部の原告請求は認められたが、過失、横領といった法理においては、個人情報が有形資
産とは考えられず、金銭的損害を立証できないということで請求要件を満たすことができず棄却
されている。
情報漏洩事件では、上述の TJX 事件のように、原告が金銭的損害を立証することが難しく、
原告の請求棄却となる場合が多い。しかしながら、技術や社会の急激な変化の中で、少しずつ
現状に合った法解釈によって、原告に有利な解釈をする判決も見られるようになってきたのも確
かである。
例えば、2011 年のカリフォルニア州北部地区連邦地裁管轄のクラリッジ v. ロックユー事件
では、個人情報の提示と引き換えにサービスが提供される場合、個人情報には金銭的価値が
あったとみなされ、漏洩が起こったこと自体で金銭的損害を受けたと考えることは可能であると、
連邦コンピュータ不正行為法の下に判断した。今後、ユーザ側が訴えを起こしやすくなったと見
られている。 98また、2003 年の事件であるが、連邦控訴裁判所第 9 巡回区におけるクレメン v.
コーエン事件では、「横領」の法理において、ドメイン・ネーム、音楽録音、ラジオ・ショー・顧客リ
スト等の無形資産が、必ずしも有形資産に結び付けられる必要はないと解釈され、セキュリティ
に関する不正行為や、データ盗用にも適用されると判断されている。 99今後の司法裁判において、
個人情報の価値がどのように解釈されていくのか、注目される。
96

In re TJX Companies Retail Sec. Breach Litigation, 564 F.3d 489 (1st Cir. 2009)
http://datalossdb.org/incidents/548-hack-exposes-94-million-credit-card-numbers-and-transaction-details;
http://abcnews.go.com/Technology/Media/10-top-data-breaches-decade/story?id=10905634&page=2;
http://www.eweek.com/c/a/Channel/TJX-39-States-Settle-Security-Breach-Lawsuit-647003/
http://www.computerworld.com/s/article/9134765/TJX_reaches_9.75_million_breach_settlement_with_41_states
98
Claridge v. RockYou, Inc., 2011 U.S. Dist. LEXIS 39145 (N.D. Cal. 2011),
99
Kremen v. Cohen, 337 F. 3d 1024 (9th Cir. 2003)
97
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(2) 個人情報漏洩に関連した行政訴訟の動向
一方、司法上の厳格な請求要件とは異なり、消費者感覚により近い位置にあるともいえる消
費者に対する不公正あるいは欺瞞的行為又は慣行を禁じるFTC法第 5 条を拠り所として、近年、
積極的にプライバシー保護問題に乗り出しているのがFTCである。 100不公正行為又は慣行の
判断基準は、1984 年のFTCにおけるインターナショナル・ハーベスター事件 101に関連して発行
されたFTCのポリシー・ステイトメントによって明確にされている。 102その判断基準は、(ア)消費
者や市場競争に与える影響を考慮した上で重大だと判断され、合理的に避けることのできない
ような損害を消費者に与える場合；(イ)既存の公共政策の下に違反がある場合である。以上の
ような要件の下に、FTCが行政訴訟を起こした主な事件には、2005 年のBJホールセール・クラ
ブ事件、2006 年のカードシステムズ・ソリューションズ事件、2008 年のTJX事件、2009 年の
CVSケアマーク事件、2010 年のツイッター事件、2011 年のセトルメント・ワン事件等があ
る。 1032006 年には、FTCが原告となって、チョイスポイントをジョージア州北部地区連邦地裁に
提訴して和解に至った事件もあった。 104
さて、上記一連の情報漏洩事件を検証すると、FTC が行政訴訟の対象とするのは、(a)保存と
送受信におけるデータの暗号化やパスワード設定が弱い、(b)既存のサイバー攻撃に対する防
御策が不十分、(c)不要なデータの保存、(d)情報管理に関する社内規則未整備か、遵守が不十
分、(e)個人情報管理や保護に関する社員教育の不備、(f)外部送信される個人情報のモニタ
ー・メカニズムの欠如、(g)下請業者に対する監督責任の不行き届き等の場合である。大原則と
しては、自社が属する業界における漏洩防止に最良と見なされている対応策（ベスト・プラクティ
ス）を怠った場合、その企業は摘発対象になり得る。
FTC が和解の条件として、対象企業に要求した３大改善項目は、(a)セキュリティー・プログラ
ムの運用（セキュリティー・コーディネーター職務の設置、リスク・アセスメント、セーフガード・プ
ログラム、継続的評価と、結果に応じた柔軟な調整、修正といった項目を含む）、(b)第三者独立
機関による監査と評価、(c)和解条件の遵守と FTC への適宜報告義務と要約できる。

100

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title15/html/USCODE-2010-title15-chap2-subchapI-sec45.htm
International Harvester Co., 104 F.T.C. 949, 1070 (1984)
102
http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-unfair.htm
103
In the Matter of BJ's Wholesale Club, Inc. File No. 042 3160,
http://www.ftc.gov/os/caselist/0423160/0423160.shtm; In the Matter of CardSystems Solutions, Inc., and
Solidus Networks, Inc., Doing Business as Pay By Touch Solutions, File No. 052 3148,
http://www.ftc.gov/os/caselist/0523148/0523148.shtm; In The Matter of The TJX Companies, Inc., FTC File No.
072-3055, http://www.ftc.gov/os/caselist/0723055/index.shtm; CVS Caremark Corporation, In the Matter of,
FTC File No. 112 3210 http://www.ftc.gov/os/caselist/1123210/index.shtm; Twitter, Inc., a corporation, in the
Matter of, FTC File No. 092 3093 http://www.ftc.gov/os/caselist/0923093/index.shtm; SettlementOne Credit
Corporation, In the Matter of, File No. 082 3208 http://ftc.gov/os/caselist/0823208/index.shtm
104
ChoicePoint Inc. (United States District Court for the Northern District of Georgia, Atlanta Division). FTC File No.
052-3069, http://www.ftc.gov/os/caselist/choicepoint/choicepoint.shtm
101
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Ｃ．３ 米国におけるプライバシー侵害に関連した司法、行政訴訟の動向
プライバシー侵害に関連した FTC による行政訴訟の動向は、本報告書 4.1.4(2)を参照してい
ただきたい。
連邦及び各州において起こされた司法訴訟の件数は、2000 年以降に急激に増加しているよ
うである。この傾向は前述の情報漏洩同様に、必ずしも原告側が勝訴を期待できるからではな
い。プライバシー侵害の場合も、個人情報が有形資産と見なされず、同意なしに個人情報をトラ
ックされ、収集され、ターゲット広告等に使われても、金銭的損害を証明できない為に、ほとんど
の場合、原告の請求は棄却される。それにも関わらず件数増加の傾向にあるのは、プライバシー
侵害に対する倫理を厳しく問う社会通念上、訴訟の被告となることによる企業イメージへの損害、
また並行して起こる FTC による行政訴訟や指導を追い風にして、司法裁判上の優位性とは無
関係に、和解交渉を有利に進められる可能性が高いからではないだろうか。
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例えば、Facebookは、2011 年 11 月、様々なポリシー改善、遵守プログラムを実践することを
条件としてFTCの行政訴訟において和解しているが、並行して起こされていたカリフォルニア州
北部地区連邦地裁におけるプライバシー侵害集団訴訟事件では、連邦電子通信プライバシー
法（Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §§ 2510, et seq.）、連邦盗聴法
（Wiretap Act, 18 U.S.C. § 2511(3)(a)）、連邦保存通信法（Stored Communications Act
(“SCA”), 18 U.S.C. § 2702(a)）、及び諸々のカリフォルニア州法に基づいた 8 つの請求項目で
提訴したが、金銭的損害を立証できないといった理由も含め、原告側が何れの要件をも満たす
ことができず、全てにおいて請求棄却されている。 105
また、FTCの調査対象となり、やはりカリフォルニア北部地区連邦地裁で起こされた、2011 年
のGoogle・ストリートビュー電子通信集団訴訟においても、ほぼ全面的に原告の請求が棄却さ
105

