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I. エグゼクティブサマリー
1. はじめに
情報ネットワークが社会システムを支える現代は、パーソナル情報がサイバー空間に蓄積され、さ
まざまに活用されている。これらの情報に対して、安全な利活用を目指した個人情報保護法が施行さ
れているものの、IT 技術やビジネスの進展が急速に進むことによって、様々な問題が生じている。
例えば、世界的な検索サイトが 2012 年 3 月に提供している複数のサービスのプライバシーポリシ
ーを統一したが、これにともない各サービスで別個に管理されていた利用者の情報も統合された。複
数の情報が束ねられることで、より利用者の嗜好に則したサービスの提供が可能になる一方で、利用
者は不安を感じる可能性もある。そのため、総務省及び経済産業省は同社に対し、法令遵守及び利用
者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しており、欧州連合
（EU）では、データ保護指令等に反する可能性から統合延期の要請が行われていた。
この事例からも明らかなように、増大するパーソナル情報はこれを活用した新たな市場の可能性が
存在する一方で、利用者の個人情報の悪用等に対する不安や、プライバシーが侵される事に対する懸
念が高まる。また、法制度の面においても、個人情報保護法において保護対象とされる個人情報の定
義が IT 技術に対応できない場合がある事や（個人の名前は特定できないが、データマイニングによ
り個人が特定される等）
、
情報主体が自分の情報の取り扱いについてコントロールできる権利が政策等
で言及されているものの IT 技術やサービスで実現するための具体的な実態が不明瞭であるなど、法
制度と IT 技術のアンマッチも見られる。以上のような課題により、パーソナル情報の活用が抑制さ
れ、市場を活かしきれず、経済損失が発生している状況と考えられる。
本書では、上記のような背景から、パーソナル情報を安全に利活用し、新たな事業創出を推進する
ことを目的に、パーソナル情報活用に関するビジネスの状況調査、技術動向調査を実施する。様々な
分野でどのようなビジネス展開がなされているのか、またどのような阻害事例が存在するのかを調査
するとともに、最新の技術動向を調査し、パーソナル情報の利活用に関する考察を行う。また、法制
度上での定義が明らかでない、いわゆる「自己情報コントロール」に関して、どのような構成要素が
法制度において含まれるのかを整理するとともに、
「自己情報コントロール」のための技術動向を調査
し、制度および技術間でのギャップを比較する。さらに、パーソナル情報を活用したサービスの市場
規模の推計を試み、上記の技術面・制度面での調査結果との関係を考察する。
これらの調査結果を踏まえ、
「パーソナル情報活用に向けた提言」をまとめた。これにより、パーソ
ナル情報の適切な活用による新たな市場の形成、事業創出の推進の一助となることを期待する。
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2. 本書の構成
本書は、以下の４つの調査から構成される。

(1) パーソナル情報活用ビジネスの状況調査
昨今急速な発展を見せるパーソナル情報を活用したビジネスが、現状どのように展開されている
のかを調査する。具体的にはパーソナル情報活用によりビジネスを創出している事例、あるいはビ
ジネスが阻害されている事例、さらにパーソナル情報が露出、悪用されている事例を調査する。調
査結果を通じて、パーソナル情報活用のビジネス展開、個人情報保護法やプライバシー懸念の面か
ら状況を整理する。

(2) パーソナル情報活用ビジネスを支える技術の動向調査
パーソナル情報活用ビジネスの実現に必要な技術として、個人を特定するため、または特定しな
いための先端技術について、その研究及び実用化の動向について調査を行うとともに、それらが個
人情報保護法等へ与える影響について検討を行う。

(3) 自己情報コントロールに関する法制度および技術の動向調査
法制度上の定義が明らかでない「自己情報コントロール」に関して、どのような構成要素が法制
度に含まれているのかを整理するとともに、実際の事業やサービスにおいて実装されている自己情
報コントロールのための技術動向を調査する。これにより、制度および技術間でのギャップを比較
する。

(4) パーソナル情報の市場規模の推計の試み
パーソナル情報を活用した市場規模の推計を試みるとともに、上記の三つの調査結果がパーソナ
ル情報を活用した市場に対して与える影響についても考察を行う。

2

3. パーソナル情報活用ビジネスの状況調査
3.1. パーソナル情報活用によるビジネス創出事例
パーソナル情報を活用したサービスの事例として図表 1.1-1 に記す事例を選定し、
「ビジネスモデ
ル」
、
「法制度」
、
「利用者のメリット」という観点で状況を調査した。
その結果、パーソナル情報を活用している事例では、法制度への順守と、利用者への情報取り扱い
についての説明が実施されていることが認められた。例えば、インターネット視聴率調査（ネットレ
イティングス(株)）では、本人へ十分な説明を行い、同意のもと情報収集が行われるだけでなく、個
人情報保護方針が Web で示され、パネルから取得する情報、その利用目的、第三者提供を行う旨、
利用停止方法等について、詳細な説明がなされている。
（図表 1.1-2）
図表1.1-1 調査を行ったビジネス創出事例
No.

サービスの分類

事例

サービス事業者

1

レコメンド／コンテンツ配信

i コンシェル

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ

2

Web マーケティング

インターネット視聴率調査

ネットレイティングス（株）

3

オンライン広告

Google Adwords

Google

4

販売促進／マーケティング支援

おすすめ商品

Amazon.com

5

販売促進／マーケティング支援

T ポイントサービス

カルチュア・コンビニエンス・ク
ラブ（株）

6

SNS 広告

スポンサー広告

Facebook

7

O2O

Edy | au

KDDI（株）
、楽天（株）

8

PHR

ポケットカルテ

（特非）日本サスティナブル・コ
ミュニティ・センター

図表1.1-2 事例調査結果の概要（インターネット視聴率調査の例）
サービス名

インターネット視聴率調査

事業者

ネットレイティングス（株）

ビジネス
モデル

・パネル（視聴者）のインターネット視聴データを調査分析したものや、各種データへのア
クセス件をライセンスとして顧客企業に販売することで対価を得る
・パネルに対してはインターネット視聴データの提供に対する報酬を支払っている
・インターネット視聴データ、および個人識別方法を保有しており、顧客企業のサイトを分
析・改良するための統計的データとして利用する旨を明示している。

法制度

・同意を得て第三者に情報提供を行う旨について明示している。
・利用停止方法について明示している。
・プライバシーに対する独自の基準を設けて情報配信を行っている。

利用者の
メリット

・情報の提供の対価として報酬が得られる。
・パネルになるかどうかの判断は個人にゆだねられており、パネルになった後もオプトアウ
トや情報の利用停止措置を用意する等の配慮がなされている。
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3.2. パーソナル情報活用の阻害事例
海外では既に実際されているが我が国ではまだサービスインしていない事例や、サービスの構想は
あるもののまだサービスインしていない事例を阻害事例として、図表 1.1-3 に記す事例を調査した。
これら各阻害事例について、
「ビジネスモデル」
、
「法制度」
、
「利用者の受容性」という観点で状況を調
査し、サービスを阻害する要因を抽出した。
その結果、海外では法制度が整備されており、データの取り扱いの基準が明確である事例が複数認
められたため、この部分がサービス創生につながっている、すなわち日本ではこれが十分でない事が
阻害要因の一つとなっていると考えられる。例えば、米国では、医療データを扱うにあたって HIPAA1
が制定されており、二次利用に向けた情報の加工方法が規定されている（図表 1.1-4）
。このように匿
名化等の方法や仕組み等を制度的に明らかにすることで、安全性と流通性を両立したパーソナル情報
の生成が可能になり、データマーケットプレイス等の発展も期待できる。
図表1.1-3 調査を行った阻害事例
No
.

サービスの分類

事例

サービス事業者／提案者

1

Personal Data Service

データエクスチェンジ事業

STATZ

2

医療データ活用

医療データ販売事業

MedMining

3

医療データ活用

Heritage Health Prize

Heritage Provider Network

4

Personal Data Service

情報銀行モデル

東京大学 空間情報科学研究セン
ター 柴崎研究室

5

データマーケットプレイス

Windows Azure
Marketplace

Microsoft

図表1.1-4 事例調査結果の概要（医療データ販売事業の例）
サービス名

医療データ販売事業

事業者

MedMining

ビジネス

・複数の医師グループや医療機関を通じて医療データを蓄積し、データの匿名化や分析が

モデル

行われた匿名化データや分析結果を事業者に販売し、対価を得ている
・米国では、医療データの二次利用を想定した HIPAA が整備されている

法制度

・HIPAA では個人を識別し得る 18 項目について削除すれば匿名化されていると見做し、
情報の二次利用について患者へ明示や同意は不要としている

利用者の
受容性

1

・医療データの二次利用により、製薬メーカーや医療機器メーカーがより良い薬や医療機
器を開発できれば、医療の質が向上し、患者にその恩恵が還元される

医療情報の活用を推進するために、プライバシーの保護やセキュリティの確保のあり方を定めた米
国の法律（1996 年制定、2003 年発効）
4

3.3. パーソナル情報に関する露出、悪用事例
パーソナル情報が悪用された事例、第三者の事業者に露出した事例、不特定多数の一般人に露出し
た事例、特定の一般人に露出した事例として、図表 1.1-5 に記す事例を選定し、
「個人情報保護法の遵
法性」
、
「プライバシー侵害の可能性」という観点で状況を調査した。調査では、有識者の助言に基づ
いてプライバシー侵害の可能性に関する評価項目を設け、評価を行った。
その結果、パーソナル情報が露出・悪用されている事例が複数確認された。悪用の内容の例として、
図表 1.1-6 に Carrier IQ の事例を例示する。
また、個人情報保護の個人情報には該当しないものの、利用者の受容性の観点からプライバシー懸
念が解消されない点が問題となり、事業の停止に追い込まれる事例も認められた。
図表1.1-5 調査を行った露出、悪用事例
No.

露出、悪用事例の分類

事例

サービス事業者

1

悪用

CarrierIQ 問題

CarrierIQ、携帯電話事業者

2

悪用

iPhone の位置情報収集

Apple

3

不特定多数の一般人に露出

Google Buzz

Google

4

第三者の事業者に露出

AppLog

（株）ミログ

5

特定の一般人に露出

カレログ

（有）マニュスクリプト

6

不特定多数の一般人に露出

Google Location Server

Google

7

不特定多数の一般人に露出

People Search

Intelius

図表1.1-6 事例調査結果の概要（Carrier IQの例）
個人情報保護法の遵法性
Carrier IQ

個人情報保護法の規定
定義

・携帯電話事業者が情報を入手した場合、個人情報に該当する可能性
が残る

利用目的の通知

・端末にプリインストールしていることを説明しておらず、利用目的
の通知義務を満たしていないことになる

適正な取得

・無断で収集しており、適正な取得とはいえない

プライバシー侵害の可能性
取得
情報の性質

保管

利用

△（通話履歴や電子メールの送受信履歴、位置情報等は多数集積することで機微
性が高くなる可能性がある）

目的

△（目的は明らかでなく、正当でない可能性が残る）

方法

×（事前説明なく送っていた）

5

―（不明）

―（不明）

3.4. パーソナル情報活用と個人情報保護・プライバシー懸念の全体像
パーソナル情報を活用したビジネスが発展してきているものの、その形態が多様化、複雑化してき
ていることで、個人情報保護法への対応、あるいは利用者のプライバシー懸念という面で課題も明ら
かになってきている。これまでの調査により、パーソナル情報を活用したビジネスと個人情報保護・
プライバシー懸念の関係性を整理した全体像は図表 1.1-7 に記すとおりである。
パーソナル情報の活用を図る上で、個人情報保護法の観点からは、利用者に対する丁寧な同意、説
明が必要であり、パーソナル情報の再利用促進のため、識別性に関する制度整備も求められる。また、
パーソナル情報を活用したビジネスを展開するためには、個人情報保護法の遵守だけでは十分ではな
く、プライバシー懸念を軽減することが必須であり、また、匿名化などの先進の技術を前提としたデ
ータの二次利用が制度として構築されることが望まれる。
図表1.1-7 パーソナル情報活用と個人情報保護・プライバシー懸念の全体像
パーソナル情報を活用したビジネス展開
・パーソナル情報を解析することで、より個人に適した情
報を配信し、ビジネス機会を拡大する取組が進展
・購買情報、位置情報、SNS等、多様なパーソナル情報に
よる解析精度向上への取組
・事業者横断的にパーソナル情報を用いる取組
・個人が自分で情報をコントロールするようなサービスが
今後、発展する可能性
・パーソナル情報の流通を促す産業が発展途上
・パーソナル情報を露出、悪用事例

個人情報保護法への影響

プライバシー懸念への影響

・収集経路、活用範囲等が本人から分かりにくくなってき
ているため、より丁寧な同意の取り方が必要
・パーソナル情報の活用が多岐に渡る場合、ガイドライン
への対応が事業者の負荷になる可能性
・パーソナル情報の流通を促すため、識別性を無くすた
めの方法や仕組みを明らかにした制度等が不可欠
・個人情報保護法に準拠せずビジネスが展開されている
露出、悪用事例が見られ、行政処分等の厳格な実施が
必要

・個人特性に応じた情報配信等を発展させるため、セン
シティブ情報等、プライバシーに配慮した対応が不可欠
・自己情報コントロールができることで利用者のプライバ
シー懸念を緩和、払拭できる可能性
・個人情報保護法に準拠を徹底することで、プライバ
シー侵害をある程度、回避することが可能
・個人情報保護法への準拠だけでは十分ではなく、目的
の正当性、利用者理解等に配慮した説明等、プライバ
シーに配慮した対応が事業者において必要
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4. パーソナル情報活用ビジネスを支える技術の動向調査
パーソナル情報活用ビジネスの実現に関連する先端技術について、その研究および実用化の動向に
ついて調査を行った。
個人情報保護法では、第二条において、
「個人情報」を「生存する個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを
含む）
」と定義している。IT が発達したことで、多数のパーソナル情報が創出される反面、意図しな
いところで個人が識別できる可能性が高まってきている。すなわち、氏名や住所など、個人を特定す
るためのデータだけでなく、周辺の情報（コンテキストアウェアネス情報）によって、インターネッ
ト、SNS、位置情報、画像情報などによって個人を特定することができるようになってきている。
ここでは、パーソナル情報活用ビジネスの実現に関連する技術として、個人を特定するため、また
は特定しないための技術に関して、研究・実用化動向を述べ、次に法制度への影響についてまとめた。
4.1. 個人を特定するための技術の研究動向及び実用化動向
ここでは、個人を特定するための技術を、個人を識別すための技術と、個人の特性を推定するため
の技術に分け、研究動向と実用化動向について述べる。
4.1.1. 個人を識別するための技術
個人を識別するための技術（re-identification techniques）は、あるデータを他のデータと突き合
わせて、ユニークなデータを抽出するものが多い。突き合わせるデータは、一般的に公開されている
データが多いが、観測情報や特定の個人が有している情報等が用いられる場合もある。
従来、一般に公開されている匿名化されたデータから個人が識別される危険性があることを示すた
めの研究が中心に行われてきており、これに基づいて、後述する個人を特定しないための技術が発展
してきた。昨今では、SNS（Social Network Service）
、スマートフォン（附随するカメラ）等の普及
を背景として、ソーシャルメディア、位置情報、画像・映像等を活用して個人を特定する研究が進め
られている。個人を識別するための技術については、本人の認証を除けば、その活用はプライバシー
侵害になる可能性が高く、治安維持のための犯罪者探索等、実用分野は限定的となる。
4.1.2. 個人の特性を推定する技術
厳密に個人を特定しないが、その行動等から個人の特性を推定する技術の研究が進められている。
これはユーザプロファイリング（技術）と呼ばれ、土方嘉徳（2004）2によると、明示的手法（explicit
method）と暗黙的手法（implicit method）に分けることができる。また、ユーザプロファイリング
技術には、収集したデータに基づき作成したプロファイルを固定して活用するものと、プロファイル
に基づいたレコメンデーション等を行い、その結果によってプロファイルの適合性を評価し、評価結
果に基づきプロファイルを改良する学習型のものが存在する。
このようなユーザプロファイリング技術は、Web 閲覧履歴等をインプットとした研究が進められて

2

土方嘉徳, 情報推薦・情報フィルタリングのためのユーザプロファイリング技術，人工知能学会誌，
Vol.19, No.3, pp.365--372, 2004.
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きたが、昨今では SNS やスマートフォン、購買履歴等も活用されるようになっており、実サービス
で活用されているものも少なくない。
図表1.1-8 ユーザプロファイリング技術の分類
手法

概要

インプット

明示的手法（explicit method）

ユーザーが明示した内容からプ
ロファイルを推定

• アンケート調査
• ブログ、SNSの書き込み
• 見た目

暗黙的手法（implicit method）

ユーザーの行動からプロファイ
ルを推定

•
•
•
•

Webの閲覧履歴
SNSのネットワーク構造
購買履歴
位置情報の履歴

出典：土方嘉徳（2004）等を参考に作成

4.2. 個人を特定しないための技術の研究動向及び実用化動向
個人を特定しないための技術はその手法から、匿名化手法、撹乱手法、暗号化手法に分けることが
できる。以下に概要、研究動向、実用化動向を整理する。
多様な研究が進んでいるものの、実用化している事例は少ない状況であり、ビジネスとして展開さ
れているのは匿名化に関する一部の事例のみである。
図表1.1-9 個人を特定しないための手法
概要
研究/実用化動向

手法

匿 名  あるデータに対して、情報の削除やあい  近年の研究傾向として、新指標を提起するも
化手

まい化等の加工を行うことで、データを

のと実データへの適用を検討するものが存在

法

参照した人が個人を識別できない、又は  新指標を提起するものは、データの偏在や攻
センシティブな情報が分からない状態

撃者の背景知識等による攻撃を想定し、安全

にする手法

性に関するより強固な指標を提示

 コードを匿名化する際に用いられる指  実データ適用では、逐次追加・更新されるデ
標として k‐匿名性、l‐多様性、t‐近

ータや多次元データ等の実データに近いデー

似性等

タに匿名化手法を適用
 実用化している事例は少なく、カナダの
PARAT、オランダの μ-ARGUS 等でビジネス
展開

撹 乱  あるデータに対して、ノイズ付加や属性  近年、ランダム化については安全指標を提起
手法

値のシャッフル等の加工を行うことで、

する研究、クエリ推論制御については差分プ

データを参照した人が個人を識別でき

ライバシーへの対応に関する研究が存在

ない、又はセンシティブな情報が分から  ランダム化には、これまで安全性に関する指
ない状態にする手法

標が存在していなかったため指標を提起する

 レコードを撹乱する指標として Pk-匿

研究が展開

名性、クエリ応答を撹乱する指標として  差分プライバシーについては、位置情報、二
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差分プライバシー等

つのパーティーからのクエリ等を想定した研
究が展開
 実 用 化 事 例 は 少 な く 、 Harvard Medical
School 等で実証的に導入

暗 号  ・あるデータに対して、暗号化処理を施  近年、Craig Gentry（2009）の完全準同型暗
化手

して、データを参照した人がデータベー

法

スの中身を見れない状態のまま、計算結  MPC は、実用化に向けて、ネックとなってい
果のみを得る手法

号を起点とした研究が存在
る計算処理の効率化に取り組む研究や、実デ

 ・複数のパーティーに分散している情報

ータへの適用を試みる研究が存在

を他パーティーに秘匿したまま処理を  実用化事例は少なく、産総研の「秘密計算に
行う手法（MPC）や、準同型暗号を利

よる化合物データベースの検索技術」、MIT

用して暗号化したデータベース上で計

の CryptDB 等が実用的な研究としてあり

算を行う手法等

4.3. 個人を特定するため、特定しないため技術が法制度に与える影響
個人を特定するための技術により、一般に公開されたデータなどから個人を特定できる可能性が実
在し、これは個人情報保護法における「個人情報」の定義の範囲を不明瞭にする。また、匿名で取り
扱われているパーソナル情報等を個人情報に戻す危険性がある。一方、個人を特定しないための技術
は、パーソナル情報を活用する上で有用な技術であり、研究の多様化、精緻化が進んでいる。しかし
ながら、実用化は必ずしも十分とはいえず、今後さらなる研究の促進とともに、HIPAA のように法
制度で一定の保証を与えることが期待される。
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5. 自己情報コントロールに関する法制度および技術の動向調査
5.1. 自己情報コントロールに関する法制度等の動向
自己情報コントロールについて、国内の学識有識者等見解や法制度、判例、海外の法制度を調査し
た。その結果、自己情報コントロールの構成要素を、個人の権利としての「アクセス（確認）
」
、
「訂正」
、
「削除」
、
「利用停止」
、
「データポータビリティ」と、事業者の義務としての「収集制限」
、
「保有条件
（データの正確性の維持）
」
、
「利用制限」
、
「事業者情報の公開」に分類した。
図表1.1-10 自己情報コントロールの構成要素（個人の権利）
＜凡例＞ ◎：個人の権利を規定
○：権利は規定されていないものの実質的に可能

個人の権利

アクセス（確認）

訂正

削除

利用停止

OECD8原則

◎

◎

◎

EUデータ保護指令

◎

◎

◎

◎

EUデータ保護指令
改正案

◎

◎

◎

◎

カナダCIOのプライ
バシーコンセプト

◎

◎

○

○

データポータビリティ

原則等

個人情報保護法

◎

・「忘れられる権利（right to be forgotten）」
データの収集又は処理の目的との関係で必要
のなくなった場合、データ主体が同意を撤回し
た場合、同意を与えた保存期間を越えた場合に
自己情報を削除する権利

○

・データのコピーを取得
する権利を有する
・ 管理者からの妨害な
しで、自らのパーソナ
ルデータを移動する
権利を有する

○

（個人の権利として確立されてはいないものの、実態として事業者の義務の中で個人情報の開示、訂
正、削除、利用停止は可能なため「○」）

行政機関個人情報
保護法

○

○

○

○

（個人の権利として確立されてはいないものの、実態として事業者の義務の中で個人情報の開示、訂
正、削除、利用停止は可能なため「○」）

図表1.1-11 自己情報コントロールの構成要素（事業者の義務）
＜凡例＞ ◎：事業者の義務を規定

事業者の義務

収集制限

保有条件

利用制限
（公開、提供を含む）

事業者情報の公開

OECD8原則

◎

◎

◎

◎

EUデータ保護指令

◎

◎

◎

EUデータ保護指令
改正案

◎

◎

◎

原則等

・処理する目的に関して必要最
小限の範囲に制限されなけ
ればならない（データ最小化
の原則）

◎
・自己情報の保有期限の明
示

カナダCIOのプライバ
シーコンセプト

◎

◎

◎

◎

個人情報保護法

◎

◎

◎

◎

行政機関個人情報
保護法

◎

◎

◎

◎

・個人情報ファイルを保有する
際は大臣へ事前通知が必要
・保有している個人情報ファイ
ルについて個人情報ファイル
簿を作成して公表が必要
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5.2. 自己情報コントロールに関する IT 実装の動向
前節で整理した各構成要素について、インターネット上のサービスがどのように実装しているかを
調査した（図表 1.1-12）
。その結果、
「利用停止」や「保有条件」といった要素に実装例が見られない
ことが明らかになった。
図表1.1-12 自己情報コントロール機能に関するまとめ
構成要素
アクセス

自己情報コントロール機能
自己情報へのアクセス

（確認）

自己情報コントロール機能の内容
自己情報へのアクセス（自己情報の登録や確認等）が可能。
（Personal、その他サービス）

履歴の表示

自らが過去に当該サービスに対して行った行為の履歴を閲覧可
能。
（Amazon、ねんきんネット）

他者による自己情報の参照

他者が自己情報を参照した場合に、その履歴を確認することが可

履歴の表示

能。
（ミクシィ）

情報伝達経路の追跡

自己情報の伝達経路を追跡することが可能。
（情報伝達経路の追跡
技術）

訂正

削除

自己情報の訂正

自己情報の訂正、更新が可能。
（Personal、その他サービス）

複数サービスで連動した自

複数サービスのどちらでも自己情報の訂正を行うことができ、訂

己情報の訂正

正した自己情報はいずれのサービスにも反映される。
（Mydex）

情報伝達経路の追跡

（この内容はアクセス（確認）に記述）

自己情報の削除

自己情報の削除が可能。

履歴の削除

自らが特定の情報を参照した場合に、その履歴を削除できる。
（Amazon、ミクシィ）

情報伝達経路の追跡
利用停止

（この内容はアクセス（確認）に記述）

－

－

データポータビ

自己情報の規定フォームへ

当該サービスに登録している自己情報を、規定のフォームにコピ

リティ

のコピー

ーして印刷したり、保存したりすることが可能。
（Personal）

自己情報の共有、移動

自己情報を複数のサービス間で共有、移動することが可能。
（Mydex、Facebook、等）

自己情報の携帯

自己情報を一元管理でき、その情報を持ち運び別の事業者へ提示
することが可能。
（ポケットカルテ）

収集制限

Do Not Track 機能

Web サイト上での自らの行動が追跡されることを禁止するように
通知することが可能。
（FireFox）

オプトアウトツール

Cookie の置き換えにより、行動ターゲティング広告を停止する。
（Network Advertising Initiative）

保有条件
利用制限

－
公開する自己情報の選択

－
どの自己情報を外部に公開するか設定可能。（Facebook、ミクシ
ィ、等）

公開範囲の制御
事業者情報の公
開

－

自己情報の公開範囲を制御可能。
（Facebook、ミクシィ、等）
（事例には挙げていないものの、ホームページでの情報公開等公
開する手法は複数存在する想定）
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5.3. 自己情報コントロールに関するまとめ
日本の個人情報保護法は、個人の権利を規定していないものの、事業者の義務によって実質的に
権利が規定されているものとみなすという意見もあった。一方、EU 及び米国などにおける法制度
の動向をみると、事業者だけでなく個人の権利を強化する方向であることがうかがえる。これはパ
ーソナル情報を活用したサービスの発展と連動した流れと考えることができる。このような制度環
境の変化は企業に対し自己情報コントロール機能の実装を求めることになると想定され、実際に米
国では、まだ法案段階であるにもかかわらず、Do Not Track に対応した機能を各 Web ブラウザで
既に実装している。一方で、本調査で参照したアンケートの結果では、自己情報コントロール機能
は利用者によるサービスの利用やパーソナル情報の提供に対して一定の効果があるとの結果が出て
いる。したがって、利用者の側からも自己情報コントロールが求められていることがうかがえる。
このことから、今後の制度環境の変化への対応や、利用者におけるサービスの受容性の向上等の観
点から、自己情報コントロール機能の実装が有用と考えられる。
ただし、法制度等の調査結果からも明らかなように、自己情報コントロールの構成要素やその機
能については現状で明確な定義は存在しないことから、企業が実際に自己情報コントロール機能を
整備する意思を持った場合にも、対応すべき内容は不明確である。本調査で整理した自己情報コン
トロールの構成要素や必要とされる自己情報コントロール機能について、更に具体的な検討を行っ
た上で、共通概念を形成していく必要があると考えられる。また、活用されるパーソナル情報の種
類によって求められる自己情報コントロールの範囲や機能、求められる認証の厳格さ等も異なるた
め、ある程度の共通概念が形成された後には、業界毎に実装すべき自己情報コントロール機能につ
いて具体的に検討することが望ましいと考えられる。
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6. パーソナル情報の市場規模の推計の試み
6.1. パーソナル情報の市場規模
パーソナル情報を活用した市場全体を図表 1.1-13 に記すようにモデル化し、これに基づいて既存の
文献等を活用して市場規模の推計を行った。パターンⅠについては、各産業におけるパーソナル情報
に関する IT 投資額を市場規模として捉え、パターンⅡ～Ⅳについては、該当するサービスに関わる
文献や統計情報を活用し、推計を行った。また、網羅性を担保するため、日本標準産業分類からパー
ソナル情報を活用した産業のグルーピングを行い、それぞれについて市場規模を算出している。
算出の結果、2010 年度のパーソナル情報市場は約 1 兆 7,048 億円と推計される。
図表1.1-13 パーソナル情報を活用した市場のモデル
パターンⅠ：