In re Facebook Privacy Litigation, 2011 WL 2039995 (N.D. Cal. May 12, 2011)
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れている。この事件は、Googleが“ストリートビュー”の画像地図を作成中に、Googleのユーザが
どのウェブサイトにアクセスしたかという暗号化されていないWi-Fiデータにインターセプトして
解析したとして起こされた、集団訴訟である。判決では、Googleによる請求棄却の申し立てに対
して、連邦盗聴法に基づく請求のみが棄却を認められなかったが、その他の州法に基づく請求
については、連邦法専占の法理、及び金銭的損害を立証できないということで、原告の請求が
棄却された。 106

Ｃ．４ 米国におけるプライバシー保護に関連した企業側の対応策
(1) プライバシー侵害問題の発覚から展開の考察
上述の「4.1.3 (3) 我が国における問題事例について」（47 ページ）で取り上げられたCarrier
IQ問題は、2011 年 11 月 28 日にEckhart氏がYouTube上にポリシー違反、プライバシー侵害の
可能性を指摘するビデオをアップロードした直後の 12 月 1 日から 2012 年 3 月 2 日までの間
に、全米 21 州で計 70 件もの訴状が、連邦第 1 から第 11 巡回区全ての管轄区内で少なくとも
一件ずつというかたちで提出されている。被告にはCarrier IQだけではなく、問題のツールを搭
載していたAT&T、スプリントといったキャリア、Apple、サムソン、ＨＴＣといった端末提供企業名
が連なっている。 107
一方、上院プライバシー委員会委員長を務める民主党フランケン上院議員は、12 月 1 日に
Carrier IQと上述の関連企業に対して事情説明を求める質問状を送り、12 月 15 日には企業側
の回答に満足していないというステイトメントを公表した。議員は並行して、12 月 14 日に上院プ
ライバシー委員会で、Carrier IQで得られた情報を捜査に利用していたかどうかのヒアリングを、
FBI長官に対して行っている。FTCにおいては、民主党マーキー下院議員が強く調査を求めたこ
ともあり、少なくともCarrier IQ幹部から事情説明を受けたようだ。FTCが公式に調査を開始す
るかどうかは、まだ不明である。マーキー議員は、この問題の発生を受け、1 月 30 日には既に携
帯機器プライバシー保護法の草案を公表している。草案では、携帯電話会社に対してCarrier
IQのようなツール搭載の有無や収集データ内容の説明義務、データ収集前の同意取得義務、
収集情報を第三者提供する場合のFTCへの報告義務等を提起している。 108
その後の検証の結果、Carrier IQのツールは「ルートキット」というほど悪質なものではなさそ
うだということに落ち着きそうだが、携帯電話会社のポリシー違反、プライバシー侵害の可能性
は依然あるとして、事態の収拾にはまだ時間がかかりそうだ。このツールを搭載している携帯電
106

http://www.nytimes.com/2010/10/28/technology/28google.html?_r=1
http://www.carrieriq.com ; http://androidsecuritytest.com/features/logs-and-services/loggers/carrieriq/;
http://www.youtube.com/watch?v=T17XQI_AYNo;
http://news.cnet.com/8301-27080_3-57335851-245/carrier-iq-faces-lawsuits-lawmaker-seeks-ftc-probe/;
http://dockets.justia.com/
108
http://www.franken.senate.gov/?p=hot_topic&id=1891;
http://www.huffingtonpost.com/2011/12/14/robert-mueller-fbi-carrier-iq_n_1148700.html;
http://www.theverge.com/2011/12/14/2636145/carrier-iq-under-investigation-from-ftc-and-fcc;
http://markey.house.gov/press-release/markey-releases-discussion-draft-mobile-device-privacy-act-wake-carrier-iq-softw
are;
107
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話は世界中で 1 億 4 千万台以上ということもあり、既に欧州にも飛び火しており、ドイツのバーバ
リア州データ保護局は、12 月 5 日にAppleに対して質問状を送っている。このような流れの中で、
Appleは 12 月 5 日に、最新iOS5 にはCarrier IQを搭載せず、既存ソフトのアップデートからも除
去すると発表した。スプリントは 1 月中旬に、全ての携帯端末からCarrier IQを除去することを発
表した。 109
米国においてプライバシー侵害問題が発生すると、数週間で司法、立法、行政を巻き込んだ
全米規模へと展開し、さらには欧州にまで波及する。米国市場において、外国企業は依然として
訴訟、行政指導の対象になりやすいといわれているので、日本企業に対しては、充分な情報保
護対策を練った上で、日常的な運用チェック、アップデートを怠らないことを強く勧めたい。

(2) プライバシー問題の発覚に対する企業側の対応の考察
さて、上記の経過において、Carrier IQがとった一連の対応から学ぶことは多い。問題告発者
のEckhart氏はYouTube上の報告ビデオ公開に先立つ 2011 年 11 月 14 日にウェブ上でCarrier
IQツールの詳細なリポートをしたが、これに対して、Carrier IQは、Eckhart氏のリポートは根拠
のない誹謗中傷であり、自社のトレーニング・マテリアルを無断で使用したことに対する著作権
法違反においても 15 万ドルの損害賠償を求める訴訟を起こす準備があるという内容の警告状
を、Eckhart氏に対して 11 月 16 日に送った。しかし、一般社会の反応が極めて厳しかったことも
あり、11 月 23 日には、警告状の撤回だけではなく、Eckhart氏に対する謝罪まで公表せざるを得
なかった。それ以降Carrier IQの対応は、通話中の回線切断やバッテリー消耗問題といったサ
ービス向上の為のデータ収集はしているが、いかなる時点においてもキー入力を保存して送信
することはないと懇切丁寧に説明するという方針に転換し、12 月 12 日には 18 ページに渡る
「Carrier IQの技術を理解する為に(Understanding Carrier IQ Technology)」といったステイト
メントを公式発表している。 110
Carrier IQのマーケティング担当カワード副社長は、12 月 14 日付CNETからのインタビューに
おいて、競合他社に情報が渡ることや消費者の反応を恐れて警告状を送ってしまったが、明ら
かに誤った行動であった、3〜4 年前の対応策は今日においてもはや適切ではないということに
気付いていなかったと語っている。カワード副社長は、さらに、これ程までに社会に対しオープン
で透明でなくてはならないとは予想もしていなかった、企業としての危機感が高まるにつれて、
これらに真摯に対応することが名誉挽回の絶対条件であると気付いたと続けた。別途、フォーブ
ス紙の同日同様のインタビューでは、Eckhart氏のリポートがブログやYouTubeに掲載されてか
らこの問題が拡大したことに関して、今日のブログ・コミュニティーの存在という厳しい現実をよ