パターンⅢ：

各個人から収集したパーソナル情報を本人
に対して提供するサービスに活用する形態

本人情報

各個人から収集したパーソナル情報を第
三者へ提供して活用する形態

サービス
／事業者

本人

他のサービス
／事業者

パターンⅡ：

パターンⅣ：
パーソナル情
報ＤＢ

各個人から収集したパーソナル情報をDB化
し、解析した結果を活用してサービスを提供す
る形態

各個人から収集したパーソナル情報をDB
化し、本人の同意の下、あるいは匿名化し
た後、第三者へ提供して活用する形態

図表1.1-14 パーソナル情報市場の全体推計
単位：億円
パターン
Ⅰ

パターン
Ⅱ

パターン
Ⅲ

パターン
Ⅳ

合計

インフラ関連産業

262

43

←

←

305

通信業

295

320

3,060

－

3,675

情報処理・提供サービス業

－

－

－

1,555

1,555

インターネット附随サービス業

34

320

271

2

627

パターンⅡ

鉄道業、航空運輸業

296

320

－

－

616

パターンⅡ

道路貨物運送業、郵便業

82

－

－

－

82

小売業

257

4,230

－

－

4,487

パターンⅡの一部

1,593

4,230

213

－

6,036

パターンⅡ

宿泊業、旅行業

138

4,230

←

－

4,368

パターンⅡ

教育、学習支援業

254

－

－

－

254

医療

1,140

－

25

353

1,518

保健

304

－

－

－

304

福祉

171

－

25

－

196

-

－

1,000

－

1,000

1,470

←

－

－

1,470

6,296

4,273

4,569

1,910

17,048

グループ

金融・保険業

職業紹介等
公務
合計
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重複部分

パターンⅢ

6.2. 産業横断的なパーソナル情報市場と将来の市場
6.2.1. 産業横断的なパーソナル情報市場
前述のパーソナル情報市場の推計においては、産業間の関係性にも配慮して行っているが、多くの
産業に跨がったパーソナル情報の活用も始まっており、これについて市場の可能性を検討した。
一つの事例として共通ポイントカードが挙げられ、図表 1.1-15 に記すように、様々な加盟店舗にお
ける顧客の購買履歴等を横断的に解析することで、従来では把握できなかった顧客のライフスタイル
や嗜好等がより精緻に把握できると考えられる。
また、位置情報も多様な分野で活用が進んでおり、今後、市場の発展が期待される。
図表1.1-15 共通ポイントカードのメリット

統合データ
解析

ライフスタイルや価値
観の把握
より精度の高い
プロファイリング

より効果的な
行動ターゲティング広告

6.2.2. 将来的に期待されるパーソナル情報市場
市場推計では、現時点では顕在化していないため、推計対象外とした市場が存在するが、それらの
将来の可能性について図表 1.1-16 に記す。
グループ

図表1.1-16 将来に期待されるパーソナル情報市場
市場の可能性

イ ン フ ラ 関 家庭のエネルギー関連情報が収集できる環境が整備されてくると、インフラ事業者
連産業

だけがこれらのデータを活用するのではなく、そのデータを用いてサービスを提供
する専門事業者が出てくることが想定される。また、地方公共団体等の公的な側面
からこれらのデータを活用することも考えられる。
（パターンⅢ、パターンⅣ）

教育、学習支 各生徒の学習データに基づき、より効果的な教育や最適な学習コンテンツの提供す
援業

るサービスの発展が期待される。
（パターンⅡ，Ⅳ）

医療

EHR に蓄積したデータの活用、分析が緒に就いたばかりであり、今後、これを活
用した臨床判断支援システム等による費用対効果の向上、センサー等による新たな
患者データを活用した疾病予防等による経済的な効果が期待できる。
（パターンⅠ、
パターンⅡ、Ⅳ）

公務

行政機関等に蓄積されたパーソナル情報を更に活用することで、業務の効率化、税
収の増加、年金の適性給付等により、経済的な効果を創出することが期待できる。
（パターンⅡ、Ⅳ）
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6.3. パーソナル情報を取り巻く環境変化の市場への影響
6.3.1. 個人情報保護・プライバシー懸念の影響
ビジネス創出事例からは、マーケティング等の分野でパーソナル情報の解析が進んでおり、パター
ンⅡの市場が今後も発展することが窺える。また、ポケットカルテのように自分の情報を本人が活用
するサービスも発展することが想定される。
阻害事例の多くは、パーソナル情報の流通性を高めるビジネスであり、技術や制度面での課題を解
消することで、データマーケットプレイス等のビジネスが創出できると考えられる。
露出、悪用事例は、問題を起こした当該企業にとって経済的な影響を及ぼすだけでなく、同業他社
に対しても間接的な影響を与えるほか、規制強化等に結び付いた場合には、事業者全体に影響を与え
る可能性も否定できない。
図表1.1-17 露出、悪用事例による経済的な影響
露出／悪用事例

当該企業の
経済損失

同業他社の
経済損失

対策コスト

売上低下

損害賠償
売上低下

防止

防止

予防便益

予防便益

規制強化

事業者全体への規制
対策コスト

6.3.2. 個人を特定する、又は特定しないための技術の影響
個人の特性を推定する技術については既に市場ニーズに基づいた実装が進んでおり、今後もパター
ンⅡの市場での活用が期待される。一方、個人を特定しないための技術については、パーソナル情報
の再利用が可能になり、パターンⅣの市場が発展すると考えられる。その際、個人を識別する技術も
個人を特定しないための技術の有効性を検証するために活用が期待される。
図表1.1-18 個人を特定する、又は特定しないための技術の市場への影響
個人を特定するための技術

パターンⅡ：行動ターゲティング広告等の精度向上

個人特性を推定する技術

個人を識別する技術
パターンⅣ：パーソナル情報の再利用促進

開発促進

個人を特定しないための技術

6.3.3. 自己情報コントロールの影響
個人のプライバシー懸念が解消されることが期待されるため、自己情報コントロール機能が実装さ
れたサービスが利用者から選好され、パーソナル情報を活用したサービスにおいて実装が進むことが
期待される。まずは本人に対するサービスとしてパターンⅠへの実装が進み、その後、データポータ
ビリティの観点からパターンⅢの市場が発展すると予想される。
また、
自己情報コントロールにより、
サービスへの安心感、信頼感が醸成されることで間接的にパターンⅡ、パターンⅣのようなサービス
も発展すると考えられる。
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7. おわりに－ パーソナル情報活用による健全な市場の発展のために
これまで述べたパーソナル情報市場、技術、制度の関係を総括すると図表 1.1-19 に記すように整
理できる。健全なパーソナル市場の発展のためには、関連した個人を特定するための技術や特定しな
いための技術の活用促進、プライバシー懸念に配慮した企業等の自主的な取り組みの推進やこれを支
援する制度・政策面での整備、また、技術の活用に対する推進や不適切な利用防止のための制度面か
らの整備等が不可欠である。
パーソナル情報市場については、既に約 1 兆 7,048 億円の市場が存在するものの、海外の事例等を
参考とすると更なる発展が期待できる。そのためには、既存のデータに加え、携帯電話やソーシャル
メディア等によって集積が進むパーソナル情報の安全かつ高度な活用、流通を可能とする環境整備が
不可欠である。
技術においては、個人を特定するため、又は特定しないための技術が進展してきており、この適切
な活用促進と不適切な利用の防止が非常に重要である。現時点において、このような技術の進展に対
して、制度面の環境整備は十分とは言えない。例えば、個人を特定するための技術の進展は、個人情
報保護法の個人情報に該当するデータの範囲を広めている。また、米国の HIPAA のように、個人を
特定しないための技術によって処理した情報を活用できることを明示した制度は規定されていない。
今後、個人の識別性を排除したパーソナル情報を活用するため、あるいは悪意のある個人の識別を防
止するため等に向けた制度設計が求められる。
また、個人がパーソナル情報を企業へ提供する際に、自己の情報の流通をコントロールする機能（自
己情報コントロール機能）が有効であるとの調査結果があるが、自己情報コントロールについては、
法制度上も、技術実装上も、その言葉の意味する統一した概念は規定されていない。本報告書では、
試みに個人の権利としての自己情報コントロールの構成要素をまとめた。そして、実例の調査を通し
て自己情報コントロール機能は、技術および運用による実装が進められているが、その機能をすべて
充足していないことも明らかになった。個人、企業の間の共通的な概念形成が必要であり、ビジネス
への適用には企業、業界団体等の自主的な取り組みが求められる。また、この点で制度面での関与が
役立つと考えられる。
一方、パーソナル情報のビジネス活用全般において個人情報保護法だけでなくプライバシーへの配
慮がより求められるようになってきている。本報告で述べた露出、悪用事例では、制度に順守しても、
消費者に受容されないため、ビジネスが成立しないケースが目立った。これは、企業によるビジネス
展開が、制度とともに、個人の受容性にも立脚していることを意味している。特に法律等の制度面の
整備においては、このビジネス、制度、個人の受容性のバランスを前提として進める必要がある。ま
た制度整備に相応の時間を要すると考えられ、急速に変化するパーソナル情報を活用したビジネスの
中では、
「利用者の視点に立った対応が最終的にビジネスの発展につながる」という観点から各企業や
業界団体で対応を図ることが求められる。
以上のことから、進展する技術を活用したパーソナル情報市場の発展のためには、制度面での拡充
が求められるものの、制度整備に依存するだけではなく、ビジネス側での自主的な取り組みも踏まえ
たバランスのあるパーソナル情報市場のエコシステムの形成が望まれる。
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図表1.1-19 パーソナル情報市場の発展に向けた市場、技術、制度の整理

パーソナル情報市場
・2011年度の市場は約1兆7,048億円で
あるが、更なる発展が期待できる。
・既存のデータに加え、携帯電話やSNS
ア等によって集積が進むパーソナル情
報の安全かつ高度な活用、流通を可能
とする環境整備が不可欠である。

プライバシーに配慮した
企業等の自主的な動き
の促進／制度面の整備

匿名化技術、自己情
報コントロール機能等
の活用促進
パーソナル情報に係る技術

パーソナル情報に係る制度

・個人を特定するため又は特定しない
ための技術開発が進展している。
・自己情報コントロール機能の実装は
難しくないものの、体系化されていな
い。

・自己情報コントールを含め、パーソナ
ル情報に係る制度的な検討が世界
的に進んでいる。
・パーソナル情報の活用においては個
人情報保護法だけでは不十分であり、
プライバシーへの配慮が不可欠であ
る。

技術適用促進、
不適切な利用防
止のための制度
面の整備
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II. 調査報告書
1. 調査の概要
1.1. 調査の背景と目的
1.1.1. 調査の背景と課題
情報ネットワークが社会システムを支える現代は、パーソナル情報3がサイバー空間に蓄積され、さ
まざまに活用されている。これらの情報に対して、安全な利活用を目指した個人情報保護法が施行さ
れているものの、IT 技術やビジネスの進展が急速に進むことによって、様々な問題が生じる可能性が
ある。例えば、Google が 2012 年 3 月 1 日に提供している複数のサービスのプライバシーポリシーを
統一したが、これにともない各サービスで別個に管理されていた利用者の情報も統合された。複数の
情報が束ねられることで、より利用者の嗜好に則したサービスの提供が可能になる一方で、利用者に
取って分かりにくい部分もあり、不安を感じる可能性もある。そのため、総務省及び経済産業省は同
社に対し、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書
で通知しており、欧州連合（EU）では、データ保護指令等に反する可能性から統合延期の要請が行
われていた。
この事例からも明らかなように、増大するパーソナル情報はこれを活用した新たな市場の可能性が
存在する一方で、制度と整合性や、個人の意識との違い等において摩擦が生じる可能性があり、以下
のような課題が顕在化してきている。このような課題によってパーソナル情報の活用が抑制され、市
場を生かしきれず、経済損失が発生している状況と考えられる。
 個人情報保護法への過剰反応。
 個人情報保護法によって保護対象とされる個人情報の定義が IT 技術に適応できていない。例え
ば、先端的なデータマイニング技術によって、個人の名前は特定できないが、個人が特定でき
る、という事象が起こりえる。
 情報主体が自分の情報の取扱いについてコントロールできる権利というものが、政策の検討の
中でも言及され始めているが、本権利を IT 技術やサービスで実現するための具体的な実体がは
っきりせず、どのような効果があるかが不明瞭である。情報主体である個人がこのような権利
をどのように捕らえているかも明らかでない。
 ソーシャルネットワークサービス（SNS）等では、実名が用いられることがあり、これらが悪
用されるケースが存在する。
 パーソナル情報を利用したサービスが興隆してきているが、具体的な市場規模がどのようにな
っており、経営者は個人情報をどのように捕らえ、利用者個人がどのようにリスクを受容して
いるかが不明瞭である。
 パーソナル情報を活用したビジネスでは、不適切な対応によって、本人が意図する以上にパー
ソナル情報が収集、活用、開示されたりすることへの懸念（プライバシー懸念）が醸成される
場合がある。

3

パーソナル情報とは、個人情報（＝生存者に関する情報であって、特定の個人を識別することがで
きるもの）にとどまらず、個人と連結可能な情報である。
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1.1.2. 調査の目的
背景で挙げた状況における課題を解決し、パーソナル情報を安全に利活用し、新たな事業創出を推
進することを目的に、個人情報保護法によるパーソナル情報保護と先端的な IT 技術との関連につい
て調査を実施する。

1.2. 調査の内容
本調査は、以下に記す五つの調査項目で構成する。
パーソナル情報市場を把握するとともに、その健全は発展を促すためには、その拡大要素と縮小要
素を明らかにすることが必要である。そこで、前者を「パーソナル情報の市場規模の算出」
、後者を「パ
ーソナル情報活用に対する個人情報保護法・プライバシー懸念の影響調査」として実施する。また、
これらから明らかになった拡大要素を最大化し、縮小要素を最小化するためには、技術面と制度面、
両面での対応が不可欠である。そこで、プライバシー保護とデータ活用の両立を図るという観点から
「IT 技術の実用化状況と法制度、プライバシー懸念への影響調査」を行うとともに、プライバシー懸
念を払拭するための方策として、
「自己の情報の流通をコントロールするための IT 実装状況の調査」
を行うこととした。最後に、これらの調査結果を踏まえ、市場形成に結び付くよう「パーソナル情報
活用に向けた提言」をとりまとめた。
図表 II.1.2-1 調査の全体像
拡大要素
Ｗｅｂ
ECの普
及、SNS
等の発
展

リアル
スマート
フォンや
センサ
の普及

新サービス
パ
ー
ソ
ナ
ル
情
報
市
場

発展途上
サービス

課題

データ活用と
プライバシー
保護の両立

縮小要素
悪用事例

露出事例

プライバシー
懸念を払拭
するための
方策

制度

技術

・露出、悪用事例に
ならないための適
切な対応
・個人を特定するた
めの技術を規制す
る制度
・個人を特定しない
ための技術の活用
を促す制度
・自己の情報の流通
をコントロールする
ことを促す制度

・個人を特定するた
めの技術の適切な
活用
・個人を特定しない
ための技術の発展
・自己の情報の流通
をコントロールする
ための技術の実装

IT技術の実用化状況と法制度、プライバシー懸
念への影響調査

パーソナル情報の市場規模の算出

調
査
項
目

対応方策

パーソナル情報活用に対する個人情報保護法・プライバシー懸念の
影響調査
自己の情報の流通をコントロールするためのIT
実装状況の調査
パーソナル情報活用に向けた提言
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1.2.1. パーソナル情報活用に対する個人情報保護法・プライバシー懸念の影響調査
パーソナル情報を活用した多様な事業やサービスが創出されている反面、それを悪用するような事
例も散見される。また、パーソナル情報を活用したいが、何かしらの阻害要因によりビジネス展開に
至らないケースもあると考えられる。
そこで、以下のような事例について調査を行い、パーソナル情報が具体的にどのように扱われてい
るかを整理するとともに、個人情報保護法やプライバシー懸念の影響、過剰反応等の利用者の意識と
運営者の情報利用方針、情報の取り扱いについての責任のあり方等の観点からパーソナル情報活用に
ついての課題を明らかにする。
 パーソナル情報活用（二次利用を含む）によりビジネスを創出しているもの、又は期待される
もの。
 パーソナル情報活用ができないためビジネスが阻害されていると考えられる事例（海外事例を
元とした国内での想定を含む）
。
 SNS、LBS（位置情報サービス）等を利用した行動ターゲット広告等によるパーソナル情報の
露出とその活用又は悪用された事例。

1.2.2. IT 技術の実用化状況と法制度、プライバシー懸念への影響調査
IDC(2011)4によると、2015 年における世界のデータ量は 7.9 ゼッタバイト5に達すると予測されて
いるが、このようなビッグデータの内、パーソナル情報は 30 数％を占めるに至っている。特にスマ
ートフォン、SNS、LBS 等、パーソナル情報を収集する手段やサービスの普及が進んでおり、パーソ
ナル情報を解析し、活用するための IT 技術の研究、実用化も進んでいる。特にパーソナル情報では、
個人を特定（識別）できるかどうか、ということが個人情報保護法等の法制度の適用対象となるかど
うかの判断基準となるだけでなく、本人と関連付いた形で必要以上に収集、活用、開示されるかとい
うことがプライバシー懸念においても重要な論点となる。
そこで、個人を特定するため、又は特定しないための先端技術について、その研究及び実用化の動
向について調査を行うとともに、それらが個人情報保護法等へ与える影響について検討を行う。

1.2.3. 自己の情報の流通をコントロールするための IT 実装状況の調査
パーソナル情報を活用したサービスが増える一方で、利用者は少なからず自分の情報が適切に扱わ
れているかどうかに対する不安を抱いている。総務省の「平成 22 年通信利用動向調査」によると、
インターネット利用で感じる不安として最も多いのが、
「個人情報の保護に不安がある」
（71.6%）と
なっている。そのため、Personal、Mydex 等のように、自己の情報の流通をコントロールするような
サービスが海外で始まっている。一方、我が国においては、社会保障・税一体改革の一環として、複
数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤を提供する
社会保障と税に関わる番号制度の導入が進められており、この中においても自己情報コントロールで
きることの必要性が示されている。

4
5

IDC, Extracting Value from Chaos, 2011
ゼッタは、10 の 21 乗の単位
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そこで、自己の情報の流通をコントロールすることについて制度的な状況を整理するとともに、実
際の事業やサービスにおいて実装されている自己の情報の流通をコントロールするための IT の動向
を調査する。また、このような IT 実装の効果について検討を図るとともに、制度とのギャップにつ
いても分析を行う。

1.2.4. パーソナル情報の市場規模の算出
パーソナル情報を活用した事業創出等を推進するため、経済全体においてパーソナル情報の活用が
どのように位置付けられているかを把握することを目的とし、パーソナル情報を活用した市場規模の
算出を行う。また、パーソナル情報を活用したビジネスの可能性を探るため、将来的な市場について
も検討を図る。さらに、上記の三つの調査結果から、以下の事象がパーソナル情報を活用した市場に
対して与える影響についても考察を行う。
 パーソナル情報活用に対する個人情報保護法・プライバシー懸念（活用事例、阻害事例、露出、
悪用事例）
 IT 技術の実用化状況と法制度、プライバシー懸念への影響（個人を特定する、又は特定しない
ための技術）
 自己の情報の流通をコントロールするための IT 実装状況

1.2.5. パーソナル情報活用に向けた提言
上記の四つの調査結果を踏まえ、今後、パーソナル情報を活用した市場の活性化を図るための課題
と対応策について検討を図る。具体的には、市場（ビジネス）
、技術、制度という三つの観点から、調
査結果から導出した課題を整理するとともに、今後、求められる方向性等について考察を行うことと
する。

1.3. 調査の実施方法と手順
1.3.1. 調査の実施方法
本調査の実施方法は、文献調査とインタビュー調査を基本とした。
文献調査では、既存の調査結果、学術論文あるいは事例に関する情報（Web 等も含む）を調査し、
必要な情報の抽出、整理を行った。また、インタビュー調査では、ビジネス、技術、制度の観点から
有識者を選定し、対面により専門的な知見や情報の導出を行った。特に以下の三名の有識者について
は、アドバイザーとして専門的な見地から助言を得た。

氏名
森亮二

図表 II.1.3-1 本調査におけるアドバイザー
所属
英知法律事務所 弁護士

専門性

個人情報保護法（多くの民間企業の指
導、政府委員等）

佐久間淳
宮内宏

筑波大学 大学院システム情報工学研究 プライバシー保護データマイニング等
科 准教授

の研究

宮内宏弁護士事務所 弁護士

情報セキュリティと法制度（自己情報
コントロール等を含む）
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図表 II.1.3-2 インタビュー調査を行った有識者
所属

氏名
佐藤尚宜、

(株)日立製作所 横浜研究所

概要

個人を特定しない IT 技術として、暗号

吉野雅之、

化手法について話を伺った

長沼健
高橋克己、

日本電信電話（株） 情報流通プラットフ 個人を特定しない IT 技術として、撹乱

五十嵐大

ォーム研究所

手法、暗号化手法について話を伺った

隅野景

KDDI（株） 新規ビジネス推進本部

活用事例として Edy|au に関する話を
伺った

金杉洋
武藤信洋

東京大学 空間情報科学研究センター

阻害事例として情報銀行モデルに関す

柴崎研究室

る話を伺った

日本電信電話（株） サイバーソリューシ 自己情報コントロールの技術面につい
ョン研究所

て話を伺った

北岡有喜*1、

*1 京都医療センター

活用事例としてポケットカルテに関す

春山祥一*2

*2 （株）インテージ

る話を伺った。また自己情報コントロ
ールのサービス面について伺った

―

カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株） 活用事例として T ポイントサービスに
関する話を伺った

津田宏治*3、

*3 産業技術総合研究所

個人を特定しない IT 技術の事例とし

清水佳奈*3、

*4 東京大学

て、化合物データベースについて話を

浜田道昭*4

伺った

1.3.2. 本調査の実施手順
本調査では、調査項目間について連携を図りつつも、提言を除く四つの調査項目を併行して実施し
た。そして、市場規模の算出に残りの三つの調査項目の結果を反映するとともに、最終的に四つの調
査結果から提言のとりまとめを行った。
図表 II.1.3-3 本調査の流れ
２．パーソナル情報活用
に対する個人情報保護
法・プライバシー懸念の
影響調査

３．IT技術の実用化状況
と法制度、プライバシー
懸念への影響調査

４．自己の情報の流通を
コントロールするための
IT実装の調査

６．パーソナル情報活用に向けた提言
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５．パーソナル情報の市
場規模の算出

1.3.3. 本調査の実施体制
本報告書は、平成 23 年度実施した「パーソナル情報保護と IT 技術に関する調査」事業の成果物で
ある。本事業の実施者は以下である。
実施者

（株）日立コンサルティング 美馬 正司
（株）日立コンサルティング 佐藤 祥太郎
（株）日立コンサルティング 宮澤 泰弘

IPA 担当者

情報セキュリティ分析ラボラトリー 小松 文子、島 成佳
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2. パーソナル情報活用に対する個人情報保護・プライバシー懸念の影響調査
2.1. 影響調査の実施方法
2.1.1. 影響調査の背景と目的
ここでは、パーソナル情報を活用することによって実際にビジネスを創出している事例、又は今後
ビジネスの創出が期待される事例（以下、活用事例と呼ぶ）
、サービスの構想はあるものの実現してい
ない事例や、海外ではサービスが実現されているにも関わらず我が国では同様のサービスが存在しな
い事例（以下、阻害事例と呼ぶ）
、パーソナル情報が露出又は悪用されてしまった事例（以下、露出、
悪用事例と呼ぶ）について調査し、パーソナル情報活用に対する個人情報保護法・プライバシー懸念
の全体像を記す。

2.1.2. 影響調査の手順
本調査は以下の手順で実施した。
 調査内容を設定する
 調査対象事例を選定する
 調査内容に従って文献、インタビュー調査を行う
 調査結果に基づき、影響の全体像を考察する

(1) 調査内容の設定
(a) 活用事例
活用事例は、既にビジネスとして実現されている、又は実現が期待されるものであると考えら
れることから、以下のような条件を満たしていることが想定される。
 パーソナル情報を活用して収益につなげるビジネスモデルが確立している
 個人情報保護法やプライバシー懸念に対応している
 利用者にメリットがある
そこで、活用事例の調査にあたっては、
「ビジネスモデル」
、
「法制度対応」
、
「利用者のメリット」
という三つの観点で、ビジネスを推進する際のポイントについて検討することとした。中でも、
個人情報保護法・プライバシー懸念の影響調査という調査の目的を踏まえ、
「法制度対応」につい
ては重点的に調査する。
個人情報保護法で、事業者がサービスの提供にあたって対応する必要がある主な項目を保護法
の主な条項に対応して図Ⅱ.2.1-1 に挙げる。調査では、実際のビジネスを推進する上で事業者が
これらの項目についてどのように対応しているかを調べ、ビジネスを推進する際のポイントとし
てまとめる。
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図表 II.2.1-1 「法制度対応」の調査項目
個人情報保護法の規定
調査の観点
定義

・対象となるデータが個人情報に該当するか

利用目的の制限

・個人情報の利用目的を明確にしているか

利用目的の通知

・個人情報の利用目的を利用者に通知しているか

適正な取得

・個人情報を不正な手段で取得していないか

安全管理

・個人情報を適切に管理しているか

第三者提供の制限

・個人情報の第三者提供はあるか
・ある場合、利用者から同意を得ているか

開示、訂正、利用停止等

・利用者の意向で開示、訂正、利用停止ができるか

(b) 阻害事例
阻害事例は、我が国ではサービスとして実現できないものであると考えられるので、以下のい
ずれか（若しくは複数）が原因となっていることが想定される。
 収益につなげるビジネスモデルが確立していない
 個人情報保護法等によって禁止されている
 利用者に受け入れられない
そこで、阻害事例の調査にあたっては、
「ビジネスモデル」
、
「法制度対応」
、
「利用者の受容性」
という三つの観点で、事業の阻害要因について検討することとした。ここでは、特に「ビジネス
モデル」及び「法制度対応」が大きな阻害要因となっていることが想定されるため、この 2 項目
について重点的に調査するものとする。
「ビジネスモデル」の観点で阻害要因を検討する際には、
「ビジネス環境」や「収益構造」につ
いて検討する。また、
「法制度」については、個人情報保護法制上のどの項目が阻害要因になって
いるのかを図表 II.2.1-1 を参考にして検討する。

(c) 露出、悪用事例
露出、悪用事例の調査にあたり、パーソナル情報の悪用と露出を次のように定義して区別する
ものとする。
 悪用：一次サービス事業者にて利用者が想定していない情報の使われ方をした状態。
 露出：利用者が想定していない人に情報が渡った状態。想定していない人としては 「第三
者の事業者」
、
「不特定多数の一般人」
、
「特定の一般人」等が考えられる。
露出、悪用事例では、以下のいずれか（若しくは両方）が、問題化した原因と考えられる。
 個人情報保護法等に違反する（した）ものであった
 プライバシーを侵害される（された）ものであった
そこで、
「個人情報保護法の遵法性」
、
「プライバシー侵害の可能性」という観点で、各事例が問
題化した要因を検討することとした。