109

http://news.cnet.com/8301-31921_3-57336801-281/carrier-iq-analysis-finds-no-evidence-of-keylogger/;
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/245481/european_regulators_start_investigating_carrier_iq.html;
http://www.wirelessweek.com/News/2012/Carriers-Sprint-Hangs-Up-on-Carrier-IQ/
110
http://www.businesswire.com/news/home/20111201006857/en/Carrier-IQ-Updates-Statement-Operators-Carrier-IQ;
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399556,00.asp;
http://www.informationweek.com/news/security/mobile/232200381
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く理解していなかった為、重大な戦略ミスを犯したと認めている。 111
上述のカワード副社長の言葉からも推考できるように、米国におけるプライバシー問題におい
て企業が最も重要視すべきは、一般消費者がどのように本問題を認識しているかということで
あろう。これまでに検証してきたように、今日においても米国司法におけるプライバシー保護は極
めて限られているといえる。FTC も人材不足もあって、Google、Facebook といった社会的影響
力の大きい巨大企業に対する行政指導に手一杯で、行政調査や指導の及ぶ範囲までは予測が
難しいようである。この点で、司法、行政訴訟の行方とは別に、一般消費者の疑念や不信感が一
度爆発してしまうと、企業が受けるダメージは計り知れない。

Ｃ．５ プライバシー保護に関連して、議論の活発化が予測されるトピック
上述のように、今日まで最大の問題のひとつであった「Do Not Track」については、とりあえず
行政、業界自主規制団体が協調してひとつの解決策を見出したようだが、例えば Track される
ことを拒否した選択をした消費者が、今後のオンライン・サービスに満足するのか、ビジネスが成
り立っていくのか、また現実的にフラッシュ・クッキーをどのように扱っていくのか等、まだまだ議
論は尽きないようである。
2011 年 6 月のFacebookに続き、Googleも 12 月に顔認識技術を取り入れたが、今後もこの
技術を導入していく企業やサービスは増え続けると考えられている。過去にアップロード済みの
大量の写真や映像が対象となる技術だけに、オプトインの徹底と、使用目的の透明化等、課題
は極めて多いと考えられている。 112
さらに、例えば顔認識技術を用い、既にウェブ上で公開されている、あるいは公共から入手可
能な特定の人物の複数の顔写真と情報を合致させることにより、ひとつの写真には例えば名前
だけといった限られた情報しかなくても、合致した別の写真から様々な個人情報を入手するとい
ったデータ収集技術も問題になっており、このようなデータ分析や収集に使われる｢Personally
Predictable Information（個人を推定的に特定可能な情報)」の取り扱いについても、今後議論
が活発になっていくと見られる。 113
また、ネットフリックス事件にも関連して、匿名化(anonymization)された、あるいは識別不能
化 (de-identification) さ れ た 情 報 が 、 非 匿 名 化 (de-anonymization) 、 再 識 別 化
(re-identification)されてしまうリスクも非常に注目されている。非匿名化については、そのような
リスクが少なからずある以上、原則としてセンシティブな個人情報の活用については厳しいガイ
ドラインを設けるべきだと考えるグループと、例えばビジネス上のメリットだけではなく、医療研究
の為、人種、性別、地域問題から発生する様々な社会問題の検証と解決の為といった公益性も
111

http://news.cnet.com/8301-27080_3-57343272-245/carrier-iq-exec-says-company-has-learned-lessons/;
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2011/12/14/carrier-iq-a-case-study-in-the-streisand-effect-squared/

112

http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2011/12/google_s_and_facebook_s_facial_recognition_opt_in_p
olicies_are_a_smokescreen_.single.html
113
http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/face-recognition-study-FAQ/acquisti-faces-BLACKHAT-draft.pdf
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含めた上で、個人情報の活用から得られる利益性を重視し、原則として、技術上、非匿名化され
るリスクは極めて低いとみなした上で活用ガイドラインを設けるべきだと考えるグループがあ
る。 114
ポリシー的な観点からは、ターゲット広告の一環として、収集された個人情報を基に特定グル
ープの消費者に対して特別クーポンを提供する、特定の商品やサービスを提供するといったビ
ジネスモデルの場合、切り捨てられてしまうグループに対して、プライバシー侵害から派生して、
消費者に対する不当な差別になりかねないという問題(Discrimination)が提起されている。
最後に、最も根本的な問題として、言論の自由を保障する米国憲法修正第一条の下、プライ
バシー侵害との兼ね合いから、どの範囲まで個人情報の活用が許されるのかという議論も活発
である。個人情報活用においては、正当に収集した正確な情報の分析結果を第三者に伝えると
いう行為に、言論の自由が当てはめられる。特にこの問題については、米国最高裁判所が 2011
年 6 月 23 日 IMS ヘルス事件判決で、製薬会社が薬局から医者の処方箋情報を入手して、医
者への営業やマーケティングに利用することを制限するヴァーモント州法に対して、言論の自由
において、そのような制限が違憲であると判断している。今後、言論の自由がどのような場合の
事実関係に適用されて、個人情報の活用が許されるのかますます議論が活発になると考えられ
る。

114

http://www.forbes.com/sites/firewall/2010/03/12/netflix-settles-privacy-suit-cancels-netflix-prize-two-sequel/;
http://www.ftc.gov/os/closings/100312netflixletter.pdf
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（付録 D） 国内におけるビッグデータ収集・利用の動向調査（動向調査編）
くらし研と並行して、IPA では日本国内におけるビッグデータ利活用の動向を調査した。以下
はその概要である。
D．１ ビッグデータ利活用の現状
国内におけるビッグデータ利活用には、大きく以下に分けることができる。
・
・
・
・
・
D．1．1

IT ベンダによるもの
プラットフォーム事業者によるもの
自社内でのデータ利用
データ分析支援
データの社外への二次利用
IT ベンダによるもの

国内外を問わず、あらゆる IT ベンダがビッグデータの利活用やサービスの提供に注力してい
る。米国 IT ベンダでは 2009 年以降ビッグデータに関わる企業を買収したり、製品／サービスを
続々投入している。国内においても 2010 年以降大手ＩＴ事業者がＨａｄｏｏｐのインテグレーション
事業を展開したり、複合イベント処理技術・検索機能強化などの開発競争も生じている。
表 D．1．1 主要 IT ベンダによるビッグデータ製品開発などに関わる最近の取組み

115
116
117

会社名

時期

日立製作所

2011 年 11 月

日本アイ・ビ
ー・エム

2011 年 11 月

NEC

2011 年 11 月

日本ヒュー
レット・パッ
カード

2011 年 12 月

富士通

2012 年 1 月

主な施策
クラウドコンピューティング業「HarmoniousCloud」のサービス基盤に
「ビッグデータ利活用サービス」と「スマートインフラサービス」のサービ
スメニューを追加した。 115
日本企業のグローバル進出や現地ビジネス強化を支援するため、顧客
が、膨大な情報を経営戦略に生かすための基盤を提供するクラウドサ
ービスを提供開始した。分析対象は中国語、英語、スペイン語、仏語、ド
イツ語など、11 言語に対応。 116
センサなどから収集するビッグデータを、リアルタイムで分析しユーザに
情報提供するとともに、分析システムで利用する分散ストレージの消費
電力を従来比 2/3 に低減するビッグデータ処理基盤技術を開発した。
企業におけるビッグデータの活用に向けたITインフラ構築を支援するソ
リューション「HPHadoopHBaseサービス」を発表した。同ソリューショ
ンは、「Hadoop」に各種サービスをワンストップで提供する。 117
ビッグデータを利活用するための基盤クラウドサービス「データ活用基
盤サービス」を提供開始した。大量のセンシングデータを収集、蓄積、統