① 個人情報保護法への遵法性
「個人情報保護法への遵法性」については、図表 II.2.1-1 の項目を用いて、各事例において
事業者がどのような対応をしていたかを調べ、問題化した要因を検討することとした。
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② プライバシー侵害の可能性
「プライバシー侵害の可能性」については、まずプライバシーの侵害とはどのような状態を
指すのかを定義する必要がある。プライバシーは憲法や法律に明記されたものではないが、宴
のあと事件6の裁判例（東京地判昭和 39・9・28 判時 385 号 12 頁）がプライバシー侵害の一つ
の基準として考えられている。判決文によると、以下の要件を全て満たすとプライバシーの侵
害が成立するとしている。
 要件 1．私生活上の事実、あるいは事実らしく受け取られるおそれのある事柄を公開され
たこと
 要件 2．一般人の感受性を基準にして、当人の立場に立った場合、公開を欲しないであろ
う事柄を公開されたこと
 要件 3．一般の人々にいまだ知られていない事柄を公開されたこと
 要件 4．公開によって、当人が実際に不快・不安の念を覚えたこと
しかし、近年、これらの基準だけでは判断できない判例や裁判例も出てきている。例えば、
早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件7の判例（最判平成 15・9・12 民集 57 巻 8 号 973 頁）で
は、
プライバシーの侵害が認められたが、提出された名簿の情報は氏名等の単純な情報であり、
要件 1 を満たしていない。その他、掲示板プライバシー侵害事件8の裁判例（神戸地判平成 11・
6・23 判時 1700 号 99 頁）では、プライバシーの侵害が認められたが、掲示板に書き込まれた
情報は公開されていたものであり、要件 3 を満たしていない。これらの判例に共通するのは、
「要件 2 を満たすだけでプライバシー侵害が起こり得る」ということである。一方、客室乗務
員 DB 事件9の裁判例（東京地裁平成 22・10・28）では、プライバシーの侵害が認められたが、
「第三者に知られたくない個人に関する情報は、みだりに収集・保管・使用してはならない」
としている。これは、
「要件 1～4 は情報の公開を前提とするが、情報を収集しただけでもプラ
イバシーの侵害が起こり得る」ことを意味している。
このように、プライバシーの侵害については、前述の要件 1～4 だけでは判断ができなくな
ってきているものの、いずれの判例、裁判例においても以下の要素が重要視されている。
 情報の性質：扱う情報が、機微性が高い情報か
 目的：情報を扱う目的に正当性があるか
正当性がある目的の例として、利用者のためであること、社会的に意義があることに利
用するためであること等が挙げられる。
 方法：適切な方法で情報が扱われていたか
情報の取得時にその事実を利用者に伝えていないこと、
目的の達成に必要な範囲を超え

6

小説「宴のあと」の題材となった人物が、私生活を暴かれたとして、作者と出版社を相手取り、慰
謝料と謝罪広告の掲載を求めて提訴した事件
7
江沢民中国国家主席（当時）が早稲田大学で講演した際、大学側が講演会に出席予定の 1400 人分の
名簿を事前の同意を得ることなく警察に渡した事件
8
電子掲示板に頻繁に書き込みをしていた開業医が、別の者によって氏名、職業、診療所の住所・電
話番号を掲示板で公開されてしまった事件
9
日本航空の労働組合が客室乗務員の情報（思想信条、病歴、家庭環境、性格、容姿等）を収集・管
理していたことがプライバシーの侵害であるとして問題とされた事件
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て情報を取得していること、情報は安全に管理されていないこと、目的達成に必要な期間
を超えて情報を保管していること、
目的の達成に必要な範囲を超えて情報を利用している
こと等が適切でない例として挙げられる。
そこで本調査では、図表 II.2.1-2 に記す評価項目を設け、多数の項目に反している事例につ
いてはプライバシーの侵害の可能性が高いとすることとした。なお、本評価項目は、アドバイ
ザーである森亮二弁護士から助言をいただいたものではあるが、あくまで参考であることに留
意が必要である。全評価項目について問題がなかったとしてもプライバシーの侵害がないとは
言い切れないし、いずれかの評価項目に問題があっても必ずプライバシー侵害にあたるわけで
はない。
ここでは、本評価項目を用いて、
「プライバシー侵害の可能性」を調べ、露出、悪用事例が問
題化した要因を検討する。
図表 II.2.1-2 プライバシー侵害の評価項目
取得
保管
情報の性質

・機微性の高い情報を扱っていないか

目的

・情報を扱うのは利用者のためか

利用（公開）

・若しくは情報を扱うのは社会的に意義のあることに利用するためか
方法

・取得理由を利用者に伝 ・情報は安全に管理され ・目的を逸脱して情報が利
えていたか

ていたか

用されていないか

・目的達成に必要な範囲 ・目的達成に必要な期間
を超えて情報を取得して を超えて情報を保管して
いないか

いないか

(2) 調査対象事例
活用事例、阻害事例の選定にあたっては、その網羅性を担保するため、以下に記す「5. パーソナ
ル情報の市場規模の算出」の市場モデルの分類（図表 II.5.1-1）を用いて、調査対象候補のサービ
スについて選定を行った。
 パターンⅠ：本人から収集した情報に基づき、本人に対してサービスを提供するもの
 パターンⅡ：本人から収集した情報をパーソナル情報の集合（DB）として活用し、これに
基づき本人に対してサービスを提供するもの
 パターンⅢ：本人情報を、本人の許可に基づき他のサービス／事業者に受け渡すもの、ある
いはそれに基づき本人にサービスを提供するもの
 パターンⅣ：パーソナル情報の集合を本人の許可に基づき、あるいは匿名化して他のサービ
ス／事業者に渡すもの、あるいはそれに基づき本人にサービスを提供するもの
パーソナル情報の活用は従来から小売業で進んでおり、近年ではインターネット、携帯電話を中
心に急速に発達してきている。特に携帯電話等を用いた位置情報やソーシャルメディアの活用が盛
んになってきており、情報の電子化が進む医療・健康情報等を踏まえて、図表 II.2.1-3 に記すよう
に調査対象候補となるサービスの整理を行った。
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図表 II.2.1-3 パーソナル情報を活用したサービスの分類
Webログ
Webログ

CGM
CGM

サービスで（主に）利用しているパーソナル情報
サービスで（主に）利用しているパーソナル情報
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ／嗜好
位置情報
購買情報
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ／嗜好
位置情報
購買情報

パタ
パタ
ーン
ーン
ⅠⅠ

・ナビ支援
・ナビ支援
・配車サービス
・配車サービス
・レコメンド／コンテンツ配信
・レコメンド／コンテンツ配信

・オンライン広
・オンライン広
告告

パタ
パタ
ーン
ーン
ⅡⅡ

・PHR
・PHR

・販売促進／マー
・販売促進／マー
ケティング支援
ケティング支援

・EHR
・EHR

・楽天ｽｰﾊﾟｰ
・楽天ｽｰﾊﾟｰ
DBﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ
DBﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ
広告
広告

・SNS広告
・SNS広告
パパ
｜｜
ソソ
ナナ
ルル
情情
報報
活活
用用
のの
基基
本本
モモ
デデ
ルル

医療・健康情報
医療・健康情報

・O2O（オンライン・ツー・オフライン）
・O2O（オンライン・ツー・オフライン）
・個人データ管理
・個人データ管理
・アドネットワーク
・アドネットワーク

パタ
パタ
ーン
ーン
ⅢⅢ
・購買データ販
・購買データ販
売
売

・Webマーケティング
・Webマーケティング
パタ
パタ
ーン
ーン
ⅣⅣ

・医療データ販
・医療データ販
売売

・データエクスチェンジ
・Personal
Data Service
・データマーケットプレイス
・データマーケットプレイス

(a) 活用事例
図表 II.2.1-3 に記す調査対象候補のサービスから、以下の観点から活用事例の調査対象を選定
した。調査対象事例を
図表 II.2.1-4 に記す。
・ ソーシャルメディア、位置情報等を活用している
・ 多様なパーソナル情報、事業者を跨がってパーソナル情報を活用している
・ パーソナル情報の高度な解析している
・ パーソナル情報の取扱について、従来と異なる視点で取り組んでいる

28

図表 II.2.1-4 調査対象事例（活用事例）
No

サービスの分類

事例

サービス事業者

1

レコメンド／コンテンツ配信

i コンシェル

(株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ

2

Web マーケティング

インターネット視聴率調査

ネットレイティングス（株）

3

オンライン広告

Google Adwords

Google

4

販売促進／マーケティング支援

おすすめ商品

Amazon.com

5

販売促進／マーケティング支援

T ポイントサービス

カルチュア・コンビニエンス・
クラブ（株）

6

SNS 広告

スポンサー広告

Facebook

7

O2O

Edy | au

KDDI（株）
、楽天（株）

8

PHR

ポケットカルテ

（特非）日本サスティナブル・
コミュニティ・センター

(b) 阻害事例
阻害事例については、図表 II.2.1-3 のサービスを踏まえ、各分類に属するサービスで、我が国
ではまだ実施されていないサービスを調査対象として選定した。すなわち、海外では事業化され
ているものの、我が国では事業化されていないもの、あるいは我が国でもビジネス化に向けた検
討が進められているが、まだ実現に至っていないものである。調査対象事例を図表 II.2.1-5 に記
す。
図表 II.2.1-5 調査対象事例（阻害事例）
No.

サービスの分類

事例

サービス事業者／提案者

1

Personal Data Service10

データエクスチェンジ事業

STATZ

2

医療データ活用

医療データ販売事業

MedMining

3

医療データ活用

Heritage Health Prize

Heritage Provider Network

4

Personal Data Service

情報銀行モデル

東京大学 空間情報科学研究セン
ター 柴崎研究室

5

データマーケットプレイス11

Windows Azure
Marketplace

Microsoft

(c) 露出、悪用事例
前述の悪用、露出の定義にのっとり、悪用された事例、第三者の事業者に露出した事例、不特
定多数の一般人に露出した事例、特定の一般人に露出した事例の中から調査対象を選定した。調

10

当人が把握している個人情報だけではなく、本人が預り知らない場所に保管され、本人が知らない
用途に利用されてしまっている個人情報も含めて、個人本人が管理するための仕組み
11
データを提供したい事業者とデータを利用したい事業者が取引する場を提供するサービス
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査対象事例を図表 II.2.1-6 に記す。
図表 II.2.1-6 調査対象事例（露出、悪用事例）
No.

露出、悪用事例の分類

事例

サービス事業者

1

悪用

CarrierIQ 問題

CarrierIQ、携帯電話事業者

2

悪用

iPhone の位置情報収集

Apple

3

不特定多数の一般人に露出

Google Buzz

Google

4

第三者の事業者に露出

AppLog

（株）ミログ

5

特定の一般人に露出

カレログ

（有）マニュスクリプト

6

不特定多数の一般人に露出

Google Location Server

Google

7

不特定多数の一般人に露出

People Search

Intelius
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2.2. パーソナル情報活用によるビジネス創出事例
2.2.1. i コンシェル（
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ）
ここでは、位置情報等のパーソナル情報を活用したレコメンド／コンテンツ配信サービスとして i
コンシェルを取り上げる。

(1) 概要
i コンシェルは、
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモが提供している携帯電話を利用した情報配信サ
ービスであり、利用者のプロファイルや居住地、現在地等に合わせて毎日の生活に役立つ（と思わ
れる）情報を知らせる（図表 II.4.1-1）
。
配信を設定できる情報は、鉄道運行情報（図左上）
、道路交通情報、気象情報、地震情報、イベン
ト情報、トルカ12のクーポン情報（図左下）等である。
また、スポーツの試合日程やアーティストの活動情報等の関心ある予定を指定しておくと、常に
最新のスケジュールを見ることができ（図右上）
、スケジュールに場所が記載されている場合、ナビ
サイトへのリンクが作成され、現在地から目的地までの経路検索が行えて、目的地の天気等の周辺
情報も確認できる。
また、不測の事態に備え、電話帳等の携帯電話のデータを自動的にバックアップする機能も付い
ている（図右下）
。
図表 II.2.2-1 iコンシェルのイメージ

出典：
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモのホームページ

12

おサイフケータイの機能を用いて、チラシやレストランカード、クーポン等の情報を端末に保存、
利用できるサービス
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(2) ビジネスモデル
事業者の基本的な収益は、利用者への課金から得られる。具体的には、i コンシェルサービスの
利用料は、月額 210 円である（2012 年 3 月現在）
。2011 年 10 月時点で、i コンシェルサービスの
契約者は約 580 万人である。
また、i コンシェルでは、i コンシェルの利用者に広告配信やコンテンツ配信を代行するサービス
を提供している。これは、エージェントエンジンと呼ばれる技術を用いて i コンシェルサービスで
取得した利用者の情報や契約者情報からターゲティングを行って広告やコンテンツを配信するもの
で、広告主やコンテンツプロバイダから情報配信料を徴収している。

(3) 法制度対応
図表 II.2.1-1 に記述した項目を元に、事業者の法制度対応について検討する。
まず、i コンシェルサービスの提供にあたり、事業者が利用者から取得している情報は、生年月
日、性別、居住地の郵便番号、スケジューラ情報、位置情報等である。これらの情報は単体では個
人を識別できるものではないかもしれないが、携帯電話事業者が収集する以上、容易照合性を排除
することは困難であり、個人情報に該当する。
特に、i コンシェルでは、オート GPS 機能（端末が 5 分間隔でバックグラウンドにて GPS 測位
を行い、サーバにデータを送付する機能）を利用して位置情報を収集することができるが、GPS デ
ータは総務省「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」において通信の秘密に
準じた取扱いが求められている。そこで、i コンシェルでは、利用者がオート GPS 機能の利用を希
望する際には、利用者自身が端末上から位置情報を提供する機能を有効にした後、データを収集し
始めるという仕組みとしている。さらに、オート GPS 機能を利用する期間や、どのサービスに利
用するかを設定でき、記録された位置情報の履歴を参照できる機能等を設ける等、利用者が自律的
にサービスへの関与ができるような配慮がなされている（図表 II.2.2-3 参照）
。
また、広告配信やコンテンツ配信の際にも、利用者から取得した情報は広告主等の第三者に渡ら
ないようになっている（図表 II.2.2-4 参照）
。広告等の情報はターゲティング情報配信機能を用い
て配信されるが、その際に用いられる利用者の各種設定情報（エージェント情報）や i コンシェル
サービス提供にあたって利用者から取得している情報（ストレージ情報）は、i コンシェルのサー
バ上にあり、ターゲティングも i コンシェルのサーバ上で行われる。
図表 II.2.2-2 iコンシェルにおける主な法制度対応
個人情報保護法の規定
i コンシェルの場合
定義

・位置情報等、個人情報に該当する情報を利用している

利用目的の制限

・オート GPS 機能を用いて情報を収集する際は、オート GPS 機能

利用目的の通知

やオート GPS 対応サービスについて説明し、同意を得たうえで情

適正な取得

報を収集している

安全管理
第三者提供の制限

―
・広告配信やコンテンツ配信の際も、他事業者に情報を提供しない
よう、i コンシェルのサーバ上で処理している

開示、訂正、利用停止等

―
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図表 II.2.2-3 オートGPSの設定画面

図表 II.2.2-4 情報配信システムの概要

出典：
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモのホームページ

(4) 利用者のメリット
i コンシェルのサービスを通じて利用者が得られるメリットとしては、まずは、特定の地域の気
象情報や特定の経路の電車運行情報等の、より個人に最適化された情報を得られることであろう。i
コンシェルでは、利用者の情報を解析し、利用者の行動を予測してパーソナライズされた情報を配
信するための技術として、
「リアル行動ターゲティング情報配信機能」が実装されている。これは、
利用者毎の行動パターンの分析を曜日や時間帯毎に実施し、現在位置と進行方向から今後の行動を
推定し、運行情報やイベント情報等を配信するものである。実際に利用者がよくダウンロードする
コンテンツはトルカのクーポンであり、
利用者がより直接的な便益を求めていることがうかがえる。
また、i コンシェルは、パーソナル情報に基づいて各種情報を配信するだけではなく、電話帳をバ
ックアップする機能等も付加している。
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(5) 考察
i コンシェルは、プロファイルや位置情報等、個人に関連する情報を活用して行動支援を行う先
駆的なサービスであり、利用者数も多い。
ビジネスモデルとしては、i コンシェルは、利用者と事業者の双方から収入を得る仕組みを構築
できており、ビジネスを推進するうえで重要なポイントであると考えられる。
また、利用者の受容性の観点では、サービスの利用者が多いことから、パーソナライズされたコ
ンテンツ配信や電話帳のバックアップサービス等が利用者から支持されていると考えられる。
一方で、サービスの提供に必要なパーソナル情報のうち、位置情報についてはガイドライン等で
機微性が高いとされて取扱いに制約が設けられているが、位置情報の収集にあたっては同意を取得
し、収集期間やどのサービスに位置情報を利用するかを選択できるようにする等、利用者に配慮し
ている。

2.2.2. インターネット視聴率調査（ネットレイティングス（株）
）
ここでは、Web ログ等のパーソナル情報をマーケティング等に活用するサービスとしてインターネ
ット視聴率調査を取り上げる。

(1) 概要
ネットレイティングス（株）は、マーケットリサーチを行う事業者として、消費者のオンライン
視聴行動や購買行動を計測・分析し、顧客企業に提供している（図表 II.2.2-5 参照）
。インターネ
ット視聴率の計測にあたっては、日本全国で 4 万人以上の生活者パネル（Home パネル）
、2 千人以
上の勤労者パネル（Work パネル）を構築し、パネルの PC 等に専用のソフトウェア（Netsight）
をインストールさせインターネット視聴データを収集する。
調査では、収集したインターネット視聴データに加え、アンケート等で取得した生活者の行動様
式や広告効果、好きなブランドといったデータや、ソーシャルメディア上での口コミ等のデータを
統合して分析している。顧客企業は、自社のサイトの利用者数やセッション数、ページビュー、滞
在時間、利用者属性情報だけではなく、直前の参照サイトや直後の参照サイト、サイト内のページ
毎の人気、時間帯や曜日別のトラフィック等、利用者の詳細なインターネット視聴行動を把握する
ことができる。
このような調査においては、パネルに偏りがある（例えば、IT リテラシーが一般の人よりも高い
等）可能性を踏まえて、一般人としての代表性が高いものにすることが課題として挙げられる。ネ
ットレイティングス
（株）
では、
図表 II.2.2-5 に示すように、
Home パネルとしてRDD パネル
（RDD13
による無作為抽出でパネルとなった人、一般人としての代表性が高い）と Mega パネル（オンライ
ン募集によりパネルとなった人、代表性が低い可能性がある）を有しており、RDD パネルから得
られたデータを用いて Mega パネルから得られたデータに補正を加えることで、代表性が高くサン
プル数も多い統計データとなるように対処している。

13

ランダム・デジット・ダイヤリング。無作為に抽出した電話番号にダイヤルして調査を依頼する手
法
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図表 II.2.2-5 インターネット視聴率調査のイメージ

出典：http://www.netratings.co.jp/solution/audience.html

(2) ビジネスモデル
事業者の基本的な収益は、図表 II.2.2-5 にもあるように、パネルのインターネット視聴データを
調査分析したものを顧客企業に提供することで対価を得るものである。また、調査分析の結果を提
供するだけではなく、顧客企業に各種データへのアクセス権をライセンスとして販売することも行
っている。
一方で、パネルに対してはインターネット視聴データの提供に対する報酬を支払っている。

(3) 法制度対応
インターネット視聴率調査を行うにあたって、事業者がパネルから取得している情報としては、
性別、生年月日、郵便番号等の基本項目、およびアンケート等を通じて調査目的に応じた質問項目
に対する回答が挙げられる。これらはパネルの属性情報の把握に必要なものとなる。そのうえでオ
ンライン視聴データとして、パネルが保有する PC や携帯電話のソフトウェアやハードウェアの種
類、パネルが訪問したサイトのアドレスや内容、訪問日時等を収集している。
一方で、報酬支払い等のためには事業者は個人を識別できる情報（個人識別情報）を保有する必
要があり、インターネット視聴データが単体では個人を識別できないとはいえ個人識別情報との照
合可能が残るため、個人情報としての取扱いが必要である。本事業では、パネルデータの個人情報
保護方針について、Web 上で公表されている14（パネルに対しても個別に事前説明しているものと
推察される）
。同方針では、パネルから取得する情報、その利用目的、第三者提供する旨、利用停止
方法等について、詳細な説明がなされている。

14

http://www.netratings.co.jp/sc/privacy.htm
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図表 II.2.2-6 インターネット視聴率調査における主な法制度対応
個人情報保護法の規定
インターネット視聴率調査
定義

・インターネット視聴データ、及び、個人識別方法を保有してい
る

利用目的の制限

・顧客企業のサイトを分析・改良するための統計的データとして

利用目的の通知

利用しており、その旨も明示している

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

・同意を得て第三者に情報提供を行う旨について明示している

開示、訂正、利用停止等

・利用停止方法について明示している

(4) 利用者（情報提供者）のメリット
情報提供者であるパネルのメリットは、情報の提供の対価として得られる報酬である。
一方で、自身のインターネット視聴データが取得されることについて不安を覚える人がいる可能
性があるが、パネルになるかどうかの判断はあくまで個人に委ねられており、パネルになった後も
オプトアウトや情報の利用停止措置を用意する等の配慮がなされている。

(5) 考察
現在のマーケティングにおいては、オンライン上の行動把握は重要であり、顧客企業からのニー
ズも高いことが想定される。
調査会社によりパネルを用いて個人に関連する情報を収集・分析してマーケティングデータとし
て活用することは個人情報保護法が成立する以前から行われており、調査するに当たって個人情報
やプライバシーへの配慮がなされてきた。その経験は、インターネット視聴率調査の新しい分野に
も活かされており、パネルから情報を取得するにあたっては、取得する情報、その利用目的、第三
者提供する旨、利用停止方法等について事前に説明をしたうえで同意を得るというプロセスを経て
いる。これらは個人情報保護法に準拠するだけでなく、利用者の受容性を高めることにもなり、事
業を推進するうえでのポイントと推察できる。

2.2.3. Google Adwords（Google）
ここでは、検索履歴等のパーソナル情報を広告事業に活用しているサービスとして Google
Adwords を取り上げる。

(1) 概要
Google Adwords のサービスの一つとして提供されている検索連動型広告は、広告主が指定する
キーワードが Google で検索された際に、広告主が指定する広告を検索結果画面に表示するもので
ある。
広告主への課金は、検索結果画面に表示された広告を検索利用者がクリックした場合に発生し、
1 クリックの単価や 1 日の上限予算を設定することができる。
広告主は、広告の作成や掲載、変更、停止、予算変更等を、インターネット上からいつでも行う
ことができ、地域、時間、PC／モバイルといった属性で、広告表示先を絞り込むことも可能である。
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図表 II.2.2-7 検索連動型広告のイメージ

出典：http://www.google.co.jp/

(2) ビジネスモデル
検索キーワードに対して広告主が掲載を希望する広告を表示し、検索利用者がその広告をクリッ
クすると、広告主から Google に対価が支払われる得るモデルである。特徴的な点として、広告の
表示にあたってオークション形式が採用されていることが挙げられる。これは、クリック単価やク
リック率によって各広告に対して広告ランクを設定し、クリック率×クリック単価が高い広告を優
先的に表示する仕組みである。
また、Google では、広告主の継続的な利用を促すために Google Analytics 等の広告の効果測定
ツールやノウハウも提供している。
図表 II.2.2-8 オークション形式による広告表示

出典：http://www.youtube.com/watch?v=3lVZgs2rhik&lr=1&user=adwordskyoshitsu
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(3) 法制度対応
Google は、検索利用者の検索クエリ、場所、検索履歴、ウェブ履歴等の情報を利用して、広告を
クリックする可能性が高い検索利用者にターゲティングして広告を表示している。履歴情報は、検
索利用者が Google アカウントにログインしている場合はアカウントに紐付ける形で、そうでない
場合はブラウザのクッキーに紐付ける形で管理されている。前者の場合、Google アカウントで登録
している氏名と紐付くため、履歴情報も個人情報相当の扱いが求められ、情報の利用にあたっては
目的の明示が必要である。検索時にメッセージなどは表示されないが、Google アカウントを登録す
る際にはプライバシーポリシーへの同意が求められ、同ポリシーにて収集している情報や「お客様
に合わせてカスタマイズしたコンテンツを提供するため（関連性がより高い検索結果や広告を提供
する等）
」に情報を利用する旨について記載されている。
また、履歴情報を用いたターゲティングを望まない検索利用者に対しては、Google アカウントに
ログインしている場合、そうでない場合とも、オプトアウトできるようになっている。ただし、こ
れは履歴に基づくターゲティングを止める措置であり、広告の表示自体を止めるものではない。
図表 II.2.2-9 検索連動型広告における主な法制度対応
個人情報保護法の規定
検索連動型広告の場合
定義

・Google アカウントに紐付けて検索履歴を管理する場合、個人情
報に該当する

利用目的の制限

・Google アカウント作成時にプライバシーポリシーへの同意が求

利用目的の通知

められ、収集する情報や収集目的、用途について記載されている

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

―

開示、訂正、利用停止等

・履歴情報を用いたターゲティングはオプトアウトできる

図表 II.2.2-10 ターゲティングのオプトアウト画面

出典：Google Preference Manager
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(4) 利用者（検索利用者）のメリット
検索連動型広告の利用者メリットとしては、利用者の興味に合致した広告が表示されることだと
考えられる。ただし、これは利用者によっては不快と感じる可能性もある。
一方で、Google をはじめ、インターネット関連のサービス事業者は広告収入を収益の柱にしてい
ることもあり、事業者が広告事業を行うことで検索利用者もサービスを無料で享受できることが最
大のメリットである。

(5) 考察
Google の検索連動型広告は、個人でも少額から広告を掲載でき、利用者が多いことがサービスを
推進するうえでポイントとなっている。
また、法制度に注目すると、Google アカウントに検索履歴を紐付けて管理する場合は個人情報に
該当するが、Google ではアカウントの作成時にプライバシーポリシーで明示、同意をとっている。
一方で、ブラウザのクッキーに紐付けて検索履歴を管理する場合には、個人を直接的に識別する情
報はないと考えられ、法制度上の問題はないと想定される。
また、利用者の受容性を鑑み、履歴情報に基づくターゲティングを望まない人にはオプトアウト
できる仕組みも設ける等、利用者の不安に対しても配慮している。

2.2.4. おすすめ商品（Amazon.com）
ここでは、購買履歴や商品の閲覧履歴等のパーソナル情報を販売促進に活用しているサービスとし
て Amazon.com のおすすめ商品を取り上げる。

(1) 概要
Amazon.com のおすすめ商品は、利用者が好みそうな商品をオンラインストア上に表示する仕組
みである。おすすめ商品は、利用者の購入履歴、利用者が投稿した商品の評価、商品の閲覧履歴等
のデータを基に自動的に作成、更新されている。特徴的な点として、特定の利用者に対しておすす
め商品を表示する場合に、当該利用者の履歴情報だけではなく、他の利用者の履歴情報も参考にし
ていることが挙げられる。
おすすめ商品に関する具体的なアルゴリズムは公開されていないが、その機能から協調フィルタ
リング15によりおすすめ商品が選択されていると想定される。
また、2010 年には Facebook との連携機能の β 版をリリースしており、同機能を利用すると
Facebook プロフィールや、いいね！の情報、友人に人気のある商品、友人の購買履歴等に基づい
たおすすめ商品が表示される。

15

多数のユーザーの行動情報を蓄積しておき、あるユーザーと行動が似ている他のユーザーの情報を
用いて推論を行う方法。
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図表 II.2.2-11 おすすめ商品のイメージ

出典：http://www.amazon.co.jp/

(2) ビジネスモデル
基本的なビジネスモデルは、おすすめ商品を表示することで利用者の消費行動を喚起し、収益の
増加につなげるものである。
おすすめ商品のクリック率やコンバージョン率は公開されていないが、
Amazon.com は 1998 年のおすすめ商品の開始以降、現在に至るまで売上高を伸ばし続けており、
おすすめ商品もその一助になっていると考えられる。

(3) 法制度対応
Amazon.com が、おすすめ商品の作成、表示に利用している情報は、利用者の購入履歴、利用者
の商品の評価、他の利用者の購入履歴、他の利用者の商品の評価、利用者が最近クリックした商品、
利用者の未購入のショッピングカートの中身、
利用者のほしい物リスト、
利用者のアカウント情報、
IP アドレス等である。また、Facebook 連携機能を利用する場合は、Facebook における利用者の情
報、Facebook における利用者の友人の情報等が利用される。これらの情報については、氏名情報
を含む Amazon アカウントに紐付く形で保管されるため、個人情報に相当すると考えられる。
情報の収集や利用について、Amazon アカウントを作成する際や、オンラインストアで商品を参
照する際、商品を購入する際等に特に明示はされない。ただし、オンラインストア内に設けられて
いるプライバシー規約のページにて、収集する情報と「お客様が興味をもたれると思われる商品・
サービスのご案内等の目的のために利用」するという目的を公表したうえで、
「ご利用いただいた場
合、本規約に同意していただいたものとみなされます。
」と記載している。
一方、利用者の裁量で、購入履歴やほしい物リスト、チェック履歴等はログイン後のページで確
認できるようになっており、履歴を削除したり、商品毎におすすめ商品の表示に利用するかどうか
を選択することができる。ただし、購入履歴だけは削除はできない仕様となっている。
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図表 II.2.2-12 おすすめ商品における主な法制度対応
個人情報保護法の規定
おすすめ商品
定義

・Amazon アカウントに紐付けて履歴情報を管理する場合、個人
情報に該当する

利用目的の制限

・オンラインストア内のプライバシー規約にて、収集する情報、

利用目的の通知

並びにそれを商品・サービスの案内に利用する旨について記載し
ている

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

―

開示、訂正、利用停止等

・履歴は Web 上で確認でき、購入履歴以外は削除もできる

(4) 利用者のメリット
おすすめ商品が表示されることの利用者メリットは、利用者に興味に合致した商品が表示される
ことで希望する商品までのアクセスが高速化されること、似た商品を比較しながら購入する商品を
選べること、利用者本人すら気付いていなかった興味が分かること等が挙げられる。
一方で、利用者によっては、あまりに自身の関心と一致している場合、おすすめ商品を不快と感
じる可能性がある。そこで、なぜそのおすすめ商品が表示されたのか（例：○○を買っていたため）
を確認できる機能も用意されており、おすすめする理由になった商品をおすすめに使用しないよう
にしたり、興味がないことを意思表示する機能を設けている。
また、おすすめ商品の表示自体もログイン後のサイトから止めることができる。

(5) 考察
Amazon.com のおすすめ商品は、パーソナル情報を活用して購買行動を促す先駆的なサービスで
あり、実際に Amazon.com の売上高が順調に伸びていることから、利用者にも受け入れられている
と考えられる。
利用者の受容性の観点でも、おすすめ商品が表示される理由を調べることができたり、履歴に残
っている特定の商品をおすすめ商品に利用しないことを選択できること等は、サービスを受け入れ
やすい。
近年では、Facebook 連携を試みておすすめ商品の効果向上に取り組んでいるが、購買行動だけ
ではなく SNS 上の利用者の情報等も利用することになるため、よりプライバシーに配慮した形で
サービスを進めることが求められる。

2.2.5. T ポイントサービス（カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）
）
ここでは、購買履歴等のパーソナル情報をマーケティングに活用しているサービスとして、カルチ
ュア・コンビニエンス・クラブ（以下、CCC）が提供する T ポイントサービスを取り上げる。

(1) 概要
T ポイントサービスは、提携企業やオンラインショップで共通的に利用できる T ポイントを発行
するサービスである。会員は共通ポイントカード（T カード）を発行してもらい、商品の購入等を
通じて T ポイントを貯めたり、貯めた T ポイントを商品の購入に充てることができる。一方で、提
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携企業にとっては、T ポイントが利用できることによる集客効果が期待できる。
T ポイントサービスでは、会員が提携企業で T ポイントを利用すると、バッチ処理が走り、店舗
番号、日付、売上金額、支払い方法等のデータにカード番号を付加し、専用回線で CCC にデータ
が送られて CCC 側でデータベースとして管理する。なお、提携企業からの希望がある場合には、
PoS データから商品マスターを抽出して管理することもでき、商品情報も含めた詳細な分析を行う
ことができる。CCC が管理するデータはもともと提携企業が保有しているデータであり、提携企業
からはマーケティングを目的としたポイント事業や購買履歴管理を CCC にアウトソーシングして
いることになる。ただし、基本的に提携企業が参照できる購買情報は、当該提携企業における購買
情報のみであり、会員が登録の際に CCC に提供した個人情報（氏名、住所等）や他の提携企業に
おける購買にはアクセスできない。

(2) ビジネスモデル
T ポイントサービスにおけるプレーヤーは、ポイント事業の主体である CCC、会員がポイントを
貯める提携企業、ポイントを使う提携企業、会員からなる。ポイントを貯める提携企業は、会員に
購買に応じてポイントを付与し、CCC にポイントプラス手数料を支払う。ポイントを使える提携企
業は、ポイントの利用を希望する会員の購買に対してポイント分だけ減算し、CCC からポイントか
ら手数料を差し引いた料金をもらう。CCC は、ポイントを貯める提携企業や使う提携企業からの手
数料等が収益となる。
加えて、CCC では提携企業の購買情報を用いて詳細なマーケティングを代行することがあり、こ
ちらはポイントに関わる手数料とは別料金がかかる。さらに、特徴的な点として、CCC では、各提
携企業の購買データを分析するだけでなく、他業種の提携企業の購買データと統合して高度な解析
を行うことも試みている。提携企業同士でデータを統合して解析することが合意されれば、実際の
分析サービスとして提供される。ただし、この場合もデータの解析は CCC で行っており、個人を
特定したデータが提携企業に開示されることはなく、あくまで統計的な分析データが提供されてい
る。
また、CCC では広告配信代行も行っている。これは、広告主からの依頼に基づいて、会員情報を
用いてターゲティングを行い、電子メールや DM を送るものである。電子メールや DM の配信自体
は、広告主から配信先を指定してもらったうえで CCC が行っており、会員の住所やメールアドレ
スは広告主に開示していない。さらに、どんな広告でも配信するわけではなく、CCC 内で広告の内
容に関する自主基準を持っている。
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図表 II.2.2-13 Tポイントサービスのビジネスモデル

ポイントを
貯める
提携企業

④商品、サービス代

③商品、サービス＋ポイント
⑤ポイント販売

①会員登録

⑥ポイント代＋手数料

CCC
会員

⑨ポイント買取

②カード発行
⑩ポイント代－手数料
⑦商品、サービス

⑧商品、サービス－ポイント

ポイントを
使える
提携企業

(3) 法制度対応
CCC では、T 会員規約にて会員から以下のような情報を取得するとしている。
 会員登録事項（氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等）
 ポイントの付与又は使用等に関する情報
 新たなサービスご利用の際に会員に提供してもらう一切の事項
会員登録情報は個人を識別であることから、それらと照合できるその他情報についても個人情報
としての取扱いが求められる。情報を取得、利用することについては、会員登録の際に店頭で説明
して同意をとっており、
さらに Web 会員に登録する会員については同様の説明を再度行って同意を
とっている。加えて、これらは T 会員規約にも記載されており、Web ページ上で公表されている。
また、T 会員規約ではポイントプログラムの提携企業で情報を共同利用する旨についても記載さ
れている。T ポイントのような事業の場合、会員登録した後もポイントプログラムへの参加企業（つ
まり共同利用者）が増えていくことになるが、CCC では Web ページで常にポイントプログラム参
加企業を公開するとともに、1 年毎の会員更新の際に会員に改めて提携企業について確認するよう
伝えている。
一方、情報の主な利用目的として、以下のようなものが挙げられている。
 ポイントプログラムを含む会員サービス運用のため
 会員のライフスタイル分析のため
 会員のライフスタイル分析を基に、電子メール等によって、商品情報やサービス情報を案内
又は情報提供するため
 その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
情報の目的の範囲内で利用されているが、特に、電子メールの配信については、個人情報保護法
や各省ガイドラインに準拠するだけではなく、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律も参
照し、電子メールの文面やオプトアウト対応等の規定に準拠している。また、CCC では、電子メー
ルに関する自主基準を設けており、例えば、アダルト系、消費者金融系の広告は扱わない等の配慮
をしている。
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図表 II.2.2-14 Tポイントサービスにおける主な法制度対応
個人情報保護法の規定
T ポイントサービスの場合
定義

・会員登録の際の個人情報に紐付けられるので、ポイントに関連
する情報等も個人情報に該当する

利用目的の制限
利用目的の通知

・会員登録の際、Web 会員登録の際に、取得する情報、利用目
的を明示し、同意のうえで情報を取得している
・同様の情報は Web 上の T 会員規約にも記載されている

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

・提携企業内で情報を共同利用することがある旨について説明
し、同意をとっている
・同様の情報は Web 上の T 会員規約にも記載されている

開示、訂正、利用停止等

・Web 上で履歴を確認できる
・本人の要望に応じてデータを開示している

その他

・電子メールの送付にあたっては、特定電子メールの送信の適正
化等に関する法律に準拠している

(4) 利用者（T 会員）のメリット
会員のメリットとして、まずポイントを得られることが挙げられるが、本事業のようにポイント
を共有できるようにすると、企業毎に別々に存在していたポイントカードを 1 枚に集約できてポイ
ントも貯めやすくなる。
一方で、会員の不安として、多数の店舗での購買履歴が提携企業間で共有されているのではない
かという不安があるかもしれないが、基本的にはデータは CCC にて管理され、提携企業は自企業
に関連するデータしか参照できない。オプショナルな分析の際に他企業のデータとの統合等が行わ
れることはあるが、その際もデータは CCC で管理され、最終的に各企業に提供されるデータは個
人を識別できない統計データであり、会員に配慮がなされている。

(5) 考察
T ポイントサービスでは、CCC、提携企業、会員がそれぞれメリットを得られる仕組みができて
おり、さらに提携企業に対するマーケティング分析や、広告配信代行を行う付加サービスで収益を
あげる仕組みができている。
特徴的な点として、CCC では多数の企業の購買データを保有していることから、異業種の購買デ
ータを統合して高度な解析を行うことが試みられていることがある。
このような取組にあたっては、
提携企業どうしがデータの統合・解析に合意しなければサービスとして提供しない、利用者からデ
ータの共同利用について複数回に渡り同意をとる、データの解析は CCC で行い個人を特定したデ
ータは提携企業に開示しないなど、提携企業や利用者に配慮している。
法制度面では、T ポイントサービス参加企業間で情報を共有することがある旨について、会員登
録の際に説明、同意をとっている。また、同意取得後もポイントプログラム参加企業が増えていく
ことについて Web 上で最新情報を公開したり、会員更新のたびに確認を促す等、共通ポイントカー
ド特有の課題についても対処している。
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また、電子メールの送付にあたっては、受信した会員が不快感を覚えないように自主基準を設け
る等、ターゲティングを行って広告効果をあげることだけを目指すのではなく、利用者の感情にも
配慮を行っていることも利用者の受容性という観点から重要である。

2.2.6. スポンサー広告 （Facebook）
ここでは、SNS 利用者のプロファイル情報や口コミ等のパーソナル情報を広告に利用しているサー
ビスとしてスポンサー広告を取り上げる。

(1) 概要
スポンサー広告は、Facebook の利用者が自身のウォール16、友達のウォール、ニュースフィード
17等を表示した際に、画面右側に利用者にターゲティングされた広告を表示するものである。

スポンサー広告の特徴としては、広告主が国や地域等のエリア情報、年齢、性別、婚姻状況、恋
愛対象、学歴、活動、趣味・関心、好きな音楽、好きなテレビ番組、好きな映画、好きな本、とい
った詳細な属性を指定して広告を配信できることが挙げられる。Facebook は、2011 年 10 月現在、
8.5 億人のアクティブユーザー
（ひと月に Facebook を利用したユニークユーザー数）
を有しており、
詳細な属性を指定しても一定の広告配信対象者を確保できることが期待される。広告はインターネ
ット上から作成できるが、その際に属性を指定していくと、画面右側に配信対象者が具体的にどれ
くらいいるのかが表示されるようになっている（図表 II.2.2-16）
。
図表 II.2.2-15 スポンサー広告のイメージ

出典：http://www.facebook.com/note.php?note_id=123438971070871

16
17

利用者が更新したコンテンツを一覧で表記する場所
友人のウォール等から、利用者に関係のあるコンテンツを抽出、表記する場所
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図表 II.2.2-16 スポンサー広告におけるターゲット設定画面

出典：Facebook のプライバシーポリシー

(2) ビジネスモデル
基本的なビジネスモデルは、広告主からの指定に従って Facebook 上に広告を表示し、利用者が
表示された広告をクリックした回数（CPC と呼ばれる）
、又は単純に広告を表示した回数（CPM と
呼ばれる）に応じて広告主から料金を徴収するというものである。
Facebook の新規株式公開申請書18によると、Facebook の 2011 年の広告収入は 31.5 億ドルに達
している。また、そのうち約 60％がスポンサー広告のような広告主自身で配信を設定するタイプの
広告であるとされている（eMarketer 調査19）
。

(3) 法制度対応
Facebook は広告を表示するにあたって以下の情報を利用し、広告の配信先を絞り込んでいる。
 Facebook 利用者のプロフィール（年齢、性別、婚姻状況、恋愛対象、学歴、活動、趣味・関
心、好きな音楽、好きなテレビ番組、好きな映画、好きな本等）
 Facebook 利用者の IP アドレスや、携帯電話の GPS から判別される居住地（市町村レベル）
 Facebook 利用者の友人のプロフィール
 交友関係（ソーシャルグラフ）
Facebook のサービスは実名登録制であり、上記の情報も本名に紐付いて管理されるものである
ため個人情報と同等の取扱いが求められる。しかし、情報の取得、利用については、ユーザー登録
やプロフィール登録の際に直接的な明示があるわけではない。その代わり、Facebook のプライバ
シーポリシーにて、
「Facebook は、ユーザーや友達に関して弊社が持っている情報からデータを集
計します。
（中略）ユーザー情報は、各ユーザーの名前や個人特定情報を削除するか、複数のユーザ

18
19

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512034517/d287954ds1.htm
http://www.emarketer.com/PressRelease.aspx?R=1008856
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ーのデータを集計し、各ユーザーのものとわからない形で、広告パートナーや顧客に渡されます。
」
と記載されており、ユーザー情報を広告等に利用する旨を公表している。
また、広告の表示自体は、Facebook の広告表示欄から「×」を選択することで停止することがで
きる。ただし、あくまでこれは広告の表示を止める措置であり、自身の情報の利用を停止する措置
ではない。
図表 II.2.2-17 スポンサー広告における主な法制度対応
個人情報保護法の規定
スポンサー広告の場合
定義

・Facebook プロフィール等は、本名に紐付けて管理されるため
個人情報に該当する

利用目的の制限

・Facebook ページ内のプライバシーポリシーにて、収集する情

利用目的の通知

報、並びにそれを広告に利用する旨について記載している

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

―

開示、訂正、利用停止等

・登録情報は利用者自身で更新、削除できる

(4) 利用者のメリット
利用者のメリットとしては、検索連動型広告と同様、利用者の属性に応じた広告が表示されるこ
とが挙げられる。ただし、利用者によってはそれを不快と感じる可能性があり、利用者の意思で広
告の表示を止めることができるようにしている。
また、Facebook が広告事業を行うことで、Facebook ユーザーがサービスを無料で享受できるこ
とが大きなメリットである。

(5) 考察
Facebook のスポンサー広告は、広告の配信先として詳細な属性を絞り込んでも一定の対象者を
確保でき、さらに個人でも少額から広告を掲載できること等から広告配信を望む人が多く、大きな
広告収入につながっている。
一方で、法制度面では、Facebook のプライバシーポリシーにて利用者の情報を広告に利用する
ことは公表している。また、利用者の意思で広告の表示を止めることができることから、利用者に
も配慮を行っていると考えられる。

2.2.7.

Edy|au（KDDI（株）
、楽天（株）
）

ここでは、今後、電子マネーや携帯電話からの各種情報を組み合わせて分析し、O2O（オンライン・
ツー・オフライン、オンラインで活動しているユーザーをオフラインの実店舗に送客する取組）事業
を行うことを目指すサービスとして Edy|au を取り上げる。

(1) 概要
Edy｜au では、まず au の携帯電話における決済サービスである「au かんたん決済」から、楽天
グループのビットワレット（株）が提供する電子マネーである Edy がチャージできるサービスが提
47

供されている。利用者にとっては au の端末上でいつでも Edy のチャージができ、その請求も au
の利用料金と合わせて行われるようになるというメリットがあり、楽天（株）側にとっても利用者
が Edy をチャージできる機会が増えて利用が促進されるというメリットがある。
さらに、今後 KDDI（株）
、楽天（株）では、Edy｜au を通じて両社が取得した情報資産を活用
してプロモーションやマーケティングビジネスを行っていくことを目指しており、商品のレコメン
ドやクーポンの発行、タイムセールといった実店舗への送客に繋がる O2O 事業を検討している。
ただし、2012 年 3 月時点で、このようなサービスはリリースされていない。

(2) ビジネスモデル
「au かんたん決済」で Edy のチャージが行えるサービスについては、楽天（株）側では、決済
手段の選択肢や利用者のチャージ機会が増えて Edy の利用が増えるというメリットがあり、一方の
KDDI（株）側では、
「au かんたん決済」によるチャージされた金額に応じて楽天（株）側から手
数料を受けとるというビジネスモデルになっている。
また、今後想定される O2O 事業のモデルとしては、図表 II.2.2-18 のようになると想定される。
KDDI（株）や楽天（株）にて、KDDI（株）や楽天（株）にて、Edy|au に関連して取得された履
歴情報などを分析し、小売や実店舗から提供された商品情報や店舗情報と合わせてターゲティング
を行い、情報を配信して実店舗への送客を促すことになると考えられる。
図表 II.2.2-18 O2O事業のイメージ
⑥実店舗への送客
③データ分析
⑤情報配信／
レコメンド

④ 商品情報／
店舗情報

KDDI
履歴情報

小売
小売

楽天
① Edy|au

②利用履歴

(3) 法制度対応
前述のような O2O 事業を想定した場合、以下のような情報が利用されると考えられる。
 顧客プロファイル
 Edy の購買履歴
 携帯電話から得られる位置情報
KDDI（株）もしくは楽天（株）が利用する限り、これらは個人情報に該当すると考えられる。
実際に、携帯電話から Edy を利用しようとする際には、
「サービス登録会員規約」が表示されて同
意を得るという手順が必要であるが、本規約内で「会員情報の統計分析を行い、個人を識別できな
い形式に加工して、利用または提供する」旨が既に明記されている。これによって、Edy の購買情
報を分析してマーケティング等に活用することが可能になっている。
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一方で、Edy|au において、携帯電話から得られる位置情報の収集については 2012 年 3 月時点
で示されていない。今後、どのように位置情報をサービスに活用していくかを検討するとともに、
同意取得のあり方など法制度対応についても検討が必要であると考えられる。
図表 II.2.2-19 Edy|au（O2O事業）における主な法制度対応
個人情報保護法の規定
O2O 事業の場合
定義

・位置情報や購買情報は、個人識別情報と紐付けられる可能性が
あり、個人情報に該当する

利用目的の制限

・購買履歴については、携帯電話から Edy を利用しようとする
際に表示される「サービス登録会員規約」にて収集する情報を統

利用目的の通知

計分析に利用するために第三者提供を行うことがある旨につい
て記載している
・位置情報については、現時点では示されていない

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

・購買履歴については、携帯電話から Edy を利用しようとする
際に表示される「サービス登録会員規約」に第三者提供を行う旨
が記載されており、その後、同意取得している
・位置情報については、現時点では示されていない

開示、訂正、利用停止等

・開示要求や利用停止に応じるとしている

(4) 利用者のメリット
O2O 事業については具体的なサービスが実現しているわけではないが、より個人にパーソナライ
ズされた情報の配信やレコメンドを受けとれることがメリットとなる。
一方で、匿名化されているとはいえ、自身に関する情報が自身を離れて利用されることについて
不安を覚える人がいる可能性がある。この点について、例えば購買情報に関しては、サービス登録
会員規約にて、履歴が利用されることを望まない人についてはその意思を尊重する旨や、データの
開示要求については応じる旨について記載されており、利用者への配慮がなされている。

(5) 考察
位置情報と購買情報を組み合わせたマーケティングについては、構想としては存在していたもの
の、実際にサービスとして行われている事例はあまりない。本事例が検討の緒に就くことができた
のは、はじめに「携帯電話で Edy をチャージする」という両社にとってメリットがある事業が企画
され、その先にある事業として両社の情報をマーケティングに活用していくことが合意されたこと
が重要なポイントであると考えられる。
このような合意があったため、法制度面でも、Edy の購買データについてデータを活用する旨を
会員規約に盛り込んで、その規約について利用者から同意を得る機会が生まれ、大きな負担なく法
制度に準拠することができている。
今後は、携帯電話の位置情報を取得するスキームを確立するとともに、購買情報、位置情報の両
者を用いた具体的な O2O サービスを検討していくことが必要になると考えられる。
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2.2.8. ポケットカルテ （
（特非）日本サスティナブル・コミュニティ・センター）
ここでは、医療・健康情報等のパーソナル情報を登録、管理できる PHR サービスとして、ポケッ
トカルテを取り上げる。

(1) 概要
ポケットカルテは、会員の診療情報や投薬履歴等を電子化して管理し、簡単に閲覧できるように
することで、個人の健康管理に貢献することや医療サービスの質の向上に貢献することを目的とし
たサービスである。
ポケットカルテでは、無料で会員登録すると個人ページが用意されて特定健診結果や紹介状（診
療情報提供書）
、入退院サマリー等の情報を登録することができ、登録した情報はインターネット上
でいつでも閲覧できる。また、全国の医療機関を検索できる機能も設けられている。
会員の利便性向上のため、ある地域の医療機関で共通的に利用できる診察券を発行し、診療情報
を医療機関の端末から自動登録できるサービスや、調剤薬局で投薬情報が記録された二次元バーコ
ードを発行することで携帯電話端末から投薬情報を自動登録できるサービス等が実現されている。
また、領収書情報を登録することで医療費控除対象となる商品やその金額を自動計算する機能（ヘ
ルスケア家計簿）とも連携する等、サービスの充実化が図られている。
図表 II.2.2-20 ポケットカルテのイメージ

出典：https://pocketkarte.net/common/pdf/pocketkarteinfo.pdf
将来的には、診療の際に医者や健康サービス事業者が会員の診療履歴を参照できるようにするこ
とで、より最適な医療健康サービスを提供していくこと目指している。また、多数の会員が集まっ
た際には、ポケットカルテに蓄積される医療情報を統計的に利用し、データに基づく医療を実現し
ていくことも目指している。
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(2) ビジネスモデル
ポケットカルテのサービスは、
これまで主に国の実証事業に採用されて検討が進められてきたが、
永続的なサービスとするために様々なビジネスモデルが考えられている。
ビジネスモデルとして、まず新たな有償サービスの提供が挙げられる。例えば、携帯電話を用い
て処方履歴から薬が切れることを電子メールでリマインドしたり、診療の予約ができるといった付
加価値サービスを提供し、月額料金を課金するものである。
また、寄付金を募ったり、広告による収入を得ること等も想定される。
さらに、健康保健組合と連携することも一つの手段である。被保険者向けのサービスを提供し、
被保険者にポケットカルテを利用してもらって健康に対する意識を高めてもらい、健康保健として
の医療費支出を抑制するかわりに健保組合からポケットカルテに一部費用を拠出して仕組み等が想
定される。

(3) 法制度対応
ポケットカルテで会員登録の際に、氏名等の個人識別情報の入力は求められない。ただし、診療
情報等を登録する際に、
（必須ではないが）氏名等を入力することができるため、ポケットカルテ上
の各種診療情報は、個人情報に相当する。その場合、個人情報保護法や厚生労働省「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の遵守が求められる。また、経
済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」
、総務省「ASP・SaaS 事業
者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」等についても遵守が求められる。
図表 II.2.2-21 ポケットカルテにおける主な法制度対応
個人情報保護法の規定
ポケットカルテの場合
定義

・診療情報の登録の際に個人情報が入力できるので、個人情報に
該当する

利用目的の制限

・会員登録の際、個人情報保護方針で取得する情報、利用目的を

利用目的の通知

明示し、同意をとっている

適正な取得

・利用者が任意で登録する

安全管理
第三者提供の制限

―
・個人情報保護方針で、統計データとして公開することがある旨
を明示し、同意をとっている

開示、訂正、利用停止等

・登録したデータは Web 上で確認でき、削除もできる

その他

・経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイ
ドライン」
、総務省「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際
の安全管理に関するガイドライン」等も遵守している

また、ポケットカルテの特徴として、情報の登録があくまで個人の任意で行われていることが挙げ
られる。具体的には、診療情報を管理する旨や個人を特定できない形で第三者提供を行うことがある
旨を個人情報保護方針に記載し、会員登録の際に同意をとってから、会員自身で診療情報等を登録し
てもらう。これは、医療機関側に蓄積される診療情報等を活用しようとすると、患者への事前説明や
同意取得、倫理委員会による承認等、事業者の負担が大きいためである。
51

(4) 利用者のメリット
会員のメリットとしては、ポケットカルテ上で自身の診療情報を管理でき、自身の健康への動機
付けに役立てられることである。会員が自身でデータを登録することは負担になることが想定され
るが、薬局で処方箋の情報を二次元バーコードで発行して携帯電話から読み取って登録できるよう
にしたり、地域共通診察券を用いて診療機関の端末で診療情報を登録できるようにする等、利便性
の向上に向けた努力がなされている。

(5) 考察
ポケットカルテでは、データを活用した医療の実現という最終的な目標に向けて事業を推進して
いる。本事業における特徴として、医療機関から医療情報を収集することは診療のたびに医師が患
者に同意をとる必要がある等して負担が大きいため、あくまで個人の任意で医療情報を登録する仕
組みとしていることが挙げられる。
これは、法制度に準拠する負荷を軽減するだけでなく、どのような情報が登録、管理されている
のかを常に利用者が確認できるため、利用者の安心という観点からも重要なことであると考えられ
る。

2.3. パーソナル情報活用の阻害事例
2.3.1. データエクスチェンジ事業（STATZ）
ここでは、利用者がパーソナル情報を登録し、第三者に販売するサービスである STATZ を取り上
げる。

(1) 概要
STATZ は、利用者から自身に関する様々なデータを提供を受け、データを匿名化して第三者の事
業者に販売し、対価を得るサービスである。データを提供者には登録したデータの質や量に応じて
報酬が支払われることになる。
ただし、STATZ は 2011 年 12 月よりビジネスモデルの改善に向けてサービスを休止している。
2012 年 3 月現在も再開はしていない。
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図表 II.2.3-1 STATZのサイト（2011年11月 ※現在は休止中）

出典：http://www.statz.com/

(2) 詳細
(a) 米国におけるビジネスモデル
STATZ のビジネスモデルの概要を図表 II.2.3-2 に記す。STATZ は利用者から収集したデータ
を分析あるいは匿名化し、分析結果や匿名化データを顧客企業に販売することで収益を得る。一
方で、利用者（データの提供者）に対しては提供した情報に応じた報酬を支払っている。
STATZ にて、利用者から買い取っている情報は以下のようなものがある。
 Mobile Communications（通話履歴、GPS 等）
 Energy & Utilities（使用電力量、電気料金等）
 Health & Fitness（生体情報、運動情報等）
 Transportation（プローブ情報、車の使用状況等）
 Shopping & Payments（購買情報、信用情報等）
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図表 II.2.3-2 STATZのサービスのモデル