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2011/11/1124.html
http://www-06.ibm.com/jp/press/2011/12/0501.html
http://h50146.www5.hp.com/services/infrastructure/storage/hh_solution.html
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NTT データ

2012 年 1 月

合し、リアルタイム処理やバッチ処理による将来予測などを行う「情報
管理・統合サービス」、「通信制御サービス」などを提供。 118
非構造化データの活用における分析ソリューション提供に向けて、米
MarkLogic社との協業に合意した。今回の提携で、非構造化データ分
析に有効な ネイティブ型XMLデータベース を活用したビッグデータ
活用ソリューションを提供することが可能となる。 119

D．1．2 プラットフォーム事業者によるもの
携帯電話キャリアを代表とするテレコム分野、インターネット接続事業分野では通信ログやウ
ェブへのアクセスログといったデータが大量に発生している。特に携帯電話キャリアでは、スマー
トフォンの急速な普及により、位置情報をはじめとするライフログ（消費者の行動履歴を保存し
たデータ）を分析するニーズが急速に高まっており、これらの分析を活かした取り組みも始まっ
ている。
携帯電話キャリア以外でもプラットフォーム的な事業を行う業者でもビッグデータを収集・利
活用しようとしている動きがある。例えば、カルチュア・コンビニエンス・クラブが T 会員のデータ、
ローソンが共通ポイントプログラム「Ponta」を用いてマーケティングを行おうとしている。
また、リクルートでは、全社で 100 台の Hadoop サーバを稼働させ、自社のデータを分析しよ
うとしている。ここでは、静的なデータ（スーモで約 200 万件のデータ）だけではなく、「つぶやき」
のようなデータについてもリアルタイムで処理・分析しようとしている。

図D．1．1

118
119
120

リクルートにおけるHadoop活用状況 120

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/01/16.html
http://www.nttdata.co.jp/release/2012/020300.html
「我が社が Hadoop を利用した理由と効果」 2011 年 11 月 30 日 リクルート公開講演会より
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D．1．3 自社内でのデータ利用
蓄積したデータを自社・自団体の業務に利活用するいわゆる「ユーザ企業」におけるビッグデ
ータ利活用の目的としては以下のものがある。
・ 製品開発、業務改善、販売促進、見込み客の獲得
・ 性能モリタリング、品質監理、異常検知
・ 保守、サポートの強化、故障や被害の予防
東日本ウォータービジネスでは、同社が展開する自動販売機をインテリジェント化し、顧客情
報の分析から売上げを向上させるとともに、顧客の行動から「落ちないキャップ」のペットボトル
の販売を始めた 121。また、がんこフードサービスでは店員にセンサを装着、城崎温泉ではＩＣカー
ド化した「外湯券」を発行するなどして、店員やユーザの行動を収集し、業務改善や販売促進に
役立てようとしている。
日立プラントテクノロジーは、クレーンの稼働状況を監視し、異常を検知すればすぐ通知する
サービス 122を、富士ゼロックス静岡では複合機に埋め込んだセンサを通じてトラブルデータを収
集・分析し、その結果を現場のCEにフィードバックする 123取組みを進めている。
D．1．4 データ分析支援
データ利活用企業の分析業務を支援するビジネスも既に立ち上がっている。
三井情報は、SAPジャパンが提供するインメモリソフトウエア「SAPHANA」を用いたデータ分
析の実証実験に着手した。その第一弾として、癌研究におけるゲノム解析と、創薬開発プロセス
における化合物データ解析にビッグデータ分析を用いてる。SAPHANAをデータ基盤としたリア
ルタイム情報分析手法を確立し、ビッグデータ解析へ適用することで顧客が経営戦略を策定す
るプロセスを支援する 124。
ブレインパッドはビッグデータ分析ソフトで急成長し、大手企業を中心に 99 社の採用実績が
ある。ウェブサイト訪問者の性別や年代などの属性や閲覧履歴のデータなどを基に、企業のサイ
トが収益に寄与しているかなどを検証し、効果的なサイト構築やネット広告制作につなげようと
している。
D．1．5 データの社外への二次利用
収集されたデータを分析して二次的に提供している取り組みもいくつか見ることができる。
アトラクターズラボは、インターネット上に公開された国内の不動産物件情報をクローラで自
動的に収集・蓄積し、顧客の求める定型・非定型の分析ニーズに対してASP/クラウド型サービ
スとして提供している。データスタジアムは、野球、サッカー、ラグビー、バスケットのプレーをデー
121

http://www.jre-water.com/20120305FROMAQUANEW.pdf

122

日経コンピュータ 2011 年 12 月 22 日号、pp.28-45

123

日経コンピュータ 2012 年 2 月 2 日号、pp.30-47

124

http://www.mki.co.jp/service_news/service_news_2011/1110_01.html
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タ化し、新聞社などへのデータ提供から、チーム強化のためのコンサルティングまでを手掛けて
いる 125。
D．2 ビッグデータが実現する未来
ビッグデータは、これまで思いつきもしなかったような機能やサービスを実現する可能性があ
る。今回の調査では、以下のような例を見いだすことができる。
・ M2M クラウド
・ デジタルヘルス（IT × ヘルスケア、IT × 医療）
・ スマートアグリ（IT × 農業）
D．2．1 .M2M クラウド
M2M（machine to machine）とは、ネットワークにつながった機器同士が情報交換し、人の判
断を介することなく最適な自動制御を行うものである。「M2M」の基盤を提供するクラウドサービ
スが相次ぎ登場している。機器からデータをクラウドセンターに収集し蓄積する M2M クラウドは
次代のビッグデータ事業を担うプラットフォームの本命と目されている。
現状では、M2M の用途は自動販売機の遠隔制御、工作機械やトラックの位置情報の収集な
どが中心である。大手 IT 企業が相次ぎこの分野に参入しているのは、都市の社会インフラやエ
ネルギー需給を効率的に管理する「スマートシティ」のビッグデータに対する需要の高まりが期
待されているためである。表Ｄ．２．１は、想定される M2M クラウドの応用事例をまとめたものであ
る。
表 D．2．1

想定される M2M クラウドの応用事例

・ 医療：疾患予防が期待されている。毎年の健康診断結果の推移、日々の健康情報、飲食・
活動履歴などから健康を害する生活習慣を見つけ出す。それを基にライフスタイルを改善
することで、健康を維持できる。
・ 農業：農業の現場では、温度や湿度などを計測する気象センサや土壌の水分量や栄養度
を計測する土壌センサなど、様々なセンサの設置が始まっている。さらに、水や肥料を自動
125

日本経済新聞 電子版 2011 年 8 月 15 日
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・

・

・

・

・

・

で与え、気象条件や CO2 濃度を制御する仕組みも試みられている。
エネルギー：昨今のエネルギー事情を勘案すると、大規模停電を回避するためのインフラの
構築がまたれる。全国の発電、蓄電、電力消費のデータを収集し、企業や工場、家庭の発電
能力や蓄電能力も考慮しつつ、できる限り日常生活が変わらないように、電力の供給と消
費を制御する。
交通：道路の渋滞、公共交通機関の混雑、人の動線などの各種予測が期待される。それら
は、過去のデータを分析し予測されるが、天気や事故のような突発的な事象にも影響され
るので、長期予測をベースに、逐次収集されるデータを使って更新される。
建築：道路、ビル、橋、高速道路、鉄塔などの構造物の劣化や破損を確認するために、人が
定期的に点検する代わりに、それら構造物に各種センサ機器を設置し、データを収集・分析
することで、崩壊前の異常検知や地震などの災害時に損傷把握が可能となる。
家電：メーカは、故障した家電からデータを収集・分析することによって、故障を起こしやす
い利用環境や使い方を把握できる。最近、インターネットに接続できる家電も増えつつあり、
遠隔から家電が故障する前兆を検知し、利用者に注意を促すことも可能になってきた。
防災：現状、雨量や河川の水位のデータを収集し避難勧告・避難指示が規定されているが、
局所的豪雨の激しさが増す傾向にある。そのため、さらなる即時性と住民への確実な伝達
手段を実現する必要がある。
金融：マネーロンダリングをはじめとする金融犯罪への対策の高度化を目的として、膨大な
顧客データ、取引データを活用することによってリスクの高いポイントを識別し、顧客管理を
強化する。

D．2．2. デジタルヘルス（IT × ヘルスケア、IT × 医療）
日本政府のIT戦略本部が中心となって進めている「地域医療連携ネットワーク」構築におい
て、病院の電子カルテシステムなどに記録されている診療情報を複数の医療機関で共有する
仕組みである「EHR 126」の構築が不可欠である。医療情報の電子化基盤として、EHRとともに
挙げられるのが「PHR 127」である。PHRでは一般の人がウェブサービスなどを通して、自身の健
康・医療情報の入力や検索などが可能となる。そのため、 患者主導 による医療情報の電子化
の仕組みといえる。PHR実現をけん引するのが、携帯端末向け健康情報管理サービスである。
個人向けの健康情報管理サービスの代表例としては、米国Googleの「Google Health」や、
米国Microsoftの「Health Vault」などが挙げられる。これらのサービスがEHRと連携することで、
健康・医療情報の共有化や医療の質の向上にも役立つことが期待されている 128。
個人を対象とした医療、健康の分野は、医療機関、健康機器メーカ、スポーツクラブなどが連
携して、日々のライフログを収集し、疾患との相関関係を分析することで新たなビッグデータ市場
を牽引する可能性を秘めている。同様の方法によって、日々の健康情報が収集されるので、栄養
問題もカバーでき、メタボ予防やダイエットなどへの適用も実現可能となると考えられる。このた
126
127
128

EHR（Electronic Health Record）
PHR（Personal Health Record）
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1101/11/news04.html
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め、主要な携帯に対応したPHRサービスが日本でも開始されている 129。

医療クラウドの始動
医療の現場においてビッグデータを活用する取り組みも進んでいる。GE ヘルスケア･ジャパン
とソフトバンクテレコムは、クラウド環境での医療画像のデータホスティング事業を、2011 年 9 月
から共同で展開している。
医療画像データ容量は爆発的に増大しており、データの管理コストの増大、データの移行作
業の負荷増大、データ喪失リスクが高まっていることが、大規模な病院の大きな課題になってい
る。データ管理コストでいえば、医療用画像管理システムは通常 5、6 年ごとに更新するが、その
際に 5 年後のデータ必要量を前提としたシステム調達では、必要量を満たすまでの不稼働容量
が大きく投資効率が悪い。これを必要な分だけ利用するホスティングサービスに移行することに
より効率を向上させることができる。 130

図D．２．1 診療報酬とデータセンタ利用料の比較 131
データ管理コストが 1/6 から 1/20 になることが示されている。
ＩＴ企業が医療向けサービスを強化する背景には、以下の三つの理由があげられる。
・ 医療クラウドの普及を促す政府の予算が付いたこと。地方における医療体制を充実させる
ため、政府は 2013 年度までの 5 年間で総額 4450 億円を「地域医療再生基金」として自
治体へ交付する方針を打ち出した。
129
130
131

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1101/11/news04.html
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/it/news/201103/518706.html
GE ヘルスケア・ジャパン（2012 年 2 月 3 日発表、Healthcare Seminar 2012）
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・ サービスの自由度を高めることにつながる規制緩和が行われたこと。具体的には 2010 年
2 月に厚生労働省が医療データの扱いについてのガイドラインを改定した。これにより、従
来は医療機関内での保存が義務付けられていた診療データを、データセンタなど医療機
関の外部に保存できるようになった。
・ 需要が拡大したこと。東日本大震災の津波によって、被災地の医療機関は紙のカルテや画
像フィルムだけでなく、電子化したデータがサーバごと流されるなどの被害を受けた。これ
が、医療クラウドに注目が集まる契機となった。医療クラウドのサービス提供事業者は、デ
ータセンタにサーバなどを設置し、災害時でもデータを安全に管理できるようにしている。
D．2．3 スマートアグリ（IT × 農業）
日本の農業は大きく分けると、JA と農業生産法人（会社形態）になる。後者にはセブン＆アイ
が運営するセブンファームやイオンがつくったイオンアグリ創造、サイゼリアの作った法人などが
属する。両者を合わせても日本の農業の平均耕地面積は 1 生産者当たり 1.8 ヘクタールくらい。
米国の約 100 分の 1 で効率の悪さは自明である。
農林水産省は 20〜30 ヘクタールの農業経営規模を標準にしようとしているが、大規模化す
ると人と管理の負担が増え、人手だけでの管理は厳しくなり、ＩＴの利活用が要請されることにな
る。

ノウハウの伝授
ノウハウを後継者に継承する取り組みも重要である。農業は今まで、どこの農地に何を植える
か、いつ種を蒔いていつ農薬を撒くのかなどを暗黙知に頼っている傾向が強かった。富士通で
は IT 化によって、暗黙知を形式化する、いわゆる「見える化」を農業分野で推進している。

図D．2．2

132

農業経営でITが期待できる分野 132

「農業の産業化と農業クラウド」 2012 年 2 月 6 日 富士通発表
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ここでの「見える化」とは、「生産の見える化」「経営の見える化」「顧客の見える化」の三つ。
「生産の見える化」とは生産の暗黙知を「見える化」したり、共有化したり、次の世代に伝承した
りする。「経営の見える化」とはどこの農場でどれだけコストがかかっているか、納期が守れるよ
うな経営になっているか、金の借り入れ、収支状況などをきちんと対外的に数字の説明ができる
か、というものである。「顧客の見える化」は、農業にもマーケットインの考え方が必要であるとい
う意味で非常に重要である。
ここでは、早和果樹園や新福青果などと共同でクラウドの実証実験を行っているが、農業従
事者に問題意識がなければツールである IT の導入が難しい。農業が産業化して経営者の意識
がビジネスライクに変わることが、スマートアグリを推進するために必要であると考えている。