・・・

通信会社
ガス会社

カード会社

①サービス利用

③匿名化データ販売

②データを回収して登録、
またはデータの移管を依頼
パーソナル
情報

匿名化データ

他事業者
STATZ
他事業者

⑤報酬

④対価

(b) 米国法制度との関連
米国では、包括的な個人情報保護法はないものの、分野別のプライバシー保護法や州法等でプ
ライバシー保護が定められている。
STATZ は、Web サイト上で取得する情報や匿名化して販売する旨について説明をしており、
サービスに納得した人が任意でデータを登録する仕組みをとっている。そのため、サービスの内
容が当初の説明を逸脱しない限りは、制度的には問題がないものと考えられる。なお、具体的に
は、データを登録する方法として以下が準備されている。
 利用者が Web アンケート形式で解答する
 利用者が事業者からデータを回収し、自ら CSV 形式でアップロードする
 利用者の許可を得て、事業者等が利用者のデータを STATZ に送付する

(3) 阻害要因
(a) ビジネスモデル
本サービスを我が国で行うと仮定した場合、以下のような阻害要因が考えられる。
我が国では、利用者から収集したパーソナル情報を本人や外部にデータ形式で提供するという
ことがほとんど行われておらず、現時点において利用者が通信会社やカード会社等にデータの移
管を依頼しても対応してもらえない可能性がある。
一方、収益構造を考えると、我が国の企業にはデータ分析の重要性が十分に浸透しているとは
言えず、データを購入する事業者（図でいうところの他事業者）側が購入を希望する価格と、デ
ータ提供者がデータを売りたい価格が乖離する可能性がある。さらに、特定のデータ（例えば購
買情報）を多数集めようとした場合には、複数のカード会社のデータを扱う必要があるが、我が
国ではデータの標準化がされていないために統合にコストがかかってしまうことも問題である。

(b) 法制度
我が国で STATZ のようなサービスを行う場合、不正防止や対価支払いのために本人を識別す
る情報を保有する必要があり、利用者から取得する情報はそれらの情報と照合可能であるため、
個人情報として取り扱う必要がある。その結果、個人に対する利用目的の通知や第三者提供に関
する同意の取得といった対応が必要となる。
そのうえで、STATZ は扱う情報が多様であることから、様々な省庁の個人情報保護ガイドライ
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ンに準拠する必要があり、参照するガイドラインが多いことも阻害要因になると考えられる。

(c) 利用者（データ登録者）の受容性
STATZ の利用はあくまで任意であり、サービスに納得した人がデータを登録する仕組みとなっ
ているため、サービスの内容が当初の説明を逸脱しない限りは、利用者の受容性が阻害要因とは
ならないと考えられる。
ただし、現状の我が国では、このようなサービスは前衛的にとらえられ、積極的にデータを提
供する人は多くない可能性がある。しかし、データを提供して報酬を得ること自体は、ネットレ
イティングス（株）等で行われている専用ソフトウェアによるオンライン視聴率のパネル調査や、
（株）インテージ等で行われている消費行動のパネル調査と本質的に同様であるため、一定の利
用者が確保できビジネスが成立する可能性はあろう。

(4) 考察
多数のガイドラインへの対応は必要であるものの法制度、利用者の受容性における阻害要因は大
きくなく、ビジネス環境や収益構造の課題が大きいと考えられる。
現時点において、各企業が保有するデータを本人の希望で自由に出し入れできるビジネス環境に
なっておらず、ビジネスの阻害要因であると考えられる。
また、収益構造上の問題点として、利用者がデータを売る金額と事業者が買う金額には乖離があ
る可能性があり、阻害要因の一つである。これについては、STATZ の運営事業者が分析等を行って
データに付加価値を与え、データを購入する事業者にとってより魅力的なものとしていくことが必
要である。

2.3.2. 医療データ販売事業（MedMining）
ここでは、医療情報等のパーソナル情報を販売するサービスとして MedMining を取り上げる。

(1) 概要
MedMining は、主にペンシルバニア州で医療サービスを提供している Geisinger Health System
の関連会社であり、製薬、医療機器メーカー等の事業者に対して、匿名化された電子医療記録デー
タを販売している。もととなるデータは、Geisinger Health System が抱える 880 以上の医師グル
ープや 5 の病院、72 の診療所等から入手したものである。実際のデータ販売にあたっては、米国
Health Insurance Portability and Accountability Act20（以下、HIPAA）にのっとってデータの匿
名化が行われている。

20

医療情報の活用を推進するために、プライバシーの保護やセキュリティの確保のあり方を定めた米
国の法律（1996 年制定、2003 年発効）
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図表 II.2.3-3 MedMiningのサイト

出典：http://www.medmining.com/

(2) 詳細
(a) 米国におけるビジネスモデル
MedMining のビジネスモデルの概要を図表 II.2.3-4 に記す。
図にあるとおり、Geisinger Health System として複数の医師グループや医療機関を抱えてお
り、彼らが患者に医療サービスを提供することで医療データが蓄積される。これらのデータは関
連会社である MedMinig に渡され、データの匿名化や分析が行われて匿名化データや分析結果を
事業者に販売し、対価を得ている。
なお、MedMining が販売用に用意している主なデータとして以下が挙げられる。
 投薬情報
 診療情報
 診療費情報
 生活習慣情報
 患者層
 生体情報
 疫学研究情報
 その他疾病別のデータ（腎臓病、神経病、肥満、主要、肺疾患、リウマチ、婦人病、伝染病、
消化器病、糖尿病、心疾患、アレルギー等）
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図表 II.2.3-4 MedMiningのサービスのモデル

(b) 米国における法制度
関連する法制度として、米国では医療データの二次利用を想定した HIPAA が整備されている。
同法では、医療情報に含まれる項目のうち、個人を識別し得る 18 項目21について削除すれば匿名
化されていると見なせるとしており、情報の二次利用について患者へ明示や同意は不要としてい
る。MedMining にて販売されるデータも、HIPAA に準じて加工しているため、診療のたびに医
師が患者から二次利用に関する同意をとっていない。

(3) 阻害要因
(a) ビジネスモデル
ビジネス環境の面では、米国の HMO22のように、保険者が医療機関を束ねるような組織構造
が我が国には存在しておらず、当該サービスを実現するために必要な大規模な医療データの形成
が容易ではないことが課題として考えられる。
ビジネス環境とも関係するが、このようなサービスを我が国で行う場合、組織を跨って電子カ
ルテ等のデータを収集する必要があるが、電子カルテの標準化が十分とは言えないため収集、統
合にコストがかかり、販売額に見合わない可能性がある。

(b) 法制度
我が国では、
HIPAA で規定しているような医療データに対する明確な匿名化基準は存在せず、
医療データを他事業者に提供、又は販売しようとしても、どのような加工をすれば良いのかが不
明である。
また、我が国では個人情報保護法や医師法等を踏まえると、医療情報の第三者提供にあたって
は患者への事前説明や同意取得が必須であり、医療機関における負荷が大きいことが想定される。

21

氏名、住所、日付、電話番号、電子メールアドレス、社会保障番号、IP アドレス、生体認証情報、
顔写真画像など
22
Health Maintenance Organization の略。病院、医師、その他の医療関係機関等が、一つのネット
ワークを形成し、個人や会社がある一定金額をそのネットワークに毎月支払いうことで、ネットワー
ク内の医療機関から医療サービスを提供する仕組み
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さらに、我が国では医療情報を取り扱う場合、個人情報保護法や厚生労働省「医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
「臨床研究に関する倫理指針」
「疫
学研究に関する倫理指針」
、経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライ
ン」
、総務省「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」等
多くのガイドラインを参照、遵守する必要があり、これも事業者にとっては負荷が大きいと考え
られる。

(c) 利用者（患者）の受容性
医療データは個人に関連する情報の中でも機微性が高いものの一つであり、第三者に利用され
ることについては、患者として不安があることが想定される。そこで、より安全性の高い匿名化
手法の採用や、データの悪用や露出を防ぐような運用が求められる。
一方で、医療データの二次利用によって製薬メーカーや医療機器メーカーがより良い薬や医療
機器を開発できれば、医療の質が向上し、患者にその恩恵が還元されることを示していくことで
患者の不信や不安を軽減する必要がある。

(4) 考察
我が国でも事業者における医療データのニーズは高いと考えられ、MedMining のようなビジネ
スが成立する可能性はある。しかし、医療データを匿名化する手法や、民間企業で大規模な匿名医
療データを新たな医薬品等の開発に利用する仕組みが確立されていないこと等もあって、あまり事
例が見られない。今後は、医療データを民間企業でも安全に利用できる制度面の整備が必要と考え
られる。
また、医療データの利用を推進する上では、患者の理解も不可欠である。今後、患者に対して、
製薬会社や医療機器メーカーで情報を利用することで、より良い薬や医療機器が作られるようにな
り、患者にも恩恵があること等をアピールしていくことが必要である。

2.3.3. Heritage Health Prize （Heritage）
ここでは、米国において近年盛んになっているパーソナル情報を解析するアルゴリズムの開発コン
テストの事例として Heritage Health Prize を取り上げる。

(1) 概要
米国のオンライン DVD レンタル会社である Netflix では、2006 年に匿名化したビデオのレンタ
ル履歴を公開し、推薦アルゴリズムの開発コンテストを行った（3.2.2. (1) (a) 参照）
。その後も、米
国ではパーソナル情報を公開して解析アルゴリズムを競争させるコンテストが複数行われている。
Heritage Health Prize もそのようなアルゴリズム開発コンテストの一つであり、主催しているの
は Heritage Provider Network（以下、HPN）である。
HPN は、主に医師が所属している医療関係者団体であり、民間保険である HMO（脚注 22 参照）
と深いつながりがあることから、
コストパフォーマンスの良い医療を提供することを目指している。
HPN には、医療サービス提供者として、3,000 人のかかりつけ医と 3,000 人の専門医師、100 件の
病院が登録されており、医療データを分析して悪化を予防するために患者に必要な診療を医師に対
して指示したり、コストパフォーマンスの良い医療機関を評価したりといった活動を行っている。
Heritage Health Prize は、入院費用等の抑制を最終的なゴールとして、匿名化した医療データを
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公開し、予防や効果的な処置に関するアルゴリズムを開発するコンテストであり、その賞金額の大
きさ（$300 万）が特徴である。
コンテスト用に公開されているデータは、HPN が保有する診療データのうち、70 万人、4 年間
分のデータであり、匿名化処理を施し、統計学の認定有識者から承認を得たうえで公開している。
実際に公開している主なデータは以下のようなものである。
 Member Table（患者 ID、年齢、性別）
 Claims Table（患者 ID、医者 ID、医療機関 ID、あいまい化された診療行為 等）
 DaysInHospital Table（患者 ID、入院日数 等）
図表 II.2.3-5 Heritage Health Prizeのサイト

出典：http://www.heritagehealthprize.com/c/hhp
(1) 詳細
(a) 米国におけるビジネスモデル
Heritage Health Prizeがコンテストを開催する目的については、前述のHMOとの関係を踏まえる必
要がある。米国では、医療を受けるために一般的にHMOのような保険会社と契約する。ただし、保
険会社は、実際に診療するわけではなく、HPNのような医師で作った団体と契約してそちらに診療を
委託する。この委託費用は、我が国のように診療に対して点数制で決まるようなものではないため、
委託された医療関係者団体で効率的な医療プログラムを提供できれば、当該団体にとって出費が抑え
られることになる。
このような背景があって、HPNではHeritage Health Prizeを開催しており、開発されたアルゴリズ
ムに基づいて、
最終的には入院費用等の抑制を図ろうとしている。
コンテスト形式をとっているのは、
HPNで内製するよりも精度の高いアルゴリズムを入手でき、将来的な出費を抑えられる可能性が高い
ためである。
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図表 II.2.3-6 Heritage Health Prizeの公開データの例（Claims Table）
MemberID ProviderID Vendor
42286978
97903248
2759427
73570559
11837054
45844561
99829076
54666321
60497718
72200595
12333431
66951188
78859054
32643389
26477481
83695244
63063005
46891756
34087464
31394988
777964
33385188
86882871
76920475

8013252
3316066
2997752
7053364
7557061
1963488
6721023
9932074
363858
6251259
605446
4699470
9121540
7161676
8362269
5244762
2864249
5094820
7990212
5655214
2540806
7053364
7418170
7053364

PCP

172193
726296
140343
240043
496247
4042
265273
35565
293107
791272
120581
179509
523791
868419
682053
791272
167772
539281
521876
62417
240043
943792
240043

37796
5300
91972
70119
68968
55823
91972
27294
64913
49465
20893
75876
21579
782
20090
32724
35832
77134
91972
85074
76334
68968
20090
77779

Primary
Charlson
Condition
Index
Group
8- 9 months
NEUMENT
0
7- 8 months
NEUMENT
1月2日
0- 1 monthMETAB3
0
5- 6 months
METAB3
1月2日
4- 5 months
FXDISLC
1月2日
3- 4 months
NEUMENT
0
0- 1 monthTRAUMA
0
0- 1 monthRESPR4
0
1- 2 months
INFEC4
0
7- 8 months
MISCHRT
1月2日
ARTHSPIN
1月2日
0- 1 monthROAMI
0
6- 7 months
HEART2
0
4- 5 months
MSC2a3
1月2日
0- 1 monthROAMI
1月2日
0- 1 monthMISCHRT
0
10-11 months
PNEUM
1月2日
8- 9 months
MISCL5
0
4- 5 months
GIOBSENT 1月2日
0- 1 monthRESPR4
1月2日
0- 1 monthMISCL5
0
6- 7 months
HEART2
1月2日
0- 1 monthARTHSPIN
1月2日
0- 1 monthMETAB3
1月2日

LengthOf
DSFS
Stay

Year

Specialty PlaceSvc PayDelay

Y1
Y3
Y3
Y3
Y2
Y3
Y1
Y1
Y2
Y3
Y3
Y1
Y1
Y3
Y1
Y1
Y1
Y2
Y1
Y2
Y3
Y1
Y1
Y3

Surgery
Office
28
Internal
Office
50
Internal
Office
14
Laboratory Independent Lab 24
Surgery
Outpatient Hospital27
Pediatrics Office
25
Rehabilitation
Office
162+
Diagnostic Imaging
Office
29
Rehabilitation
Office
42
Internal
Office
56
Anesthesiology
Outpatient Hospital37
Diagnostic Imaging
Inpatient Hospital 51
Emergency Urgent Care
22 1 day
Surgery
Office
21
Emergency Urgent Care
143
Internal
Office
162+
Diagnostic Imaging
Urgent Care
62
General Practice
Office
21
General Practice
Urgent Care
46
General Practice
Office
31
Internal
Office
34
Laboratory Independent Lab 24
Diagnostic Imaging
Outpatient Hospital
162+
Laboratory Independent Lab 16

Procedure
SupLOS
Group
MED
EM
EM
SCS
EM
EM
MED
RAD
EM
SCS
ANES
RAD
SDS
EM
EM
EM
RAD
EM
SCS
EM
EM
PL
RAD
PL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

出典：http://www.heritagehealthprize.com/c/hhp/data

(a) 米国における法制度
米国では、HIPAA にて医療データの二次利用が認められている。HIPAA では、前述の 18 項
目（脚注 21 参照）を削除する方法だけではなく、任意の匿名化加工を施した医療データについ
て統計学の認定有識者が安全であると承認すればデータを二次利用できるとしている。
Heritage Health Prize では、後者の手続きを採択し、データを加工して有識者の承認を受けて
いる。さらに、データを公開する前に、データを攻撃する側の有識者が攻撃方法を検討しデータ
から個人が再特定できないことを確認している。

(2) 阻害要因
(a) ビジネスモデル
我が国では IT に関するコンテストは珍しくないが、このような大きな賞金を用意したデータの
解析を対象にしたものは見られない。米国で実現されている背景にはデータ解析の価値が広く社
会に認められていること、それに対して投資を行う投資家が存在することがある。我が国では、
現時点でそのようなビジネス環境にないと考えられる。
収益構造上の問題として、我が国では施した診療行為に対して医者の報酬が決まるため、医師
グループ等が効率的な医療プログラムの開発に多額の資金を拠出するインセンティブがないこと
が挙げられる。ただし、我が国でも、一部の疾病については診断群分類別包括制度（DPC）23が導
入されており、本制度の対象が拡大してくれば、医師グループ等が効率的な医療プログラムを検
討することにインセンティブが生まれる可能性がある。

23

Diagnosis Procedure Combination、特定の疾病（脳梗塞や白内障など）について出来高ではなく
定額で診療報酬が決まる制度であり、2003 年より一部の病院で導入されている
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(b) 法制度
医療情報を扱う以上、前述の MedMining の場合と同様の阻害要因が生じる。
我が国では、HIPAA のような医療データに対する明確な匿名化基準は存在せず、医療データを
公開する場合、どこまで加工すれば個人が識別できないといえるかが不明である。
また、我が国の個人情報保護法や医師法等を踏まえると、医療情報の公開にあたっては患者へ
の事前説明や同意取得が必須であり、医療機関の負荷が大きいと想定される。
さらに、我が国では医療情報に関する法律やガイドラインが多数あり、個人情報保護法や厚生
労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等多く
のガイドラインを参照、遵守する必要がある。

(c) 利用者（患者）の受容性
まず、医療データの機微性は高く、第三者に利用されることについて、患者として不安がある
ことが想定される。しかも、製薬メーカー等を主な取引先とする MedMining と異なり、こちら
はデータがオープンに公開されるため、悪意のある者がデータを入手できる可能性も高い。した
がって、より一層安全性の高い匿名化手法の採用や、データの悪用や露出を防ぐような運用が必
要になってくる。

(3) 考察
我が国においても医療データの二次利用に対するニーズは高いものの、活発に行われているとは
いえない。原因として、医療データが閉鎖的に保持されているため、データマイニング等の専門家
によるデータ解析が発展途上にあることが挙げられる。Heritage Health Prize のような取組は、医
療データの解析を促進する起爆剤になると考えられる。
本ケースの同様のビジネスを成立させるためには、法制度における阻害要因への対応が必要であ
り、医療データの匿名化基準等を明確にするような制度の整備が求められる。また、合わせて、デ
ータ解析結果を反映した費用対効果の高い医療行為が医療機関自体のメリットとなるようなビジネ
ス環境の整備も必要であろう。

2.3.4. 情報銀行モデル （東京大学 空間情報科学研究センター 柴崎研究室提案）
ここでは、東京大学 空間情報科学研究センター 柴崎研究室によって提案されている、個人が様々
なパーソナル情報を事業者に預ける情報銀行モデルを取り上げる。

(1) 概要
情報銀行モデルとは、個人に関連する情報を管理、運用する事業者を「情報銀行」と呼び、個人
が情報銀行に自分の情報を預けることで様々な便益を享受するサービスのモデルのことである。
個人に関連する情報の価値を高めるためには、個人に関する情報を網羅的に集めることが有効で
あると考えられるが、これまで情報は、様々な事業者に散在していたために名寄せや統合が難しか
った。そこで、同モデルでは、利用者自身によって自らの情報を名寄せしてもらい、その情報を情
報銀行に預けてもらうことを想定している。情報銀行では、お金（資産）を預ける銀行と同様に、
個人の情報を資産と位置付け、預かることになる。
利用者は、預けた情報を情報銀行が第三者の事業者に提供する等して得た運用益を利息として受
け取ったり、より個人にパーソナライズされた高度化サービスを享受することができる。
61

図表 II.2.3-7 情報銀行モデルの概要

出典：http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/kenkyuu/img/201101311742550.jpg

(2) 詳細
(a) 想定されるビジネスモデル
情報銀行の基本的なビジネスモデルは、利用者から預かった情報を第三者の事業者に提供し、
対価を得るというものである。情報提供の形態については、以下の二つの方向性が検討されてい
る。前者は、近年諸外国で行われ始めている Personal Data Service（4.3.1. を参照のこと）と本
質的に同じであり、後者は、調査会社で行われているマーケティング事業や調査事業に近いもの
である。
 汎用的な匿名化データを提供するもの
 第三者の事業者からの要望によりオーダーメードされた匿名化データを提供するもの
（例えば、健康サービス事業者における健康増進プログラムの検討のために、身長や体重、
運動情報といった特定の項目について、詳細なデータを提供してもらう等）

(b) 想定される法制度
情報銀行では、以下のような個人が関連する様々な情報が管理されることが想定される。
 位置情報
 購買情報
 医療情報
情報銀行では、個人を識別する情報も管理するため、それらと紐付く可能性がある上記の情報
も個人情報としての取扱いが求められる。よって、情報銀行の仕組みや取得する情報と利用用途
について事前説明をしたうえで、オプトインで個人の任意によって情報を登録してもらう必要が
ある。
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(3) 阻害要因
(a) ビジネスモデル
我が国では、利用者から収集したパーソナル情報を本人や外部にデータ形式で提供するという
ことがほとんど行われておらず、現時点において利用者が通信会社やカード会社等にデータの移
管を依頼しても対応してもらえない可能性がある。
一方で、収益構造上の問題点として、データを収集、管理するコストや、データを第三者に提
供できるようにするためクレンジングのコストが大きいことが挙げられる。さらに、情報銀行の
ようなサービスが成立したとして、
データを偽造する人が現れることが懸念として残る。
例えば、
位置情報については、既に GPS データを改変する技術が出てきており、偽造データへの対応の
コストも大きくなる可能性がある。

(b) 法制度
法制度上の阻害要因として、情報銀行が預かる情報が多岐に渡り、各省庁の個人情報保護ガイ
ドラインを参照する必要があることが挙げられる。例えば、携帯電話の通話履歴や GPS データ
を扱うのであれば、総務省「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等を参
照する必要があるし、購買履歴や信用情報等を扱うのであれば、経済産業省「信用分野における
個人情報保護ガイドライン」等を参照する必要がある。これら全てのガイドラインに準拠するこ
とが負荷になる可能性がある。
また、サービスの信頼性のために、情報の提供先である第三者の事業者について何らかの認証
が必要になることが想定される。しかし、匿名化した情報を提供する相手について、プライバシ
ーマーク24の取得を義務付けることは適切ではなく、ISMS 適合性評価25では不十分である。情報
銀行自身が独自に認証するとすれば負荷になるが、第三者機関のような審査を代行する仕組みも
ないのが現状である。

(c) 利用者の受容性
利用者のメリットは、情報銀行上で集約された個人のデータを第三者のサービス事業者に提供
することで、より個人に最適化されたサービスを享受できること（例えば、診療情報と運動情報
を集約したデータを利用し、健康サービス事業者から効果的な健康増進プログラムを提供しても
らう等）や、情報を第三者に販売することで報酬を得られること等である。しかし、機微性の高
いデータが一元管理されることで漏えいや悪用の際の損害リスクが高まり、利用者が不安を覚え
ることが想定され、阻害要因となり得る。
また、情報銀行を運営する事業者や、情報銀行が情報を提供する事業者が信頼できるものかが
分からないことも利用者にとっては不安であると考えられる。

(4) 考察
ビジネスモデルの観点からすると、情報銀行モデルについては、まだ個人に関する情報を一元的

24
25

個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定する制度
情報のセキュリティを管理するための仕組みを整備している事業者等を認定する制度
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に集約することに対するインセンティブが明確化されていないと考えられる。
一方で、利用者の受容性を踏まえると、情報銀行を運営する事業者や情報銀行の取引先の事業者
については、何らかの認証があることが望ましい。現状では、このような事業者を認定する仕組み
として適切なものがないことも阻害要因の一つであると考えられる。

2.3.5. Windows Azure Marketplace（Microsoft）
ここでは、米国でビジネスが立ち上がりつつあるデータ流通業の事例として Windows Azure
Marketplace を取り上げる。

(1) 概要
Windows Azure Marketplace は、データを流通する場所を提供するものであり、利用を希望す
る者は、オンライン上でデータやアプリケーションを提供若しくは取得することができる。取引さ
れるデータは、人口統計、環境、金融、小売業、天気、スポーツ等に関するレコードや画像などで
あり、データを仲介するだけではなく、データの可視化や分析を行う機能も用意されている。
これまでは、事業者が欲しいデータがあるときに、データを提供している事業者を探し、提供側
の事業者の規約に従ってデータを取得していたが、本サービスではこの手間が軽減できる。また、
これまではデータを提供する事業者の方針に従ってデータが受け渡されていたが、本サービスでは
データへのアクセスは Windows Azure Marketplace が指定する認証プロトコルで統一して行うた
め、データの取得、使用が容易になる。
図表 II.2.3-8 Windows Azure Marketplaceのサイト

出典：https://datamarket.azure.com/
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Windows Azure Marketplace は、パーソナル情報の流通を目的とするものではないが、実際に
取引される情報の中には、以下のようにパーソナル情報が含まれるものも存在している。
 Practice Fusion Medical Research Data（匿名化された医療データ）
 London Borough Profiles（ロンドンの人口統計、経済、社会、環境に関するデータ）
 Micro-Blog Data (200+ Sources) by Keywords and Location（キーワードや場所に基づいて
抽出されたミニブログのデータ）
図表 II.2.3-9 Practice Fusion Medical Research Data（投薬データの例）

出典：https://datamarket.azure.com/dataset/8c30d4d3-0846-4b08-9991-104958f24ca7

(2) 詳細
(a) 米国におけるビジネスモデル
基本的なビジネスモデルは、有償でデータやアプリケーションを提供したい事業者に仲介の場
所を提供することで、売買が成立した際に一定の手数料を得るというものである。
また、データやアプリケーションの流通を促すことでビジネスを創出させ、最終的には
Windows Azure 等の各種サービスの利用を促したい意図があると考えられる。

(b) 米国における法制度
Microsoft は、利用条件にて、Windows Azure Marketplace をプライバシーに関する法令に違
反する目的で使ってはならない旨を述べている。ただし、同利用条件にて、Windows Azure
Marketplace 上で取引されるデータの権利や責任は、
データを提供する事業者にあるとしており、
具体的な対応はデータ提供事業者に委ねられているのが現状である。
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(3) 阻害要因
ここでは、我が国で Windows Azure Marketplace のようなマーケットプレイス上でパーソナル
情報を含むデータを取引する場合を想定して阻害要因を検討する。

(a) ビジネスモデル
企業特性に起因する問題として、マーケットプレイスでは、データを提供したい事業者と取得
したい事業者間の合意によってデータがやり取りされるが、我が国では自社で保有するデータを
外部に提供することを嫌うため、データの提供者が少ないことが挙げられる。

(b) 法制度
パーソナル情報を取引する場合、事前に個人から同意を得るか、パーソナル情報を個人が特定
できない形に加工する必要がある。前者は事業者にとって負荷が大きいため、後者の対応が現実
的であるが、法制度にて明確な加工方法が示されているわけではない。
また、事業者がデータを取引するにあたっては、取引先の信頼性が重要であると考えられる。
マーケットプレイスの利用促進のためには、運営者若しくは公的な機関がマーケットプレイスに
参加する事業者を審査するような仕組みや制度あることが有効と考えられるが、現状ではそのよ
うな仕組みや制度はない。

(c) 利用者（パーソナル情報の提供元の個人）の受容性
マーケットプレイスでは、パーソナル情報の保護や利用者への配慮はデータを提供する事業者
に委ねられている。この場合、パーソナル情報の提供元の個人からはどのようなデータが取引さ
れることになるのか分からないため不安を覚えることが想定される。