農業ロボット
また、国内において「農業ロボット」に関する実証実験に企業や研究機関が取り組んでいる。
実証実験の対象となる農業ロボットは「第 3 世代農業ロボット」と称され、各種センサに加え、多
様なアクチュエータを有しており、センシングやハンドリングを通じて、作物や土壌の状態をはじ
めとする生産情報や作業規範を取得できる。センシングおよびハンドリング機能、大容量のメモ
リを生かして大量の情報を蓄積することができる。 133
農業ロボットは、トラクターや田植機などの運転や作業を無人化した「車両系ロボット」、トマト
やイチゴなどの果菜類の収穫や、野菜苗の接ぎ木作業を自動あるいは無人で行うものを「マニ
ピュレータ系ロボット」と分類している。
車両系ロボットは、航法システムとしてGPS方式が採用されているケースが多い。現在、北海
道大学では走行方向のガイダンス・システムを搭載した車両系ロボットの実験を行っている 134。

D．３.国内における動向調査の結果
国内におけるビッグデータ利用の動向調査の一環として、一般の国内企業がビッグデータを利
活用する意識をウェブアンケートにて調査を行った。 135以下は、その概要である。

133

J-Net21（2008 年 10 月 31 日）http://j-net21.smrj.go.jp/develop/robot/entry/20081031-05.html

134

JAXA（2011 年 10 月 17 日）http://qz-vision.jaxa.jp/READ/interview/244.html、
建設の施工企画（2010 年 10 月 10 日）
http://jcma.heteml.jp/bunken-search/wp-content/uploads/2010/10/058.pdf10http://jcma.heteml.jp/bunken-search/wp-co
ntent/uploads/2010/10/058.pdf
135

・
・
・
・
・

調査概要は、以下のとおりである。
調査目的：企業におけるビッグデータの利用/非利用に関する意識を調査する
調査対象：「ITpro」読者のうち日経 BP コンサルティングがモニター管理を実施している 9 万 7000 人
調査期間：2012 年 1 月
調査方法：ウェブアンケート調査（日経 BP コンサルティングのウェブ調査システム「AIDA」）
回収数：有効回答数：4005
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D．３．1. 非ベンダ企業におけるビッグデータへの対応状況
図 D．3．1 は、非ベンダ企業に対してビッグデータの利活用状況を尋ねた結果である
(n=2485)。
（設問）あなたの勤務先では「ビッグデータ（大量データ）」にどの程度
対応していますか

図 D．３．1 ユーザ企業におけるビッグデータの対応状況（単一回答）
ビッグデータを既に保有して業務に利活用しているとした回答は 22.9％に、ビッグデータを既に
保有しているが有効に利活用できていない 17.7％を加えた 40.6％が、ビッグデータを収集してい
るとしている。一方、ビッグデータと呼べるだけのデータ量が発生していないとした回答は 42.5％
であった。「ビッグデータ」利活用については、現時点ではまだ発展段階であることが示されてい
る。
D．3．2 ビッグデータ利用の目的
図 D．3．2 は、ビッグデータを利活用しているとした会社で具体的にどのような利用をしたかの
結果である(n=570)。
「経営戦略、事業戦略の策定」、「顧客サービスの向上」がそれぞれ 44.4％となり同数で一位。
次いで「販売促進・見込み客獲得」（39.3％）、「製品開発」（34.3％）とする回答が多く、概ね自
社の事業成果への直接的な向上・改善を目的としたものが上位にあげられている。
一方、利用目的として低かったものとしては「EC サイトでの動線分析・行動ターゲティング」
が 7.5％、「EC サイト以外での動線分析・行動ターゲティング」が 6.1％、「ブログやソーシャル・
ネットワークにおける口コミ、風評等の把握」が 3.9％であった。いずれも、十分な分析手法が確
立しているとはいえず、実施しているとしても研究段階にとどまっているためと考えられる。逆に、
この分野で画期的な分析ができるようになれば大きく伸びる可能性があると思われる。
（設問）あなたの勤務先では、現在どのような目的で「ビッグデータ（大量データ）」の
利活用を行っていますか（複数回答可）
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図 D．３．2

大量データ（ビッグデータ）利用の目的

D．３．3.ビッグデータ利用にあたって課題となる要因
ビッグデータを利用するにあたって、課題と考える項目と改善が必要であるとする項目をポー
トフォリオにした。表 D-3-1 であげるそれぞれの設問に対して課題はない（改善の必要性はな
い）を 1 点、あまり課題ではない（2 点）、ほとんど課題ではない（3 点）、どちらかと言えば課題で
ある（4 点）、少し課題である（5 点）、課題である（6 点）のように点数化して各設問の加重平均の
値について縦軸を課題の認識、横軸を改善の必要性でプロットした。図 D．3．3 は、その結果で
ある。
表 D．3．1 課題、必要性に関しての設問内容
①

社内、団体内において大量データを処理するためにシステム基盤の強化が必要となる

②

社内、団体内において高度な分析を実現するためのマイニングシステムなどを導入する必要がある

③

社内、団体内において取得するデータ精度を向上させる必要がある

④

大量データを管理するために運用負荷が増大する

⑤

社内、団体内のデータを集約して一元的に管理する必要がある

⑥

プライバシー・個人情報保護に関する社内・団体内規定に抵触する可能性がある

⑦

プライバシー・個人情報保護以外に各種の規定に抵触する可能性がある

⑧

大量データを利用・活用する際の権利関係について明確な規定がない

⑨

大量データを分析する人材が足りない

⑩

大量データやその分析結果を取り扱う際のリテラシーを社内や団体内で教育する必要がある
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より大きな課題 ←課題の有無

多くの企業で、課題であり、
10 項目の平均値

改善ニーズも強い

（３．４１，３．４５）

改善の必要性

図 D．3．3

→ より大きな必要性

課題、必要性のポートフォリオ

これから、⑨大量データを分析する人材が最も大きな課題であり、必要があると認識されてい
ることが示される。これに次ぐのは、①会社・団体での大量データ処理のためのシステム基盤の
強化(特に必要性)、⑧大量データ利活用の際の権利関係についての明確な規定が次いでい
る。
データを分析する人材については、専門的な教育を受けた人間が少ないこともありヒアリング
を行った会社でも要員の確保、育成に苦労しているようであった。その一方で、JR 東日本ウォー
タービジネスのように、「業務を最も知っているのは現場の人間である」としてあえて、統計など
の「専門家」ではなく、現場担当者が分析を行い一定の成果を上げているケースがあった。今後
もいろいろな試行錯誤が続くと考える。
課題、必要性が低いものとしては、⑥プライバシー・個人情報保護に関する社内・団体内規定
への抵触、⑤社内、団体内のデータを集約しての一元的な管理、であった。これらは、ビッグデー
タの利活用が当面社内・団体内のみで行われると想定しているためであると考える。今後デー
タの二次利用、相互利用が行われるようになった場合には検討すべき課題になると考える。
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（付録 E） 米国におけるビッグデータ市場動向

Ｅ．１ ビッグデータ活用の背景
２０１０年代に入ってから、ビジネス界における大きなトレンドとしてビッグデータ活用への関心
が高まっている。 記憶媒体技術の急速な発展やクラウドの利用拡大により、かつては捨てられ
ていた生成データは事業者それぞれによって蓄積されるようになり、また企業コンプライアンス
などを理由に何年も保管されるようになった。 一方、生成されるデータもインターネットやモバイ
ル端末の普及、ＧＰＳや各種センサが配信する情報の飛躍的な増加によって複雑かつ大容量化
し、従来の技術では管理と活用が困難になりはじめていることも背景のひとつである。 特に、現
在注目を浴びているのは売上や顧客データなど従来のデータベースで保管及び処理可能な構
造化データではなく、ＳＮＳや掲示板への投稿などの文章や音声、画像、動画ファイルに代表され
る非構造化データの解析であり、ビッグデータの大半を占めるとともに、人の嗜好や行動をリア
ルタイムで把握可能にする新たなビジネスツールとして期待が高まっている。 米国では小売業
界やインターネット系サービスでのビッグデータ活用が見られはじめ、徐々に金融や医療など各
セクターへの浸透がはじまっている。リーマンショックや欧州債務危機による世界経済への影響
は今も顕著であるが、米国の民間企業はビッグデータを通してより高度なＢＩ知識を得て業務の
効率化や新たなマーケット開拓、既存サービスの向上などを図って成長を模索している。 幾つ
かの技術革新がビッグデータ解析を推進している反面、日本ではプライバシー侵害への懸念な
どがあるため今後の利用促進を阻害するのではないかという声があるのも事実である。
米国におけるビッグデータの起源は、Google が検索エンジンやスペルチェックなどの基盤サ
ービス用に自社で開発したソリューションに見られる。 大量の蓄積データを分散処理することに
よって短時間での解析を可能にし、今も Google の一部サービスで応用されている MapReduce
は、現在 Hadoop などビッグデータの解析処理プラットフォームの中核として使用されている。
また、ビッグデータは大手ＳＮＳサイト Facebook で利用者データの解析や、大手小売業者
Walmart で顧客動向や商品分析にも活用されているが、両社は共に自社開発ソリューションを
投入することによって扱うデータの特殊な課題をクリアしている。
ビッグデータ活用のメリットは ①経営・業務の透明化の実現、②新たな商品やサービスモ
デルや業務効率化に向けたシミュレーションの実行、③セグメンティングを通した顧客細分化に
よる販売促進機会の開拓、④サンプリングや人の勘ではなく、実データに基づいた判断の支援、
⑤新サービスや新ビジネスモデルの発見、などが考えられる。 各企業や業界において使用目
的は異なるが、現状では業務効率化のみを目的としてビッグデータを活用していることが多い。
また、未だに企業経営陣はデータに不信感を抱いたまま勘や経験をもとにビジネス判断を下す
ことが多いため、「ビッグデータ先進国」と見られている米国でも本格導入はまさにこれからであ
るとも言える。
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Ｅ．２ ビッグデータ導入の状況

図 E.2.1 民間企業のビッグデータ導入状況
（出典：Enterprise Strategy Group, August, 2011）
各セクターではそれぞれにビッグデータ導入について数多い構想が描かれているが、現状は
業種によって様々で、導入の経済性や業界構造などによって利用状況が異なる。 例えば医療
業界では、年間２．５兆ドル近い米国の膨大な医療出費額を削減する手段としてビッグデータの
応用が期待されている。 一般によるＳＮＳやインターネット掲示板への書き込み内容の分析で、
地方自治体との通信網をリンクした公的衛生情報の充実や、新薬の開発や新たな治療法の早
期発見の可能性も見込まれている。 しかし、米国の医療機関の電子化がやや遅れていることが
大きな課題であり、データの共有を前提とするビッグデータ活用に向けた最大のボトルネックで
ある。 また、米国では国民皆保険制度をとっておらず、医師、患者、保険会社、及び製薬会社間
で情報を共有化するインセンティブが少ないため、各医療サービスの内容や料金に関する情報
が不透明であり、求償システムが非効率的である。 ビッグデータを取り入れることによってこれ
らが所有するデータが共有され、情報が透明化されれば競争を促進させて効果的な医療サー
ビスを安価で提供できることが予想されている。 現在は、医療システムのビッグデータ化は民
間の病院や保険会社によって導入が進められ、小規模ながらもそれなりの成果は出ている。 ま
た、オバマ政権が制定した医療データの電子化促進と、ＦＤＡが開始した Sentinel Initiative によ
る医療安全情報を推進するプラットフォームサービスは、全米の医療情報のビッグデータ化を躍
進させる政策であり、米国の医療制度改革につながると期待されている。
スマートシティにおけるビッグデータの活用事例は少なく、これから各地による導入と事業拡
大が想定される。 本来スマートシティの特徴としてエネルギー管理、交通インフラ管理、及び情
報通信システムの連携が想像されるが、これら全てがネットワーク化された導入例はまだ無く、
ましてやビッグデータ規模のデータ収集及び分析によるメリットが実現されている実例は無い。
米国でのスマートシティの展開は、スマートメーターの設置やスマートグリッドの配備による送電
網のインフラ整備が中心であり、連邦政府の援助や民間企業による協賛・支援が無い限り、スマ
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ートシティの推進は地方自治体が独自に限られた予算で推進せざるを得なく、大規模なデータ
統合を可能にするプロジェクトは見られない。
農業セクターにおいては、農作業の機械化によってデータ収集技術が発達し、広大な農地の
分析を可能にし、肥料や農薬の散布、潅水、収穫の効率化と共にこれらを行う重機のオートメー
ション化を実現している。 また、集積されたデータは農場管理にも使用され、経営管理を行うク
ラウドサービスやデータアグリゲーションソリューションも数多く出現している。「世界のパンか
ご」ともいわれている米国中西部で収穫されるとうもろこし、大豆、小麦などの穀物の安定供給
を実現させるため、近年では大量に蓄積された気象データを分析して地域内の作物に被害を
及ぼす台風、洪水や干ばつの発生を高確率で予報し、農場経営者のリスク管理を支援している。
また、ビッグデータは農作物のゲノムシーケンス解析での活用にも見られ、害虫に高い抵抗性や
干ばつ耐性、高栄養価をもつ品種への改良の研究時間の短縮が試みられている。
小売業界におけるビッグデータ活用は他セクターに比べて進んでおり、更なる浸透はその競
争力強化に貢献することが期待されている。 かつてはショッピングカートに取り付けたＲＦＩＤタ
グから集積した顧客の行動データや、ＰＯＳデータをもとに店舗レベルでの価格設定、店内の商
品レイアウトの最適化や在庫管理といった限定的な範囲で活用されていたが、現在は Walmart
や Macy’s などの小売業界の大手がＳＮＳデータの分析にも着手し、より綿密なセグメンテーショ
ンを展開して、リアルタイムで顧客の趣味・嗜好を把握している。 また、位置情報データと組み
合わせることによってターゲットマーケティングを可能とし、個人のニーズに合わせた情報配信を
可能としている。 特に Walmart は３０年以上前から顧客データの収集と分析を通して業務効率
化を果たした上で低価格を実現しているが、２０１１年にはＳＮＳを分析するベンチャーを買収し、
顧客分析を専門に行う子会社を設立した。 一方、Amazon や eBay などＥコマース市場大手は、
これに対抗するため、より顧客のニーズにあった検索結果と「お薦め商品リスト」を提供するア
ルゴリズムの開発を目標に、自社で買い物を支援するアプリケーションやＳＮＳサイトを構築し、
顧客からより多くのデータ収集を試みているのと同時に、顧客からブランドロイヤルティを得るこ
とを目論んでいる。 こうした動きは店舗とともにＥコマースサイトの売上増にも注力しなくてはな
らないことを見出した小売業のトレンドであり、Ｅコマースの安定した成長が今後小売業界全体
を支えていく見通しであることを象徴している。
モバイル端末や車載ナビゲーションのＧＰＳ信号から得られる位置情報を活用したサービス
市場の成長は、まさにビッグデータ活用によって実現されている。 匿名化された位置情報デー
タは、解析することによって地図の作成や更新が可能となり、調査車を配置するコストと時間削
減を可能とする。 また、特定の地域から集積された位置データの量から交通量を時間帯別に
把握することができ、その地域に配置された広告看板の効果や広告料金査定にも使用される。
さらに、位置情報データをクラウドソーシングすることによってＳＮＳ系サイトにおける趣味や嗜好
に合わせた情報共有サービスにも応用され、集積されたデータは販売促進ツールとして事業者
やスポンサー企業で活用される。位置情報をもとにした消費者行動分析は、利用者により関連
性の高い情報を配信する代わりに、データ事業者に店舗の出店計画や各種販売促進プランの
効果に関する情報が提供されている。
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ビッグデータ分析を支援するベンダ市場はこの１-２年で急激に変化し、成長期を迎えつつある。
Apache Foundation がオープンソースとして推奨する Hadoop は、ビッグデータの大半を占める
非構造化データの高速処理を実現させるプラットフォームであり、これを中心に様々なソリューシ
ョンを提供するベンダが市場参入を果たしている。 これらの多くはビッグデータ専用に解析やＢＩ
ツール、データ管理、及びシステムサポートを提供する企業だが、２０１０〜１１年にかけて EMC,
HP, IBM, Oracle や Teradata など大手ＩＴ企業による市場参入と独自開発のソリューションが発
表され、ベンダ市場が活性化した。 オープンソースである Hadoop は、未だに数社によって開発
が継続しているプラットフォームであり、操作が困難であることから Cloudera をはじめ、
Hortonworks や MapR などのベンダが補助機能とサポートサービスを付属したディストリビュー
ションをリリースし、各社でプラットフォームの安定稼動を目指したソリューションの提供を目指し
ている。