(4) 考察
データマーケットプレイスを我が国で実現するためには、各企業のデータ流通を促進するような
仕組みや環境整備が求められる。
特にデータマーケットプレイスではパーソナル情報が個人の手を離れて流通していくことなるた
め、事業者の信頼性を担保する仕組みや、安全な情報の加工方法の確立が必要である。
加えて、事業者の売買されるデータの概要や提供元はデータマーケットプレイス上で公表してお
き、プライバシーの侵害が想定されるデータがある場合は、データマーケットプレイスの運営者が
データの取引を停止したり、データを取得する事業者に個人を特定する目的でデータを使わないこ
とを誓約させる等、データを提供する事業者以外の事業者においても個人に対して配慮することが
必要と考えられる。
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2.4. パーソナル情報に関する露出、悪用事例リスク
2.4.1. CarrierIQ 問題 （Carrier IQ、携帯電話事業者 ）
(1) 概要
2005 年に創業されたベンチャー企業である Carrier IQ は、携帯電話やスマートフォンのモニタ
リングを行うソフトウェアを開発、提供している。
もともと、このソフトウェアは携帯電話のサービスや携帯電話端末の品質向上に資するため、利
用者の端末利用状況を把握・分析するためのものであった。しかし、2011 年に、利用者がその事実
を知らないまま、いくつかの Android 端末や iPhone に Carrier IQ のソフトウェアがプリインスト
ールされていることが判明し、無断で端末の利用に関する情報をモニタリングしている可能性があ
るとして問題化した。
我が国では、
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI（株）
、ソフトバンク（株）が、それぞれ
自社で販売した端末に Carrier IQ のソフトウェアは搭載されていなかった、若しくは動作していな
かったと報告した。以下では、我が国で Carrier IQ のソフトウェアによる情報収集が行われていた
場合、どのように判断されるか、という観点で検討する。
図表 II.2.4-1 Carrier IQの概要

出典：http://nokiainnovation.com/2011/12/everything-you-wantedto-know-about-carrier-iq-but-were-afraid-to-ask/

(2) 詳細
(a) 収集していた情報
Carrier IQ のソフトウェアは、その機能上、以下のような情報を収集することができる。
 通話履歴
 電子メール送受信履歴
 位置情報
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 アプリケーション一覧
実際には、Carrier IQ のソフトウェアを用いてどの情報を収集するかは、個別に設定すること
が可能であり、携帯電話事業者や端末メーカーによって収集していた情報は異なる。
Carrier IQ では、個人を識別できない情報しか収集していないとしているが、携帯電話事業者
がこれらの情報を取得していた場合、自社に残るサービスの利用履歴等との照合により、個人が
特定される可能性がある。個人情報に該当しなかったとしても、通話履歴等は通信の秘密にも該
当する可能性がある情報であり、位置情報や電子メールの送受信履歴等も多数集積することによ
って機微性が高くなる可能性がある。

① 目的
Carrier IQ のソフトウェアは出荷時の端末にプリインストールされていたため、携帯電話事
業者と端末メーカーが共謀して情報を取得していた可能性が示唆された。実際に、いくつかの
携帯電話事業者は当該ソフトウェアで収集された情報を取得していたことを認め、AT&T はワ
イヤレスネットワークとサービスのパフォーマンス改善のために利用していたことを、
T-Mobile や Sprint はサービス改善のために利用していたことを公表した。

② 手法
情報の取得方法については、Carrier IQ のソフトウェアは端末にプリインストールされてお
り、規約や Web ページでその旨を公表していなかったため、取得は無断で行われていたといえ
る。さらに、実際の動作についても、端末のバックグラウンドでアプリが常駐することで、各
種ログを収集して定期的にデータを送付しており、利用者が視覚的に情報の収集事実を確認で
きないようになっていた。
一方、情報の管理方法や、具体的に情報をどのように利用していたのかは不明である。

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
もし本問題が我が国で起きていた場合、個人情報保護法に照らし合わせると以下のように判断
される。
携帯電話事業者が Carrier IQ のソフトウェアで収集した情報を入手していたとすれば、収集し
た情報は個人情報に該当する可能性が残る。よって、情報の収集を無断で行っていた場合には個
人情報保護法に違反すると見なされる。
(a) プライバシー侵害の可能性
もし、本問題が我が国で起きていた場合、プライバシー侵害の基準に照らし合わせると以下の
ように判断されると考えられる。
前述のとおり、Carrier IQ のソフトウェアを用いて収集することができる情報は、多数集積す
ることで機微性が高くなる可能性がある。さらに、携帯電話事業者が情報を取得していたとすれ
ば、本人を識別する情報と照合することができた可能性もある。
また、情報の取得方法についても無断で行っていたため、問題があったといえる。
したがって、本評価基準にのっとれば、プライバシーの侵害があったと判断される可能性が高
い。
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図表 II.2.4-2 Carrier IQの個人情報保護法の遵法性
個人情報保護法の規定
Carrier IQ の主な問題点
定義

・携帯電話事業者が情報を入手していた場合、個人情報に該当す
る可能性がある

利用目的の制限

・利用目的は示されていなかった

利用目的の通知

・端末にプリインストールしていることを説明しておらず、利用
目的の通知義務を満たしていないことになる

適正な取得

・無断で収集しており、適正な取得とはいえない

安全管理

―

第三者提供の制限

―

開示、訂正、利用停止等

―

Carrier IQ 問題
情報の性質

図表 II.2.4-3 Carrier IQのプライバシー侵害の可能性
取得
保管

利用

△（通話履歴、電子メール送受信履歴、位置情報等は多数集積することで機微
性が高くなる可能性がある）

目的

△（目的は明らかでなく、正当でない可能性が残る）

方法

×（事前説明なく取得し ―（不明）

―（不明）

ていた）

(4) 考察
Carrier IQ 問題については、我が国で同様の問題が起きていた場合、個人情報保護法にも違反し
ていたうえ、プライバシーの侵害にも該当する可能性がある。
特に、利用者の観点で、
「情報の収集に関する周知がなかった」
、
「収集されていた情報が人には知
られたくないものであった」
、
「収集した情報が何に使われているのかが不透明であった」
こと等が、
問題化する原因として挙げられる。
さらに、Carrier IQ のソフトウェアは、利用者が任意でインストールするアプリに混入していた
わけではなく、端末にプリインストールされていたため、プライバシーを侵害された可能性がある
対象者が広範囲にわたることも特徴として挙げられる。これは、事業者自身の信頼性を低下させる
だけではなく、パーソナル情報を活用するサービス自体に対する信頼性の低下につながる可能性が
ある。

2.4.2. iPhone 位置情報収集問題 （Apple）
(1) 概要
iPhone は、所有者が屋外を移動する際に、端末内に周囲の無線 LAN に関する情報や基地局情報
を履歴として記録している。これは、位置情報サービスの利用にあたって履歴を参照することで
GPS 衛星を迅速に発見し、GPS が入らない室内や地下で三角測量等を用いて位置情報を推定する
ためである。
しかし、2011 年に、これらのデータが利用者の位置情報サービスの利用時に使われるだけでなく、
匿名化・暗号化したうえで Apple に送られていることが発覚した。無線 LAN に関する情報や基地
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局情報は、利用者の行動が把握できるデータであり、無断で収集されていたことはプライバシーの
侵害であるとして問題化した。
本問題については、米国や韓国で集団訴訟に発展しており、特に韓国では、ある弁護士が位置情
報を無断で収集していたのはプライバシーの侵害だとして訴えを起こし、Apple が異議を唱えなか
ったため 100 万ウォンの支払いが確定した。さらに、事態はそれだけにとどまらずその後 2 万 7 千
人の原告による集団訴訟に発展した（2012 年 3 月現在、訴訟中）
。
図表 II.2.4-4 iPhoneに記録されていた位置情報

出典：http://ascii.jp/elem/000/000/601/601843/

(2) 詳細
(a) 収集していた情報
本件において Apple が取得していたとして問題になった情報は、無線 LAN に関する情報と基
地局情報の履歴である。これらの情報は、特定の個人は識別できないものの、AppleID の氏名情
報とのできることから、個人情報と判断される。また、そうでなくとも、位置情報は多数集積す
ることによって機微性が高くなる可能性がある。

① 目的
本問題が発覚した後、Apple は公式声明を発表した。それによると、Apple がデータを収集
していたのは、位置情報利用サービスの改善に利用するためであった、また今後これらデータ
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を用いた交通情報サービスを提供する予定であった、としている。目的自体は正当なものと考
えられるが、本当にそのような目的であったのか、それ以外の目的では利用されていなかった
のか、といったことについては検証が行われていない。

② 手法
本件は、情報が無断で収集されているとして問題化したが、実際には Apple のプライバシー
ポリシーにて「サービスの改善のために位置情報を収集することがある」という旨が記載され
ており、公表はされていたといえる。ただし、位置情報とはどのような情報なのか（情報の種
類や、その収集頻度等）が具体的に示されていない点や、iPhone 端末を操作する際に明示がな
い点、情報の収集や送信がバックグラウンドで行われて利用者が認識できなかった点等は利用
者への説明として不十分であったといえる。
一方、情報の管理方法であるが、Apple の公式声明によれば、位置情報サービスへの効率化
や改善に利用する目的であれば 1 週間分のログがあれば十分であったにもかかわらず、バグに
より 10 カ月以上のログが残っていた。加えて、このログファイルは端末上に平文で保管され
ており、安全管理上の不備であったと考えられる。
さらに、位置情報の提供を望まない場合には、端末上から送信を拒否する仕組みが設けられ
ていたが、実施してもバグによって送信が止まらない状態であった。

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
Apple が位置情報の履歴を収集する限り、収集した情報は個人情報に該当すると判断される可
能性がある。この場合、情報の利用目的を特定する必要があるが、プライバシーポリシーで公表
されていたものは具体性に欠けており、問題があった。
図表 II.2.4-5 iPhoneの位置情報収集の個人情報保護法の遵法性
個人情報保護法の規定
Carrier IQ の場合
定義

・Apple 社が情報を収集していたため、個人情報に該当する可能
性がある

利用目的の制限

・位置情報サービスの改善というだけでは、利用目的を制限して
いるとはいえなくなる
・10 カ月以上のログが残っていたとすれば、目的達成に必要な
範囲を超えて情報を収集していたことになる

利用目的の通知

・プライバシーポリシーに記載はあったものの、多くの利用者は
認識できていなかった

適正な取得
安全管理

―
・平文でデータが保管する等、安全管理として不十分であった可
能性がある

第三者提供の制限

―

開示、訂正、利用停止等

―
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(b) プライバシー侵害の可能性
Apple が収集していた位置情報は、多数集積することで機微性が高くなる可能性があるもので
あり、プライバシーの観点からは問題があったといえる。
また、プライバシーポリシーで位置情報の取得について公表されていたものの具体性に欠ける
ものであったこと、バグで長期間のログが残ってしまっていたこと、バグでオプトアウトができ
なかったこと等、多くの問題があった。
したがって、本評価項目にのっとればプライバシーの侵害があったと判断される可能性が高い。
図表 II.2.4-6 iPhoneの位置情報収集のプライバシー侵害の可能性
iPhone 位置情報
取得
保管
情報の性質

利用

×（位置情報等は多数集積することで機微性が高くなる可能性がある。しかも、
それらの情報を個人情報と照合できた可能性もあった）

目的

○（目的自体は正当であったが、目的が本当なのかは検証する必要がある）

方法

△（事前の説明はあ ×（バグでログが 10 カ月に渡り保管 ×（バグでオプト
ったものの具体性 されていた。また、ログは平文で端 アウトしても情報
に乏しかった。
）

末に保管されていた。
）

が収集された）

(4) 考察
iPhone の位置情報収集問題については、個人情報保護法に違反する可能性があるうえ、プライバ
シーの侵害にも該当する可能性が高いものであった。
実際には、位置情報サービスの改善や新サービスの提供といった情報の利用目的自体は正当であ
ったため、主に取得の方法に問題化した要因があったと考えられる。実際に、米国や韓国で起きて
いる訴訟は、利用者にとって「無断で情報が収集されていた」と感じるものであったことが大きな
原因であるとされており、Web サイトでの公表だけでは周知として不十分であったことを示してい
るといえる。個人に関連する情報を収集する際には、Web サイトでの公表だけではなく、端末上で
きちんと情報を収集する旨を伝え、同意のうえで情報を収集することがプライバシーの侵害を防ぐ
ために重要であったと考えられる。

2.4.3. Google Buzz （Google）
(1) 概要
Google Buzz は、Google がかつて提供していた Twitter に似たソーシャルメディアサービスであ
り、Gmail へログインした後、友人をフォローしたり、友人に短いメッセージを投稿したり、友人
からのメッセージをリアルタイムで確認してコメントを付けること等ができた。
しかし、メッセージの投稿にあたっては、全 Gmail ユーザーにメッセージが公開される「一般公
開」がデフォルトとなっており、投稿者名として Gmail の利用にあたって設定した Google プロフ
ィールの氏名まで自動付加される設定となっていた。また、スマートフォンからメッセージを投稿
する場合には、GPS がオンになっていると位置情報まで自動付加、公開される設定となっていた。
これにより、意図せず氏名や位置情報を公開してしまう人が続出し、問題化した。
本問題については、利用者が理解しないまま個人情報が公開される仕組みとなっていたのは
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Google に責任があるとして米国カリフォルニア州で 1000 人規模の集団訴訟に発展し、Google が原
告側に 850 万ドルの和解金を支払うことで決着した。我が国でも、サービスの公開と同時にインタ
ーネット上で本問題が騒動となったが、Google Japan がブログにて対処方法を説明しており26、こ
れが広まることで次第に騒動は収束した。
図表 II.2.4-7 Google Buzzのイメージ

出典：http://googlejapan.blogspot.jp/2010/02/google_5158.html

(2) 詳細
(a) 公開された情報
意図せず公開されたことが問題となった情報は、氏名情報及びスマートフォンの位置情報であ
る。両者ともメッセージの投稿の際に利用者が入力しているわけではなく、前者は Gmail のプロ
フィール情報から、後者はスマートフォンの GPS 機能から自動的に取得していた。

① 目的
Google は、メッセージの投稿に氏名や位置情報を付加して公開する設定としていた理由につ
いて、利用者間のコミュニケーションの円滑化や、友人を見つけやすくするための処置であっ
たとしている。

② 手法
利用者が意図しないまま氏名が公開されることが問題となったが、実際には Google Buzz の
初期セットアップの際に、
「フルネームを表示する」というチェックボックスが表示されて表示
可否を選択できるようになっていた。ただし、デフォルトではチェックボックスがオンになっ
ており、利用者がよく確認しないまま承認すると氏名が公開される状態であった。
また、位置情報については、Android 端末の場合、メッセージへの位置情報の付加を拒否す
る仕組みが設けられておらず、位置情報の公開を望まない場合は、投稿自体をやめるしかなか
った。一方、iPhone の場合は、初めて Google Buzz を利用する場合や、メッセージ投稿の際
に位置情報を付加するかどうかを画面から選択できるようになっていた。

26

http://googlejapan.blogspot.jp/2010/02/google_5158.html
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図表 II.2.4-8 Google Buzzでの氏名の公開設定画面

出典：http://googlejapan.blogspot.jp/2010/02/google_5158.html
図表 II.2.4-9 Google Buzzへの位置情報付加の設定画面（iPhone）

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
公開された氏名や位置情報といった情報は、個人情報に該当する。だからといって、Google が
個人情報保護法に違反していたとは言い切れない可能性がある。情報の公開は利用者が起点とな
って行われており、Google は Google Buzz の初期セットアップの際に公開可否を選択させる画
面を設けて同意も取得していたためである。
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図表 II.2.4-10 Google Buzzの個人情報保護法の遵法性
個人情報保護法の規定
Google Buzz
定義

・氏名やそれと紐付く位置情報は個人情報にあたる

利用目的の制限

―

利用目的の通知

―

適正な取得

―

安全管理

―

第三者提供の制限

・Google は、利用者から取得した氏名や位置情報を第三者であ
る一般人に広く提供してしまったとも見なせる。ただし、事前説
明があり同意も得ていたともいえる

開示、訂正、利用停止等

―

(b) プライバシー侵害の可能性
位置情報等は集積すると機微性が高くなるものの、集積の頻度はメッセージ投稿頻度と同じで
あり、多数の情報が集積されるわけではない。
また、情報を公開する目的自体には、正当性があった。
本件については、氏名や位置情報の公開について利用者が理解できていなかったことが問題の
一番の原因と考えられる。集団訴訟に至ったことは、多数の人々が同様の間違いを犯す状態であ
ったことを示しており、Google にも説明が不十分であった責任があるといえる。また、Android
端末では、位置情報の付加を防ぐ仕組みがなかったことも不親切であった。
総合的に判断すると、本問題については、プライバシーの侵害があったと判断される可能性は
ゼロではないものの、深刻性はそこまでは高くないと考えられる。

Google Buzz

図表 II.2.4-11 Google Buzzのプライバシー侵害の可能性
取得
保管
利用

情報の性質

△（位置情報は多数集積されると機微性が高くなる可能性がある）

目的

○（コミュニケーションの円滑化という目的自体は正当であるといえる）

方法

△（事前の説明はあった 不明

△（利用者が十分理解しないまま公

ものの利用者が十分認

開されてしまうことがあった。また、

識できていなかった）

Android 端末からはオプトアウトで
きなかった）

(4) 考察
本問題は、オプトインしていたため、明確に個人情報保護法に違反していたとはいえず、プライ
バシー侵害の程度も重大なものではないと考えられる。しかし、オプトインを取る際に、情報の公
開を許可するという項目のチェックボックスがオンになっていて、利用者が良く理解しないまま情
報が公開される状況にあったことが問題化した要因であると考えられる。
Google Buzz は明確なプライバシー侵害ではないと考えられるが、米国で起きた訴訟では Google
側が損害賠償を支払う形で決着しており、これは個人情報がかなり厳しく保護されているカリフォ
ルニア州法で裁判が行われたこともその一因である可能性がある。
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2.4.4. AppLog（
（株）ミログ）
(1) 概要
（株）ミログでは、有料の動画コンテンツを Android 端末上で視聴することができる動画配信楽
アプリである app.tv を提供していた。app.tv で動画コンテンツを視聴するためには、①仮想通
貨を購入する、②広告の表示を受け入れる、のいずれかの対応が必要であった。
しかし、app.tv をインストールすると、AppLog というプログラムによって動画配信機能とは
関係のないはずの、当該 Android 端末における他アプリのインストール状況や他アプリの起動状
況等の情報が無断で収集され、
（株）ミログに送信されることが発覚し、問題化した。
（株）ミログでは、統計化して広告配信業者に販売するために情報を収集したとしている。
問題発覚後、
（株）ミログでは第三者委員会による調査を行い、本件の経緯や問題点等について
詳細な報告書を公開27している。

(2) 詳細
(a) 収集された情報
第三者委員会の報告書によれば、AppLog が収集していた情報は以下のとおりである。なお、
ここでは動画配信機能と関係がない情報のみを記す。
 android id（当該端末のアンドロイド ID）
 android version（当該端末のアンドロイド OS のバージョン）
 brand（当該端末の電気通信事業者名）
 device（当該端末のデバイス名（携帯電話の型式名等）
）
 manufacturer（当該端末を製造した会社名）
 model（当該端末の機種名）
 product（当該端末の製品コード）
 sim_operator（当該端末が通信に利用している通信キャリア名）
 developers（AppLog アプリケーションの固有 ID（ミログが付番）
）
 applications（当該端末にインストールされているアプリ一覧の情報）
 packages（端末が直近で実行したタスクの情報）
 logged at（packages を取得した時刻）
これらの情報は、直接的に個人を識別できるものではない。加えて、第三者委員会の報告書
によれば、
（株）ミログではこれらの情報と照合できる個人識別情報も保有していなかったとし
ている。したがって、個人情報保護法でいうところの個人情報にはあたらないものと考えられ
る。

① 目的
情報を収集した動機は、利用者のアプリケーション利用状況を統計データとして第三者の事
業者に販売するためであったとされている。実際に、本アプリケーションのリリース後、本件
が問題化するまでに 1 社にデータが提供されていたことが判明している。

27

株式会社ミログ 第三者委員会報告書 http://milog.co.jp/news/2011/12/post-9.html
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② 手法
app.tv をインストールして初回起動する際には、利用規約やプライバシーポリシーを読むこ
とを促されるが、規約には「端末のアプリケーション情報等」を「端末のユーザー体験の改善
等」のために「ミログに送信する」といった旨が記載されていた。しかし、アプリケーション
情報が何を指すのか具体性がないことやユーザー体験の改善という文言からは広告配信に利用
されることが想定しにくいこと、第三者に提供する旨が伏せられていること等、意図的に事実
を隠ぺいしているともとらえられる内容であったことが問題である。

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
AppLog を通じて（株）ミログが収集していた情報は、個人情報に該当しない可能性があり、
その場合、個人情報保護法に違反しているとはいえない。
図表 II.2.4-12 AppLogの個人情報保護法の遵法性
個人情報保護法の規定
AppLog
定義

・収集している情報は単体では個人情報に該当せず、照合可
能な個人情報もない

(b) プライバシー侵害の可能性
本件における収集情報は、個人の行動や嗜好が反映され得る情報であることは間違いないが、
機微性が高いといえるほどの情報ではないと想定される。ただし、思想や人には知られたくな
い趣味等に関するアプリケーションをインストールしていればセンシティブな情報になる可能
性がある。
一方で、第三者に販売するためという情報の収集目的は、プライバシーの観点からすると正
当性があるとはいえない。
また、情報の取得方法や利用方法についても、説明が十分ではなく、あえて伏せられていた
ようにも受け取れられるため、重大な問題があったといえる。
したがって、本評価項目によればプライバシーの侵害があったと判断される可能性が高い。

AppLog
情報の性質

図表 II.2.4-13 AppLogのプライバシー侵害の可能性
取得
保管

利用

○（インストールしていたアプリケーションの種類にもよるが、アプリケーシ
ョンの種類や起動回数等の情報はそこまでセンシティブとはいえない）

目的

×（統計データとして販売して利益を得ようとしていた）

方法

×（情報の取得について事前説 不明

×（第三者提供について事前説明

明しておらず、むしろ隠ぺいし

しておらず、むしろ隠ぺいして

ていたように見受けられる）

いたように見受けられる）

(4) 考察
本件は、直接的には個人情報保護法には違反しない。しかし、パーソナル情報を無断で収集し、
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販売していたこと等から、プライバシーの侵害にあたる可能性が高く、問題化した原因になったと
考えられる。
また、本件については、プライバシー侵害の可能性があっただけではなく、意図的にアプリケー
ションの目的と関係のない情報を収集するプログラムを仕込んでいることから、不正指令電磁的記
録に関する罪28に相当する可能性もある。

2.4.5. カレログ （
（有）マニュスクリプト）
(1) 概要
カレログは、
（有）マニュスクリプトが提供している Android 端末上で動作するアプリケーショ
ンである。機能としては、監視者がアプリケーションを恋人や家族の Android 端末にインストール
しておくと、端末所有者の現在位置や通話状況等がカレログのサーバに蓄積され、監視者は Web
上からいつでもチェックすることができるというものであった（現在は、機能に変更が加えられて
いる）
。
カレログについては、公開当初、アプリケーションの紹介ページにて「サービス利用はバックグ
ランド操作で行うから、
どのタイミングで情報取得しているかは彼氏の端末では一切わかりません。
またアプリケーションのアイコンも GPS の設定画面になっています。
」等と、恋人や家族の携帯電
話にアプリケーションを無断でインストールさせて監視することを助長する内容になっていたこと
から、プライバシーを侵害する恐れがあるとして問題化した。ただし、現在はこれらの文言は削除
され、お互いの同意をとってから使うよう説明されている。
図表 II.2.4-14 カレログのサービス紹介（2011年8月時点、現在は変更済）

出典：http://karelog.jp/ （2011 年 8 月）

28

刑法 168 条の 2 及び 168 条の 3 により規定される、使用者の意図に反した動作を行うソフトウェア
を作成又は提供する罪
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(2) 詳細
(a) 収集された情報
Android 端末からカレログが収集している情報は以下のとおりである。
 現在地情報（GPS）
 バッテリー残量
 アプリケーション一覧
 通話記録（現在公開されているアプリケーションではこの機能は削除されている）
（有）マニュスクリプトでは、カレログを通じて情報を収集し、サーバで管理して監視者が参
照できるようにしていた。これらの情報は、
（有）マニュスクリプトにとっては単体で個人を識別
できるものではないうえ、紐付け可能な個人識別情報も保有していない。ただし、これらの情報
を参照する監視者は、誰の情報であるかを把握できている。

① 目的
カレログが端末の情報を収集する目的は、監視者に情報を提供するためであった。特に、当
初のカレログには有料会員のみが利用できる機能として、通話履歴やアプリケーション一覧を
確認する機能が提供されており、情報を収集し、監視者が参照できるようにすることで収益を
得る意図があったと考えられる。

② 手法
図表 II.2.4-14 に記すとおり、当初、アプリケーションの紹介は恋人や家族に無断でアプリ
ケーションをインストールすることを助長する表現になっており、アイコンも偽装されていた
ことから、カレログによる情報の収集事実を意図的に端末所有者に伏せていたと考えられる。
インストール時に端末所有者の同意をとる必要がある旨やプライバシー等を侵害する行為等を
禁止する旨については、利用上の注意に一応の記載があったものの、インターネット上で多く
の人々が懸念を示していたことから、公表方法等に問題があったと。

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
カレログを通じて収集される位置情報やアプリケーション一覧は、
（有）マニュスクリプトでは
個人を特定できないものの、情報の提供先である監視者側では誰の情報であるかを特定できてい
る。個人情報保護法では、個人を識別する主体については定義しておらず、これが個人情報の第
三者提供にあたるかどうかは評価ができない。

(b) プライバシー侵害の可能性
プライバシーの侵害について争われる裁判では、法的根拠として民法 709 条（不法行為）が参
照されることが多い。仮にカレログによるプライバシー侵害が裁判で争われる場合、まず監視者
がプライバシーを侵害した主体として訴えられることになると考えられる。ただし、民法 709 条
は、不法行為に加担した者も処罰の対象としており、恋人や家族に無断でアプリケーションをイ
ンストールすることを助長していた場合、
（有）マニュスクリプトも不法行為に加担したとして罪
に問われる可能性が残る。
カレログが収集していた位置情報や通話履歴は多数集積することでセンシティブになり得る情
報である。また、もし端末利用者に無断でアプリケーションをインストールさせて有料会員から
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利益を得ようとしていたとすれば、その目的は正当とはいえない。さらに、情報の取得方法や利
用方法についても、説明が十分ではなく、あえて伏せられていたようにも受け取れるため、問題
があった。
したがって、
本評価項目にのっとれば、プライバシー侵害があったと判断される可能性が高い。
図表 II.2.4-15 カレログの個人情報保護法の遵法性
個人情報保護法の規定
カレログ
定義、第三者提供

・
（有）マニュスクリプトにとっては個人情報ではないが、監視者
にとっては個人情報であり、これが個人情報の第三者提供にあたる
かどうかは評価できない

カレログ
情報の性質

図表 II.2.4-16 カレログのプライバシー侵害の可能性
取得
保管

利用

△（位置情報、通話記録等は多数集積することでセンシティブになる可能性が
ある）

目的

△（無断での監視を推奨して、情報提供していたとすれば不当になり得る）

方法

×（情報の取得を端末所有者に 不明

×（監視者による情報の参照につ

隠ぺいすることを助長してい

いて隠ぺいすることを助長して

たように見受けられる）

いたように見受けられる）

(4) 考察
本件は、直接的には個人情報保護法には違反しないと考えられる。しかし、監視者による端末所
有者のパーソナル情報の無断収集を助長していたことが、本件が問題化したポイントである。
AppLog やカレログの問題の発覚以降も、多くのスマートフォンのアプリケーションで利用者に
関する情報を無断で収集しているとして問題になっている29。