Ｅ．３ ビッグデータ活用における社会的影響
ビッグデータ活用による社会的影響は様々で、分析結果を通して政府機関が発表する統計デ
ータの公式発表より早く公的情報の把握が可能になったり、データを通して一般社会の動向把
握が可能となった。 また、各地警察局は治安向上のため、犯罪履歴や目撃者証言など捜査に
関する情報をデータ化し、複数データベース間の情報を解析することで新たなインテリジェンス
を導き出し、事件解決に大きく貢献している。さらに、犯罪が特に発生しやすい地域においては
過去のデータをもとに「犯罪予報」をモデリングし、要注意地域のパトロールを強化することで犯
罪の発生を減らすことに成功している。 但し、ビッグデータ分析は必ずしも社会に良い結果をも
たらすとは言い切れず、使用方法によっては思いもよらぬ結果や副作用の起因となりうるため、
データ分析者による慎重なシステム管理と、プランナーによるデータ活用の影響を留意すべき
である。
日本と異なり、米国には個人情報を保護する包括的な法律が無いため、個人情報は人権と
同等に守るべきものではなく、商品として個人が自ら守り、必要に応じて売買するものという認
識が強い。 これは米国の「オープンな社会」発想にも共通するものがあり、米国においてビッグ
データの活用が進行している最大の原因ともいえる。 連邦政府はデータの公表と開示を通し
た国民による情報の有効活用を推奨し、ポータルサイト Data.gov を開設し、各連邦政府機関が
集積したデータを一箇所で開示している。 同様な政策は全米３１の州及びニューヨークやシカ
ゴを含む主要都市がそれぞれ独自に展開し、一般にデータに親近感を持たせることと、行政へ
の関与を高める２大効果がある。 また、HIPAA や SOX、SEC Rule 17a-4 などの法令はデータ
事業者に複数年間データの保管を義務付けるため、蓄積量の大容量化と有効活用に向けた動
きがビッグデータの推進に拍車をかけているとも考えられる。

Ｅ．４ ビッグデータ活用に向けた取り組み
ビッグデータの推進を妨げる大きな要因は、ビッグデータを扱える技術者の不足である。 つま
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り、ビッグデータ分析に精通した「データサイエンティスト」というデベロッパーとしての技量を持
った人と、その分析結果を応用できる「データ慣れ」した経営責任者の両者のことを指すが、現
在急成長するビッグデータ市場の需要に対して供給が不足している。 これは大学の教育課程
でビッグデータ解析に必要なＢＩ知識を教えるカリキュラムが実施されるようになったのがここ１
年ほどのことであるのが主な原因であり、これから数年かけて改善へ向かうことが期待される。
また、ビッグデータを活用すべき経営責任者はトレーニングを通してデータ活用のメリットを学び、
勘や経験だけでなく、データに基づいた合理的な経営判断を行う重要性を習得することによっ
て更なるビッグデータの有効活用が期待できる。

図 E.4.1 データサイエンティストの求人広告数
（出典：Indeed.com, Dec.2011）
ビッグデータを推進させる技術は、主に記憶媒体とデータ分析方法の革新によるものと考え
られる。 非構造化データを効率的に保管する NoSQL データベースの開発や、Hadoop による
分散処理技術、各種ハードウェアによる超並列処理技術が高速解析を実現させたことで、現在
に至るビッグデータプロバイダーの生態系が形成されている。 しかし、Hadoop はまだ開発途上
のプラットフォームであり、システムの安定性に懸念があることから幾つかの改善策が開発され
ている。 また、Hadoop を実稼動させるクラウド環境そのものの信頼性を向上させるためのモニ
タリングや、障害を回避するためにデータを数拠点に複製させる方法などが導入されているが、
コストや人為的制約がこれらの効果的な活用を阻害している。 個人情報を保護するプライバシ
ー保護データマイニングに関する研究は学術的レベルで数年前から進められているが、技術や
精度が実用化するまでには到達しておらず、さらに米国のビッグデータ利用者から強い需要も
無いことから当面はこの面でのソリューションの出現はあまり期待できないと想定される。 こう
した状況を踏まえ、米国連邦政府は政府各機関と民間企業からの代表を招集してビッグデータ
の取り組みについて方針を発表する方向で研究委員会を設立し、政策づくりに向けて検討を行
っている。
米国でのビッグデータの活用事例のなかには、日本での活用拡大に向けて参考となる事例
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が幾つかある。 まずは地図、地形や気象データなどを分析することによって太陽光パネルや風
力タービンの最適な設置箇所を選定するソリューションであり、個人情報を必要とせず、しかも
日本のエネルギー問題解消に貢献できるであろう。 また、データの交換や共有を促進させるポ
ータルサイトで、運営形態によっては日本のオープンデータ化を推進させることも可能である。
データをアクセスしやすい環境に準備することによって、データ事業者による共用が進むことが
期待できる。
そもそも米国でビッグデータビジネスを発達させたのは、オープンソースのプラットフォーム
Hadoop の有志による継続的な改良であり、加えて相対的にオープンな社会組織的風土が直
接・間接的にデータの収集や活用を促進しているのである。 日本でビッグデータ活用の活性化
を抑制する要因は、米国には存在しない日本特有なものもあるが、必ずしも悲観的なものでは
なく、データ事業者、データ提供者、そして行政といった関係者の相互理解とそれを進めるため
の環境整備を進めることが第一歩であり、その一歩を踏み出すに早すぎることはないであろう。

図 E.4.2

世界各国における深い分析能力を持つ大学卒業生
（出典：McKinsey & Company）
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