2.4.6. Google Location Server
(1) 概要
Google Location Server は、世の中に存在する無線 LAN ルーターの MAC アドレスとおよその
位置をデータベースとして保有しているものであり、Android 端末上で位置情報サービスを提供す
る際に、サービスの円滑化やユーザー体験の向上のために利用しているとしている。
データベースの構築は、Google がストリートビュー用の画像を撮影する際に同時に周辺の無線
LAN の電波を記録することで行われた。また、世界中の Android 端末が無線 LAN の電波を受信し
たときに、無線 LAN ルーターから通知される MAC アドレスと当該場所の GPS 情報を Google
Location Server に送付することでデータベースを補完している。
このようなデータベースが構築されていることはあまり周知されておらず、例えば、自宅に無線
LAN ルーターを置いている人にとって、何かの機会に無線 LAN ルーターの MAC アドレスが漏え

29

スマートフォンからの利用者情報の送信 http://www.soumu.go.jp/main_content/000143966.pdf
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いすると自宅の位置がばれてしまう可能性がある。Google では、データベース化を望まない場合、
SSID に「_nomap」を付加すればその無線 LAN ルーターはデータベースに登録しないという方針
を打ち出している。
なお、Google はストリートビュー用の画像を撮影しながら無線 LAN の電波を収集していた際、
暗号化されていない通信の内容についても傍受していたとして問題化し、総務省から行政指導が行
われたが、これは電気通信事業法に基づくものであり、本調査では検討の対象外とする。
図表 II.2.4-17 Googleの位置情報サービスのヘルプページ

出典：http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=ja&answer=1725632

(2) 詳細
(a) 収集された情報
Google Location Server が収集している情報のうち、本問題に関係しているものは以下のとお
りである。
 無線 LAN ルーターの MAC アドレス
 無線 LAN ルーター近辺の位置情報
Android 端末から位置情報を収集する場合は、所有者の Google が Android や Gmail のサー
ビス提供にあたって取得する氏名等の個人識別情報と照合できるため、端末所有者の個人情報
と見なされる。
一方で、この位置情報は、無線 LAN ルーターの所有者にとっても自宅の位置等を表すパー
ソナル情報であると考えられるが、Google では無線 LAN ルーターの所有者を識別することは
できない。無線 LAN ルーターの所有者の個人情報にはあたらないが、プライバシー侵害の可
能性は残る。
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① 目的
無線 LAN の MAC アドレスと位置情報をデータベース化していた目的は、位置情報サービ
スの改善である。例えば、Android 端末の所有者が位置情報サービスを利用する際に、周辺の
無線 LAN ルーターの MAC アドレスを取得して Google Location Server に問い合わせること
で現在地情報の確認を高速化できたり、GPS が入らない場所でも現在地を確認できるようにす
ることができる。

② 手法
収集する位置情報は Android 端末の所有者の個人情報であると考えられ、Android 端末上で
所有者が「無線ネットワークを利用する」という機能をオンにした際に、
「Google の（中略）
位置データの収集を許可する」という項目に同意することで Google Location Server に位置情
報や MAC アドレスが送付され始める。
一方で、無線 LAN ルーターの所有者には、位置情報や MAC アドレスが収集されている事
実が伝えられることはない。

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
Google が収集していた位置情報は、Android 端末の所有者の個人情報に該当する可能性がある。
しかし、Android 端末の所有者からは情報収集に関する同意を得ていたため、個人情報保護法上
は問題がないものと考えられる。
一方で、これらの情報は、無線 LAN ルーターの所有者の個人情報としては該当しないため、
こちらも個人情報保護法上の問題はないものと考えられる。

(b) プライバシー侵害の可能性
Android 端末からの位置情報の収集について、位置情報は多数集積することでセンシティブに
なり得る情報であるが、情報の取得自体は同意を得て行われており、プライバシーの侵害にあた
る可能性は低い。
一方で、無線 LAN ルーターの所有者の観点では、無線ルーターの MAC アドレスと位置情報
をデータベース化していることを周知しないまま、限定的ではあるが無線ルーターの MAC アド
レスが漏えいした場合に住所がばれてしまう状況を作ったということで、Google がプライバシー
漏えいの責任を問われる可能性は残る。
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図表 II.2.4-18 Google Location Serverの個人情報保護法の遵法性
Android 端末の所有者の場合
Google Location Server

個人情報保護法の規定
定義

・Google が収集していた位置情報は、Android 端末所有者の個
人情報に該当する可能性がある

利用目的の制限

・Android 端末所有者には、位置情報を収集する旨を伝えて同意

利用目的の通知

をとっていた

適正な取得
安全管理

―

第三者提供の制限

―

開示、訂正、利用停止等

―

無線 LAN ルーターの所有者の場合
Google Location Server

個人情報保護法の規定
定義

・収集している情報は単体では個人情報に該当せず、照合可能
な個人情報もない

図表 II.2.4-19 Google Location Serverのプライバシー侵害の可能性
Android 端末所有者の場合
Google 無線 LAN

取得

保管

利用

情報の性質

△（位置情報は多数集積するとセンシティブになり得る）

目的

○（位置情報サービスの円滑化という目的には正当性がある）

方法

○（同意をとって取得していた）

不明

○（位置情報サービスに使
われていた）

無線 LAN 所有者の場合
Google 無線 LAN
情報の性質

取得

保管

利用

○（無線 LAN ルーターの設置位置というだけではセンシティブとまではいえな
い）

目的

○（位置情報サービスの円滑化という目的には正当性がある）

方法

△（MAC アドレスと位置情報を DB

不明

△（MAC アドレスが漏えい

化していることを周知していない

すると、自宅住所が漏えい

ことが問題になるかもしれない）

する可能性は残る）

(4) 考察
Google Location Server が目指したのは、利用者の位置情報サービスの改善であり、Google は無
線 LAN ルーターが強制的に周囲に通知している MAC アドレスを収集しているだけともとらえる
ことができ、重大なプライバシーの侵害を引き起こすものではないと考えられる。
ただし、無線 LAN ルーターの MAC アドレスと位置情報をデータベース化していることの周知
は不十分と考えられ、無線 LAN ルーターの MAC アドレスが漏えいすることで、無線 LAN ルータ
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ーの所有者の住所が特定される状況を作ったということで問題化し、Google が責任を問われる可能
性は残る。しかし、Google は既にデータベース化を望まない場合は、SSID に「_nomap」を付加
すればその無線 LAN はデータベース化しないという方針を公表しており、責任を問われる可能性
は低いと考えられる。

2.4.7. People Search （Intelius）
(1) 概要
Intelius が提供する People Search は、個人を名前や住所等を基に検索すると、当該個人に関す
る様々な情報を入手することができるサービスである。入手できる情報は無料のものと有料のもの
に分かれており、名前、住所、電話番号は無料であり、料金を払うと生年月日、家族構成、犯罪歴、
婚姻状況、資産状況等の情報を得ることができる。同サービスの利用者としては、婚約相手の素性
を調べたい人や、採用予定者の素性を調べたい雇用者等が多い。
これらの情報について、Intelius では、あくまでデータは公開情報（登記記録、電話帳、租税査
定人記録、SNS 等）から集めており、合法であるとしている。しかし、個人に関する情報がインタ
ーネット上で簡単に検索できることや、入手できる情報の機微性から、サービスに対して危惧を表
す人がいる。
図表 II.2.4-20 Inteliusのサイト

出典：http://www.intelius.com/
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(2) 詳細
(a) 取り扱われている情報
Intelius が公開情報から入手し、販売している主な情報は以下のとおりである。
 氏名、通名
 住所、住所履歴
 生年月日、年齢
 電話番号
 家族構成、婚姻歴、死亡記録
 資産、破産歴、抵当権
 犯罪歴、訴訟歴
これらの情報は、氏名を含む個人情報であるうえ、資産に関する情報や犯罪に関する情報等、
かなり機微性の高い情報が含まれている。

① 目的
Intelius における情報の利用目的は、検索者に対して販売して利益を得ることである。情報
の種類によって価格は異なるものの、当該個人に関するフルレポートであれば$49.95 で入手で
きる。

② 手法
Intelius では、取り扱っている情報は全て公開情報であるとして、利用者への通知や同意取
得等は行っていない。個人からすると、自身に関する情報が知らない間にデータベースに登録
され、情報が売られていることになる。自身の情報を閲覧、更新することはできないが、削除
のみは申請して身分を証明する書類を Intelius に送れば対応される。

(3) 評価結果
(a) 個人情報保護法の遵法性
Intelius は個人情報であっても公開情報から入手しているため問題ないとしているが、登記記
録や電話帳等の個人情報は、事業者による販売を目的に公開されているものではないため、我が
国でこのようなサービスを行った場合、個人情報保護法の適正な取得に反する。
図表 II.2.4-21 People Searchの個人情報保護法の遵法性
個人情報保護法の規定
People Search における問題点
定義

・販売している情報は個人情報に該当する

利用目的の制限

―

利用目的の通知

・利用者への通知はない

適正な取得

・販売している個人情報は、事業者による販売を目的に公開して
いるものではないため、不正な取得にあたる

安全管理
第三者提供の制限

―
・許可なく第三者に販売している

開示、訂正、利用停止等

―
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(b) プライバシー侵害の可能性
People Search で収集された情報はかなり機微性の高い情報が含まれている。しかも、目的は
販売して事業者が利益を得ることであり、当該個人への対価を還元することは想定されていない。
さらに、公開情報であるとはいえ、機微性の高い情報を無断で入手、販売しており、問題がある
といえる。
したがって、本評価項目によれば、プライバシーの侵害があると判断される可能性が高い。

People Search

図表 II.2.4-22 People Searchのプライバシー侵害の可能性
取得
保管
利用

情報の性質

×（資産や犯罪歴等、機微性の高い情報を含む）

目的

×（無断で情報を入手、販売して利益を得ようとしていた）

方法

×（公開情報ではあるが、無断 不明

×（無断で第三者に販売してい

で入手していた）

た）

(4) 考察
People Search については、我が国で行われた場合、取り扱われる情報が個人情報であり、か
つ機微性の高い情報が付随していることから個人情報保護法に違反し、プライバシーも侵害する
ものと考えられる。
特に、個人に無断で情報の販売が行われていることは問題化する大きな要因であると考えられ
る。たとえ、公開されている情報を引用しているだけであったとしても、一般の人が容易にはア
クセスできない状態にある個人情報を、Web 上でいつでも検索して入手できる状態にすることは、
プライバシーの侵害に相当する可能性がある。

2.5. パーソナル情報活用と個人情報保護・プライバシー懸念の全体像
2.5.1. 全体像
パーソナル情報を活用したビジネスが発展してきているものの、その形態が多様化、複雑化してき
ていることで、個人情報保護法への対応、あるいは利用者のプライバシー懸念という面で課題も明ら
かになってきている。本調査で明らかになったことから、パーソナル情報を活用したビジネスと個人
情報保護・プライバシー懸念の関係性を整理した全体像は図表 II.2.5-1 に記すとおりである。
パーソナル情報の活用を図る上で、個人情報保護法の観点からは、利用者に対する丁寧な同意、説
明が必要であり、パーソナル情報の再利用促進のため、識別性に関する制度整備も求められる。また、
プライバシー懸念に対応するためには、個人情報保護法の遵守だけでは十分ではなく、利用者の感情
への配慮や、利用者に自己に関する情報の流通をコントロールさせる（自己情報コントロール）こと
で安心感や信頼を形成していくといった対応が望まれる。
次項において、
全体像の詳細について記す。
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図表 II.2.5-1 パーソナル情報活用と個人情報保護・プライバシー懸念の全体像
パーソナル情報を活用したビジネス展開
・パーソナル情報を解析することで、より個人に適し
た情報を配信し、ビジネス機会を拡大する取組が
進展
・購買情報、位置情報、SNS等、多様なパーソナル
情報による解析精度向上への取組
・事業者横断的にパーソナル情報を用いる取組
・個人が自分で情報をコントロールするようなサービ
スが今度、発展する可能性
・パーソナル情報の流通を促す産業が発展途上
・パーソナル情報を悪用／露出事例

個人情報保護法への影響

プライバシー懸念への影響

・収集経路、活用範囲等が本人から分かりにくく
なってきているため、より丁寧な同意の取り方が
必要
・パーソナル情報の活用が多岐に渡る場合、ガイド
ラインへの対応が事業者の負荷になる可能性
・パーソナル情報の流通を促すため、識別性を無く
すための方法や仕組みを明らかにした制度等が
必要
・個人情報保護法に準拠せずビジネスが展開され
ている悪用／露出事例があり、行政処分等の厳
格な実施が必要

・個人特性に応じた情報配信等を発展させるため、
センシティブ情報等、プライバシーに配慮した対
応が不可欠
・自己情報コントロールができることで利用者のプ
ライバシー懸念を緩和、払拭できる可能性
・個人情報保護法に準拠を徹底することで、プライ
バシー侵害をある程度、回避することが可能
・個人情報保護法への準拠だけでは十分ではなく、
目的の正当性、利用者理解等に配慮した説明等、
プライバシーに配慮した対応が事業者において
必要

2.5.2. パーソナル情報を活用したビジネス展開
活用事例からも明らかになったように、パーソナル情報を収集し、これを解析することで、より個
人に適した情報を配信し、ビジネス機会を拡大する取組が進んでいる i コンシェル、Google Adwords
等、これに該当する。
また、このようなビジネスの展開から、より多くのパーソナル情報を収集することが試行され、購
買情報、位置情報、SNS 等、多様な情報が用いられるようになってきている。携帯電話の GPS を用
いた位置情報の活用、決済にひも付いて収集される購買情報、SNS における個人間の関係にひも付い
た情報等、生活における IT の浸透に伴い、パーソナル情報の収集も比較的容易になってきている。
さらに、これまではパーソナル情報は各事業者にひも付いて収集されていたが、共通ポイントカー
ド等を起点として事業者横断的に活用する取組も出てきている。これによって、より多様なパーソナ
ル情報を解析することが可能になり、個人の特性推定等の向上が期待できる。
一方、IT の普及によって、利用者個人が自分の情報を活用する取組みも出てきている。ポケットカ
ルテはその代表であり、ライフログ等と呼ばれる、本人が自分の情報を活用する形態のサービスも今
後、発展する可能性がある。
このようなパーソナル情報の活用ニーズが高まっていることから、その流通を促す産業が求められ
ているが、我が国においては実現できていないのが実情である。海外で見られるデータマーケットプ
レイス等は、パーソナル情報を活用したビジネス全体に資すると考えられ、我が国においても発展が
望まれる。
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一方で、パーソナル情報の活用ニーズの高まりは不適切な収集や活用を生み出す可能性があり、本
調査でも明らかになったように、露出、悪用事例が出てきているのが現状である。

2.5.3. 個人情報保護法への影響
パーソナル情報を活用したサービスでは、収集経路、活用範囲等が多様化、複雑化し、本人から分
かりにくくなってきているため、より丁寧な同意の取り方が求められている。個人情報を含むパーソ
ナル情報を活用したサービスを進めるうえでの基本的な原則は、
収集する情報や利用目的等について、
利用者に明示（の同意を得る）することである。その手法には、オプトイン、オプトアウト、Web 上
での公表等様々な形態があり、サービスの種類や利用者の利便性、理解等を考慮して手法が選択され
ることが望ましい。活用事例では、この部分に配慮した取組が行われており、パーソナル情報を活用
したビジネス推進のポイントになっていると考えられる。例えば、インターネット視聴率調査（ネッ
トレイティングス(株)）では、本人へ十分な説明を行い、同意のもと情報収集が行われるだけでなく、
個人情報保護方針が Web で示され、パネルから取得する情報、その利用目的、第三者提供を行う旨、
利用停止方法等について、詳細な説明がなされている。
また、事業が多様化し、パーソナル情報を活用する分野が多岐に渡る場合、現状のような主務大臣
制による制度の運用が事業者の負荷となる可能性がある。さらに、各省庁において、分野別に多数の
ガイドラインを整備されており、同時に対応することは、事業者側の負荷が大きく、サービスの創出
を阻害する可能性がある。
パーソナル情報の流通性を高めるためには、第三者への提供に本人の同意が必要な個人情報に該当
しない形に加工することが有効と考えられる。しかし、個人情報保護法では個人情報の定義はされて
いるものの、個人を識別することができるというのはどのような状態か、容易に照合することができ
るとはどのような状態か、といった点の解釈には様々な意見があり、個人を識別できない情報への加
工についても明確な基準がない状況にある。米国では、医療データを扱うにあたって HIPAA が制定
されており、二次利用に向けた情報の加工方法が規定されている。このように匿名化等の方法や仕組
み等を制度的に明らかにすることで、
安全性と流通性を両立したパーソナル情報の生成が可能になり、
データマーケットプレイス等の発展も期待できる。
一方、露出、悪用事例でも述べたように、データ収集が先行し、個人の同意を得ないまま情報を収
集する等、個人情報保護法に準拠せずビジネスが展開されている事例が出てきている。このような事
例は利用者のプライバシー懸念を煽り、パーソナル情報を活用したビジネスの発展を阻害しかねない
ため、行政処分等を適切に行うことが必要である。

2.5.4. プライバシー懸念への影響
位置情報、購買情報、SNS 等、多様なパーソナル情報の収集、あるいは事業者を跨がったパーソナ
ル情報の共有等によって、より精度の高い個人特性の分析が可能になることが予想される。しかしな
がら、精度が高すぎたり、センシティブな情報を扱った場合、利用者が不快に感じる可能性が高い。
したがって、各事業者においては、T ポイントサービスにて電子メールの内容に自主基準を設けてい
るように、単に解析結果でのみ適合性の高い情報を配信するのではなく、配信された人がどのように
感じるかという部分に配慮し、ビジネスを展開することが求められる。活用事例では、このような部
分もパーソナル情報を活用したビジネス展開のポイントとなっており、T ポイントサービス（カルチ
ェア・コンビニエンス・クラブ(株)）では、データを解析して、個人に最適な情報配信等に取り組む
反面、独自の基準を設けてプライバシーに配慮した情報配信内容のフィルタリングを行っている。
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また、自己情報の確認や停止等が行える仕組みを導入することで、利用者の安心感や信頼が形成さ
れ、プライバシー懸念が緩和、払拭できる可能性がある。活用事例では、パーソナル情報を活用する
だけでなく、利用者がコントロールできる機能も用意し、ビジネスの満足度を高めていると考えられ
る。例えば、Amazon.com のおすすめ商品では、自身の購買履歴やチェック履歴は一覧で確認ができ
るし、T ポイントサービスでも自身の T ポイント利用履歴は Web 上で確認ができる。i コンシェルで
は、利用者が位置情報の収集の許可や停止を制御できるだけでなく、位置情報を提供する期間や利用
するサービス等も設定できる。
露出、悪用事例の多くはプライバシー侵害に該当する可能性が高く、その大きな要因の一つは本人
が認識しない状態で、無断で収集されていることにある。このような部分については、個人情報とな
る可能性がある情報を収集する場合、個人情報保護法への準拠を徹底することで、問題を回避するこ
とが可能と考えられる。
一方、個人情報に該当しないために個人情報保護法では問題にならないものの、収集の目的や内容
の説明制等からプライバシー侵害に該当する可能性がある事例も存在する。したがって、個人情報保
護法への準拠だけでは十分ではなく、個人情報に該当しないパーソナル情報を活用する場合において
も、目的の正当性、利用者理解に配慮した説明等、プライバシーに配慮したビジネス展開を行うこと
が事業者に求められる。
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3. IT 技術の実用化状況と法制度、プライバシー懸念への影響調査
3.1. 技術調査の実施方法
本調査では、個人を特定するため、又は特定しないための技術の動向を明らかにするとともに、個
人情報保護法等へ与える影響についても検討を図る。
具体的には、論文等の文献資料、あるいは有識者へのインタビューから技術に関する研究動向を把
握し、整理する。また、実用化状況を把握するため、実用化の事例についても探索する。次に研究動
向、実用化状況を踏まえ、各技術の実用化が法制度やサービスに与える影響について考察する。
なお、個人を特定するための技術については、本人が自ら所有している情報（ID、パスワード、IC
カード等）によって本人を特定（認証）する技術が広く普及し、活用されている。本調査では、これ
らを調査対象外とし、本人を介さないところで流通する情報から個人を特定するための技術について
調査するものとする。
また、個人を特定しないための技術については、単純に情報を削除したりノイズを加える等の加工
技術（単純匿名化）も存在するが、これらでは情報の有用性を担保できないため、調査対象外とする。

3.2. 個人を特定するための技術の研究動向及び実用化動向
3.2.1. 個人を特定するための技術の分類
本人を介さないところで流通する情報から個人を特定するための技術は、大きく二つに大別するこ
とができる。
一つは、厳密な意味で個人を特定（識別）するものであり、識別性のない情報を他の識別性のある
情報と照合することで、個人を一意に識別する。例えば、空港等の高いセキュリティが求められる場
所において、顔認識技術によって犯罪者を特定するような取組が行われている。
もう一つは、個人を厳密に識別できないものの、対象となっている人の特性（プロファイル）を推
定するものである。例えば、デジタルサイネージにおいて、サイネージの前にいる人の画像情報から
年齢や性別を推定し、それに則した広告を表示することが行われている。
以下、この二つの分類に分けて研究動向と実用化動向を整理する。

3.2.2. 個人を特定するための技術の研究動向と実用化動向
(1) 個人を識別するための技術の研究動向
(a) 個人を識別するための技術の研究経緯
Paul Ohm（2010）30によると、個人を識別するための技術（re-identification techniques）
は、基本的に、あるデータを他のデータと突き合わせて、ユニークなデータを抽出することにあ
る。突き合わせるデータは、一般的に公開されているデータが多いが、観測情報や特定の個人が
有している情報等が用いられる場合もある。つまり、このような情報を得ることができる攻撃者
の特性に応じても、個人が特定されるリスクが変化する。
一方、匿名化したパーソナルデータのリスクに関する研究は古くから行われており、古いもの
として Latanya Sweeney（1997）31が有名である。同論文では、医療データとセンサスデータ

30

Paul Ohm, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of. Anonymization,
57 UCLA Law Review 1701 2010
31
Latanya Sweeney, Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality, 25 J.
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あるいは投票者登録リストを付き合わせることで個人が特定できることが問題点として指摘され
ている。
2006 年には The New York Times の記事である Michael Barbaro & Tom Zeller, Jr.“A Face is
Exposed for AOL Searcher No.4417749”によって、AOL が公開した 2,000 万の検索キーワード
から個人が特定されることが報告された。
「ジョージア州リルバーンの造園士」
、
「ジョージアのグ
ウィネット村のシャドー湖区で販売されている住宅」というキーワードで住んでいる場所が分か
るとともに、
「指の麻痺」
、
「60 歳の独身男性」
、
「何にでも小便する犬」等からプロファイルが分
かり、62 歳の未亡人が特定された。
Arvind Narayanan and Vitaly Shmatikov（2008）32では、Netflix がマイニングコンテスト
で公開した 50 万件のデータが the Internet Movie Database と付き合わせることで、二人の個人
が識別できるとしている。同研究では、個人を再特定する技術として De-anonymization
algorithm が提案されている。同アルゴリズムは、スコアリング関数、マッチング判定基準、そ
してレコード選択という三つから構成されている。スコアリング関数では、攻撃者の補助情報が
どれくらい適合するかに基づいて、それぞれのレコードにスコアを割り振る。マッチング判定基
準は、相手が適合するかどうかを決めるためのスコアを設定するアルゴリズムである。レコード
選択では、必要に応じて「最良の推測」を選択する。
このように個人を厳密に特定するための技術は、一般に公開されている匿名化されたデータか
ら個人が識別される危険性があることを明らかにするために研究が行われてきており、これに基
づいて、後述する個人を特定しないための技術が発展してきた経緯がある。昨今では、SNS（Social
Network Service）
、スマートフォン（附随するカメラ）等の普及を背景として、ソーシャルメデ
ィア、位置情報、画像・映像等を活用して個人を特定する研究が進められている。以下に、この
ような研究動向についてとりまとめる。

(b) ソーシャルメディアから個人を特定する技術
Facebook や Twitter が広まり、ソーシャルメディア内の情報から個人を特定するための研究が
進んでいる。
Michael Hay et al.（2010）33や Arvind Narayanan and Vitaly Shmatikov(2009)34では、ソ
ーシャルグラフ（人間がどのように関係しているかを総合的にまとめた関係図）の構造を解析す
ることで、個人を特定できることが示されている。ソーシャルグラフの結節点となるノードやノ
ード間、あるいはその枝葉の構造を他のサービスや SNS と付き合わせることで個人を特定でき
るとされる。
（図表 II.3.2-1）

Law, Med., & Ethics 1997
32
Arvind Narayanan, Vitaly Shmatikov, Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets, IEEE
Symposium on Security and Privacy 2008
33
Michael Hay, Gerome Miklau, David Jensen, Donald F. Towsley, Chao Li, Resisting structural
re-identification in anonymized social networks, VLDB J. 19(6): 797-823 2010
34
Arvind Narayanan and Vitaly Shmatikov, De-anonymizing Social Networks, IEEE Symposium on
Security and Privacy 2009
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また、Balachander Krishnamurthy and Craig Will（2010）35のように、SNS に記述されて
いるテキスト情報を識別情報として捉え、他のサービスや SNS にあるテキスト情報と突き合わ
せることで個人を特定する研究もある。
さらに、これらの技術を併用することで、個人を特定する精度は向上する。
このような SNS から個人を特定する研究は学術的な側面から行われているものの、実際に公
開されているデータを用いて行われていることから、実装は非常に容易である。ただし、SNS か
らのデータの突き合わせは、本人の意図しない個人の特定にあたるため、プライバシー懸念の問
題があり、実ビジネスで活用することは難しいと考えられる。
図表 II.3.2-1 ソーシャルグラフを用いた個人の特定イメージ

出典：Arvind Narayanan and Vitaly Shmatikov、International Symposium on Security and
Privacy 2009 発表資料

(c) 位置情報から個人を特定する技術
スマートフォン等、GPS によって位置情報を捕捉し、これを発信できる機器が普及したことに

35

Balachander Krishnamurthy and Craig Will, On the Leakage of Personally Identifiable
Information via Online Social Network, ACM SIGCOMM Computer Communication Review Volume 40 Issue
1 2010
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より、位置情報から個人を特定できる可能性が示されている。Marco Gruteser and Dirk
Grunwald（2003）36では、個人が特定される手法として三つが示されている。一つは、限定的
な場所によるものであり、位置情報がある家の敷地内を示していれば、当該位置情報はその家の
居住者によるものと推定可能である。もう一つは観察によるものであり、ある場所を観察してい
る A さんに、B さんがその場所にいるという位置情報が提供された場合、A さんは B さんを特定
できる可能性がある。三つ目は、移動経路の捕捉であり、いくつかの地点を訪問した位置情報が
提供されれば、それらの地点を訪問した人物を知っている人であれば、個人を特定できることが
可能である。
このような位置情報からの個人の特定リスクを踏まえて、Anna Monreale et al.（2010）37の
ように、位置情報の曖昧化や k 匿名化を行うことでプライバシーを保護する研究が行われている
が、これと併行して、個人を特定する研究も進められている。Philippe Golle and Kurt Partridge
（2009）38では、曖昧化した位置情報でも自宅と職場の組合せで個人が特定されるリスクが示さ
れており、Chowdhury Sharif Hasan et al.（2009）39では、位置情報を逐次開示することよっ
て k 匿名化したデータでも個人が特定されるリスクが指摘されている。
このように位置情報に関しては、個人を特定しないことを目的として、個人を特定するための
研究が行われているのが実情であり、
その背景としては、
移動履歴等を安全に活用することで様々
な用途（広告、都市計画等）に活用できる期待がある。

(d) 画像・映像情報から個人を特定する技術
高機能カメラが携帯電話等に付属するのが当たり前になり、画像や動画を自分で生成する機会
が増えたことから、これらから個人を特定するための技術の研究も行われている。基本的には画
像や映像の特徴量を解析し、類似性を判定することで、同一と考えられる他の画像や映像あるい
はそれに付随する情報から個人を特定する仕組みとなる。個人を特定するという意味では、顔認
識が中心として研究されており、Bir Bhanu andJu Han（2010）40や Jean-Sebastien Pierrard
and Thomas Vetter（2007）41によると、捕捉相手との距離、顔と顔の空間的な距離、光の当た
り具合、肌のきめ等を組み合わせることで、顔認識の正確性を向上する取組が行われている。
また、CENTER FOR DEMOCRACY AND TECHNOLOGY の“Seeing Is ID’ing: Facial

36

Marco Gruteser and Dirk Grunwald, Anonymous Usage of Location-Based Services Through Spatial
and Temporal Cloaking, MobiSys 2003
37
Anna Monreale, Gennady Andrienko, Natalia Andrienko, Fosca Giannotti, Dino Pedreschi,
Salvatore Rinzivillo, Stefan Wrobel, Movement Data Anonymity through Generalization, Journal
of Transactions on Data Privacy, 3(2):91-121 2010
38
Philippe Golle and Kurt Partridge, On the Anonymity of Home/Work Location Pairs,Proceedings
of the 7th International Conference on Pervasive Computing, 2009
39
: Chowdhury Sharif Hasan, Sheikh Iqbal Ahamed, and Mohammad Tanviruzzaman, A Privacy
Enhancing Approach for Identity Inference Protection in Location-Based Services, COMPSAC 1IEEE
Computer Society 2009
40
Bir Bhanu and Ju Han, Human Recognition at a Distance in Video, Springer 2010
41
Jean-Sebastien Pierrard andThomas Vette, Skin Detail Analysis for Face Recognition, Computer
Vision and Pattern Recognition 2007
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Recognition & Privacy”というレポートによると、顔認識技術について、以下のような技術動向
が示されている。
 2010 年に NIST が行った調査では、
最も良いアルゴリズムで 160 万人の囚人記録から 92％
の確率で個人を認識することができる。
 GE Global Research（2010 年）によると、15～20 メートルの距離まで顔認識することが
でき、その後、25～50 メートルまでトレースすることが可能になっている。
（2010 年）
 顔認証と皮膚の分析から、心拍数、血中酸素濃度、血圧等を推測する研究が MIT で行われ
ている。
（図表 II.3.2-2）
このように画像・映像から個人を特定する技術の研究は進められ、バイオメトリクス認証の一
環としてスマートフォン等でも使われるようになってきているが、第三者がこれによって個人を
特定することはプライバシーの侵害に該当するため利用が難しい。したがって、実用という面で
はセキュリティ用途で用いる限定的な活用に留まっている。
図表 II.3.2-2 顔認識と心拍数を推測する鏡（MITの研究）

出典：MIT のホームページ

(2) 個人の特性を推定する技術の研究動向
厳密に個人を特定しないが、
その行動等から個人の特性を推定する技術の研究が進められている。
これはユーザプロファイリング（技術）と呼ばれ、土方嘉徳（2004）42によると、明示的手法（explicit
method）と暗黙的手法（implicit method）に分けることができる。前者はユーザーが明示した内
容からプロファイルを推定するものであり、アンケート調査の結果や顔の表情や見た目等の情報が
インプットとなる。後者に関しては、ユーザーの行動からプロファイルを推定するものであり、Web
の閲覧履歴、購買履歴、SNS のネットワーク構造等がインプットとなる。このようなインプットを

42

土方嘉徳, 情報推薦・情報フィルタリングのためのユーザプロファイリング技術，人工知能学会誌，
Vol.19, No.3, pp.365--372, 2004.
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統計的な手法、データマイニング等を活用して解析し、ユーザーのプロファイルを作成する。作成
したプロファイルとのマッチングを図ることで個人の特性を推定することになる。
また、ユーザプロファイリング技術には、収集したデータに基づき作成したプロファイルを固定
して活用するものと、プロファイルに基づいたレコメンデーション等を行い、その結果によってプ
ロファイルの適合性を評価し、
評価結果に基づきプロファイルを改良する学習型のものが存在する。
このようなユーザプロファイリング技術は、Web 閲覧履歴等をインプットとした研究が進められ
てきたが、昨今では SNS やスマートフォン、購買履歴等も活用されるようになっており、実サー
ビスで活用されているものも少なくない。
図表 II.3.2-3 ユーザプロファイリング技術の分類
手法

概要

インプット

明示的手法（explicit method）

ユーザーが明示した内容からプ
ロファイルを推定

• アンケート調査
• ブログ、SNSの書き込み
• 見た目

暗黙的手法（implicit method）

ユーザーの行動からプロファイ
ルを推定

•
•
•
•

Webの閲覧履歴
SNSのネットワーク構造
購買履歴
位置情報の履歴

出典：土方嘉徳（2004）等を参考に作成

3.2.3. 個人を特定するための技術の実用化事例
(1) 顔認識技術（ヒースロー空港）
英国のヒースロー空港では、不法入国の防止等を目的として 2011 年 9 月から Aurora Computer
Services の顔認識技術（Aurora Image Recognition（AIR）system）を導入している。乗客は共通
のターミナルに入る際にチケットとリンクした顔のデータが記録され、その後、飛行機に搭乗する
際に先に記録されたデータと相違がないかチェックされる。これによって乗客同士のチケット交換
等が行われていないか確認することができる。ヒースロー空港では、チケットやパスポートを効率
的にチェックするためのシステムとして Atkins Passenger Authentication Scanning System
（PASS）というスキャニングシステムが入っており、これと顔認識技術が連動している。なお、
顔認識に要する時間は平均 4.7 秒である。
なお、英国では、これとは別に顔認識技術を用いた本人認証の仕組みとして E-passport gates が
導入され、複数の空港に導入されている。
（図表 II.3.2-4）これはパスポートに記録された顔写真の
データと、カメラで捉えたデータを照合して、本人確認を行い、ターミナルへの入場を許可する自
動ゲートである。
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図表 II.3.2-4

英国で導入されているE-passport gates

出典：http://www.skyport-heathrow.co.uk/2011/10/e-gates-passed-by-a-million.html

(2) データマイニングによる攻撃（Heritage Provider Network）
米国西海岸の医療関係者の団体である Heritage Provider Network（HPN）では、匿名化した医
療データを公開し、データ解析のコンテストを実施している。同コンテストは 2011 年 4 月から 2
年間で開催されるものであり、賞金総額は 300 万ドルを超える。コンテストの参加者は、公開され
た 3 年間のデータを元に 4 年目あるいは 5 年目の患者の状態を推測するアルゴリズムを開発し、そ
の精度を競うことになる。
データを公開した場合、個人を特定するような攻撃を試みる者も必ず存在し、特定された場合、
大きな問題となるため、専門家の知見を活用して入念な匿名化を行っている。匿名化には、後述す
る PARAT（Privacy Analytics Risk Assessment Tool）を用いて、開発者である Dr. Khaled El
Emam が行っており、その過程で個人を特定する攻撃を行っている。
（図表 II.3.2-5）
攻撃の手法

図表 II.3.2-5 匿名化データへの攻撃手法
攻撃の概要

一定の知識を有する人 HPN 内に知りたいターゲットがおり、ターゲットがデータ内に泣いて
による攻撃

いるかどうかは分からないが、ターゲットについていくつかの基本情報
や診療情報を知っている人が攻撃した場合に、再特定されるリスクを評
価

投票者登録リストとの カリフォルニア州では、投票者登録リスト（生年月日と性別を含む）を
マッチング

手に入れることが可能である。これと匿名化データのマッチングを行
い、一意に特定できるデータがあるかどうかを評価

州別入院患者データベ 米国では、48 の州で入院患者データが収集され、26 の州が Agency for
ースとのマッチング

Healthcare Research and Quality を介してこのデータ（疾病名、処置、
生年月等を含む）を提供している。これと匿名化データのマッチングを
行い、一意に特定できるデータがあるかどうかを評価
出典：Khaled El Emam et al.（2012）43

43

Khaled El Emam, Luk Arbuckle, Gunes Koru, Benjamin Eze, Lisa Gaudette, Emilio, Sean Rose,
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また、HPN では、安全性を担保するため、データに攻撃する技術者としてスタンフォード大学の
Arvind Narayanan がアドバイザーリーボードメンバーとして参画し、実際に匿名化データへの攻撃
を行っている。Arvind Narayanan は、前述したように Netflix のコンテストデータから個人を特定
する研究も行っている、当該研究の第一人者である。なお、Arvind Narayanan がどのような攻撃を
行ったかは明らかになっていない。

(3) 視認効果測定サービス（日本電気（株））
日本電気（株）では、デジタルサイネージに関するソリューションの一環として視認効果測定サ
ービス「FieldAnalyst」を提供している。これはデジタルサイネージに併設したカメラの映像から
人物を抽出し、性別や年齢等の属性推定を行うとともに、この集計・分析が自動的に行えるもので
ある。これを活用することで、従来、人手に頼っていた来店客層の分析を、設置したカメラの映像
から人物を抽出して自動的に行うことができるほか、ディスプレイからの距離や滞留時間から興味
度合等、コンテンツ視認効果についても分析することが可能となる。また、分析結果を反映すると
いう面では、視聴者の属性に合わせてデジタルサイネージで表示する広告を変化させることもでき
る。加えて、属性推定は多様な人種に対応しており、海外でのサービス展開にも対応している。
（図
表 II.3.2-6）
同社によると、この技術を導入している事例に、台湾全土でピザショップを展開するナポリピザ
がある。ナポリピザは、視認効果測定サービス「FieldAnalyst」を塔載した視認効果測定付きのデ
ジタルサイネージを 3 店舗に導入し、今後は台湾全土（82 店舗）への展開も計画しているそうであ
る。
図表 II.3.2-6 視認効果測定サービスの概要

出典：日本電気（株）
「デジタルサイネージサービス」

Jeremy Howard, Jonathan Gluck, De-identification Methods for Open Health Data: The Case of the
Heritage Health Prize Claims Dataset, Journal of Medical Internet Research Vol 14, No1 2012
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3.3. 個人を特定しないための技術の研究動向及び実用化動向
3.3.1. 個人を特定しないための技術の分類
個人を特定させないようにしながらも、データを解析する技術として、これまでプライバシー保護
データマイニング（Privacy Preserving Data Mining：PPDM）の研究が進められている。一方で統
計調査のデータを安全に開示するための研究として統計的開示制御（Statistical Disclosure
Control：SDC）という研究も行われてきており、これらはパーソナル情報を保護しつつ、活用する
という面で目的を同じくするものと考えられる。
このような研究動向を概観した結果、個人を特定しないための技術は、その手法から匿名化手法、
撹乱手法、暗号化手法の三つに大別できると考えられる。各手法の概要は図表 II.3.3-1 に記すとおり
である。
また、もう一つの整理の観点として処理対象データがある。すなわち、パーソナル情報を解析する
場合、解析する入力データを処理するのか、解析結果となる出力データを処理するのか、という整理
となる。暗号化手法は入力から出力まで一貫して用いられるものであるが、匿名化手法や撹乱手法は
入力のみ、あるいは出力のみ適用される場合がある点が異なる。
手法と処理対象データからに記すように整理することができる。
図表 II.3.3-1 個人を特定しないための手法
概要

手法
匿名化手法

・あるデータに対して、情報の削除やあいまい化等の加工を行うことで、データ
を参照した人が個人を識別できない、又はセンシティブな情報が分からない状
態にする手法である。
・データベースからレコードを開示する際に、レコードに対して処理を行うこと
が多い。
・レコードを匿名化する際に用いられる指標としては、k‐匿名性、l‐多様性、t
‐近似性等がある。

撹乱手法

・あるデータに対して、ノイズ付加や属性値のシャッフル等の加工を行うことで、
データを参照した人が個人を識別できない、又はセンシティブな情報が分から
ない状態にする手法である。
・データベースからレコードを開示する際に、レコードに対して撹乱を加える手
法や、データベースからのクエリ応答に対して撹乱を加える手法等がある。
・レコードを撹乱する際に用いられる指標としては、Pk‐匿名性等があり、クエ
リ応答を撹乱する際に用いられる指標として差分プライバシー等がある。

暗号化手法

・あるデータに対して、暗号化処理を施して、データを参照した人がデータベー
スの中身を見られない状態のまま、計算結果のみを得る手法である。
・複数のパーティーに分散している情報を他パーティーに秘匿したまま処理する
手法や、準同型暗号を利用して暗号化したデータベース上で計算する手法等が
ある。
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図表 II.3.3-2 個人を特定しないための技術の分類

入力データ（データベース開示） 出力データ（クエリ応答）に対
に対するプライバシー保護
するプライバシー保護
匿名化手法 ・単純匿名化
（識別情報の削除 など）
・統合匿名化
（k‐匿名化、l‐多様化 など）
撹乱手法

・クエリ推論制御
（クエリ監査、
クエリ応答のあいまい化、
撹乱による差分プライバシー
の実現 など）

・ランダム化

暗号化手法 ・SMCによるプライバシー保護
・準同型暗号によるプライバシー保護

3.3.2. 個人を特定しないための技術の研究動向と実用化動向
(1) 匿名化手法
(a) 研究動向
匿名化手法については、Latanya Sweeney（2002）44が k－匿名性という指標を提案したこと
から研究が盛んになっている。各論文では、個人が特定されない、又はプライバシーが侵害され
ないとされる指標や匿名化の手法が提示されているが、別の論文によって、それでは不十分であ
ること（プライバシー侵害の可能性があること）が示され、さらに新たな指標や匿名化手法が記
す、ということが繰り返されている。代表的な評価指標としては、k-匿名性、l-多様性、t-近似性、
m-invariance があり、それぞれに関する論文の概要を以下に記す。
 k-匿名性：Latanya Sweeney（2002）は、個人に関するレコードを開示する際に、個人の
識別が可能となるような準識別情報の組合せについて、該当するレコードが少なくとも k
個存在する状態を k-匿名と定義し、個人識別リスクに対して安全であるという概念（k-匿
名性）を提示した。
 l-多様性：Ashwin Machanavajjhala et al.（2007）45では、準識別情報の組合せが同じであ
るレコードが k 個あったとしても、それら k 個のレコードで共通的にセンシティブな属性
値を持っていれば、センシティブな属性情報が漏えいするとして、センシティブ情報につい

44

Latanya Sweeney, k-anonymity: a model for protecting privacy, International Journal on
Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems, 10 (5), pp. 557-570, 2002
45
Ashwin Machanavajjhala, Johannes Gehrke, Daniel Kifer, Muthuramakrishnan
Venkitasubramaniam , l-Diversity: Privacy Beyond k-Anonymity, ACM Transactions on Knowledge
Discovery from Data(TKDD), 2007
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ては l 個の多様性を持つことで属性推定リスクを回避できるという概念（l-多様性）を提示
した。
 t-近似性：Ninghui Li et al.（2007）

46では、k-匿名性及び

l-多様性を満たしていたとして

も、全レコードにおける属性情報の分布と、同じ準識別情報を持つグループ中におけるセン
シティブ属性情報の分布が乖離している場合、
センシティブ属性を推定されるリスクがある
として、両分布の近似性が閾値 t よりも小さい時に、属性推定リスクを回避できるという概
念（t-近似性）を提示した。
 m-invariance：Xiaokui Xiao and Yufei Tao（2007）47では、逐次的にデータテーブルを匿
名化して公開する場合に、それぞれの公開タイミングでは k-匿名性及び l-多様性を満たし
ていたとしても、突き合わせによってセンシティブ情報が推定されるリスクについて述べ、
準識別情報の組合せが同じレコードが m 個以上あり、全てのレコードで違うセンシティブ
データを持つことにより、属性推定リスクを回避できるという概念（m-invariance）を提
示した。
また、近年も匿名化手法については様々な研究が行われており、傾向として、新指標を提起す
るものと実データへの適用を検討するものに整理することができる。
新指標の提起するものは、データの偏在や攻撃者の背景知識等による攻撃を想定し、安全性に
関するより強固な指標を提示しており、以下の二つが挙げられる。
 Jiexing Li et al.（2008）48では、k-匿名性や l-多様性を満たしていたとしても、センシティ
ブ属性の値が狭い区間（例えば、9999 ～10002 等）に含まれる場合、 属性値の推定が可
能であるとして、センシティブ情報は互いに離れた値であるべきという概念（（ε, m）
-anonymity）を提示した。
 Tiancheng Li et al.（2009）49では、k-匿名性や l-多様性を満たしていたとしても、攻撃者
が「センシティブ情報の分布」、「攻撃対象の負相関（A さんは癌でない等）」、「攻撃対
象以外の正相関（B さんは風邪である等）」等の背景知識を持っている場合に、属性値の推
定が可能であるとして、
このような攻撃を防ぐために(B,t)-Privacy という概念を提示した。
実データ適用では、逐次追加・更新されるデータや多次元データ等の実データに近いデータに
匿名化手法を適用する以下のような研究がある。

46

Ninghui Li, Tiancheng Li, Suresh Venkatasubramanian, t-closeness: Privacy beyond
k-anonymity and l-diversity, ICDE 2007, pp.106-115, 2007
47
Xiaokui Xiao and Yufei Tao, m-invariance: towards privacy preserving re-publication of
dynamic datasets. SIGMOD2007, pp.689-700, 2007.
48
Jiexing Li. Yufei Tao. Xiaokui Xiao Preservation of proximity privacy in publishing numerical
sensitive data. In Proceedings of the ACM Conference on Management of Data (SIGMOD). 437–486.
2008
49
Tiancheng Li. Ninghui Li. Jian Zhang Modeling and Integrating Background Knowledge in Data
Anonymization, IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 2009 (ICDE 09), pp. 6-17,
2009.
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 高橋翼他（2011）50では、移動軌跡データを活用することを想定し、移動軌跡をリアルタイ
ム か つ 連 続 的 に 匿 名 化 す る 手 法 と し て CMOA (Continuous Moving Objects
Anonymization)を提示した。
 冨山克裕他（2011）51では、複数のストリームデバイスから入力される移動軌跡ストリーム
について、リアルタイムに k-匿名化を行う手法を提示した。
 Qian Wang et al.（2011）52では、NP 困難である k-匿名化処理に対し、分割統治法という
手法を用いて、多次元データを情報損失が少ない形で 1 次元データにマッピングすること
で高い性能を発揮する k-匿名化アルゴリズムを提示した。

(b) 実用化動向
匿名化手法の実用化に向けた動向について図表 II.3.3-3 に記す。匿名化手法が実装されて実際
に活用されている事例としては、カナダの Privacy Analytics Risk Assessment Tool（PARAT）
が挙げられ、既に複数の組織において利用実績がある。この他、μ-ARGUS はオランダ統計局等
で活用されている。
事例

図表 II.3.3-3 匿名化手法の実用化動向
開発者、国、開発年

実用化状況

PARAT（Privacy Analytics

Privacy Analytics 社、カナ

Risk Assessment Tool）

ダ、2009 年

個人情報匿名化基盤

経済産業省、日本、2009 年

・複数社にて商用利用を検討中

CAT（Cornell

コーネル大学、米国、2009

・不明

Anonymization Toolkit）

年

UAT（UTD Anonymization

テキサス大学ダラス校、米

ToolBox）

国、不明

μ-ARGUS

オランダ統計局、オランダ、 ・EU 諸国における政府統計を中心
2008 年

・カナダ、米国等において複数の組
織が利用

・不明

に利用

Cornell Anonymization Toolkit（CAT）
、UTD Anonymization ToolBox（UAT）のようなオー
プンソースソフトウェアも存在するが、実際に商用利用している事例は見られない。また、経済
産業省の主導で開発された個人情報匿名化基盤 もオープンソースソフトウェアであり、複数社が
商用利用を検討している段階にある。なお、PARAT については、実用化事例として詳細を後述
する。

50

高橋翼 宮川伸也 伊東直子（NEC）.移動軌跡ストリームに対するリアルタイム k 匿名化手法の提案,
DEIM Forum 2011, 2011
51
冨山克裕, 川島英之, 北川博之（筑波大学）, 移動軌跡ストリームに対する連続的 k-匿名化技法, 情
報処理学会 第 73 回全国大会, 2011
52
Qian Wang, Cong Xu and Min Sun, Multi-dimensional K-anonymity based on Mapping for Protecting
Privacy, journal of software, vol.6, no.10, October 2011
101

(2) 撹乱手法
(a) 研究動向
プライバシーを保護するために、攪乱手法を用いる主要な研究は、ランダム化（データテーブ
ルを撹乱し、再構築法を用いて有益な統計量を抽出しようとするもの）やクエリ推論制御（クエ
リの応答に対し、有益性を損なわない程度に撹乱を加えるもの）等がある。これらについて代表
的な論文を以下に整理する。
 Peter Kooiman et al.（1997）53では、開示するデータテーブル内の個票について、マルコ
フ推移行列に基づいて属性値をシャッフルすることで属性値の推定を防ぐ PRAM という手
法を提示している。この研究自体はデータを撹乱する手法を示したものであるが、本研究を
発端として、PRAM が施されたデータに対して EM アルゴリズム54を適用することで統計
解析を行おうとする研究が盛んになった。
 Rakesh Agrawal and Ramakrishnan Srikant（2000）55では、開示するデータテーブルに
対し、一様分布やガウス分布を用いて加法的な撹乱を加える手法を提示している。データを
利用する者は、
ベイズ推定を用いて撹乱の影響を取り除きながら元データの分布推定を行う
ことで、元データを参照することなく決定木学習を実現することができるとしている。
 Nabil R. Adam and John C. Wortmann（1989）56では、問い合わせに対するデータベース
の応答から情報が漏えいすることを防ぐ様々な手法について解説したものである。
大きく分
類して、
「クエリ自体を制限する手法」、
「もともとのデータベースに撹乱を加える手法」、
「クエリの応答に対して撹乱を加える手法」について記載されている。
 Cynthia Dwork（2006）57では、データベースに対するクエリの応答からプライバシーが
開示されるリスクについて、「応答が、似ている別の DB からの応答と区別できなければ
安全である」とする差分プライバシーという指標を提案した。さらに、差分プライバシーを
満たす手法として、
クエリに対する回答にラプラス分布に基づく撹乱を加える方法を提示し
た。
また、ランダム化については、これまで安全性に関する指標が存在していなかったことが研究
や実用化を妨げる一つの要因となっていたため、近年、ランダム化における安全性の指標を提示
する研究が行われている。一方、クエリ推論制御については、差分プライバシーを満たすように
攪乱を加える手法の研究が行われている。
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Peter Kooiman, Leon Willenborg, Jose Gouweleeuw, PRAM: A method for disclosure limitation
of microdata, Technical Report, Statistics Netherlands,. 1997.
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与えられたデータの中に隠されているパラメータを、最尤法を用いて推定する方法
55
Rakesh Agrawal and Ramakrishnan Srikant, Privacy-preserving data mining, ACM SIGMOD Record,
Vol. 29, No. 2, pp. 439–450, 2000
56
Nabil R. Adam and John C. Wortmann, Security-control methods for statistical databases: a
comparative study. ACM Computing Surveys,21(4):515–556, 1989.
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Cynthia Dwork, Differential Privacy, 33rd International Colloquium Automata, Languages and
Programming (ICALP 2006) Proceedings Part II, pp.1-12, 2006.
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 五十嵐大他（2009）58では、安全性についての明確な指標がなかったランダム化に対して
k-匿名性の概念を導入し、 k-匿名性と同等のプライバシーを維持しながら、再構築計算を
行うことができる Pk-匿名性という概念を提示した。
 五十嵐大（2010）59では、ランダム化に対して l-多様性の概念を導入し、 l-多様性と同等の
プライバシーを維持しながら、再構築計算を行うことができる Pl-多様性という概念を提示
した。
 Moritz Hardt and Kunal Talwar（2010）60では、位置情報のデータベースに対して差分プ
ライバシーを適用し、どのような撹乱を加えるべきかを検討している。
 Andrew McGregoret al.（2010）61では、二つのパーティーからのクエリに対して差分プラ
イバシーの適用を試みている。

(b) 実用化動向
撹乱手法の実用化に向けた動向について図表 II.3.3-4 に記す。
クエリ推論制御として撹乱手法を実装して実際に活用されている事例として、米国の The
Shared Health Research Information Network（SHRINE）が挙げられる。また、我が国でも
NTT においても医療情報を対象とした実用的な実験評価が行われている。
なお、SHRINE については実用化事例として詳細を後述する。

事例

図表 II.3.3-4 撹乱手法の実用化動向
開発者、国、開発年

SHRINE（The Shared Health

Harvard Medical

Research Information

School、米国、2011 年

実用化状況

・実証的な導入

Network）
撹乱手法を用いたプライバシー

NTT、日本、2012 年

・実データでの有効性を確認

保護医療情報分析の実験評価

(3) 暗号化手法
(a) 研究動向
暗号化手法については、従来、通信内容を秘匿することを目的として研究されてきた技術であ
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五十嵐大, 千田浩司, 高橋克巳, “k-匿名性の確率的指標への拡張とその適用例”, コンピュータ
セキュリティシンポジウム 2009, pp. 763-768, 2009
59
五十嵐大, 千田浩司, 高橋克巳, “Pl-多様性：属性推定に対する再構築法のプライバシーの定量化”,
コンピュータセキュリティシンポジウム 2010 (CSS2010),pp. 813-818, 2010.
60
Moritz Hardt and Kunal Talwar, On the Geometry of Differential Privacy, in STOC, Association
for Computing Machinery, Inc., June 2010
61
Andrew McGregor, Ilya Mironov, Toniann Pitassi, Omer Reingold, Kunal Talwar, Salil Vadhan,
The Limits of Two-Party Differential Privacy, in 51st Annual IEEE Symposium on Foundations of
Computer Science, October 2010
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り、これを個人情報やプライバシーの保護に適用を試みる形で研究が進められている。
暗号化手法を用いたプライバシー保護については、暗号を用いて複数のコンピュータにおいて
データをやり取りし、計算を行う Multi-Party computation（MPC）と、暗号化したデータを計
算した結果を復号化して活用する準同型暗号に大きく分けることがでる。
以下に、その代表的な論文を整理する。
 Andrew C. Yao（1982）62では、秘匿回路計算を利用して、二つのパーティー間でお互いに
保有する情報を公開しあうことなく、また第三者を介することもなく、演算結果のみを得る
ことができる手法を提示した。
 Oded Goldreich et al.（1987）63では、秘密分散法を利用して、複数（3 つ以上も可能）の
パーティーが保有する情報を公開しあうことなく、また第三者を介することもなく、演算結
果のみ得ることができる手法を提示した。
 Ronald Cramer et al.（2000）64では、準同型性を持つ暗号を利用して、複数のパーティー
が保有する情報を公開しあうことなく、また第三者を介することもなく、演算結果のみ得る
ことができる手法を提示した。
 Yehuda Lindell and Benny Pinkas（2000）65では、二つのパーティーが保有する情報につ
いて、お互いの情報を秘匿したまま決定木学習を行うことができる手法を提示した。
 Ronald L. Rivest et al.（1978）66では、乗法準同型性を満たす暗号方式として、RSA 暗号
を提案されている。なお、本暗号は、必ずしもプライバシー保護を前提としたものではない
ことに留意が必要である。
 Taher Elgamal（1985）67では、乗法準同型性を満たす暗号方式として、ElGamal 暗号を
提案されている。なお、本暗号についても、必ずしもプライバシー保護を前提としたもので
はないことに留意が必要である。
 Pascal Paillier（1999）68では、加法準同型性を満たす暗号方式として、Paillier 暗号が提
案されている。なお、本暗号についても、必ずしもプライバシー保護を前提としたものでは
ないことに留意が必要である。
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and Public-Key Cryptosystems, Communications of the ACM 21,2 , 120—126, 1978
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Taher Elgamal, A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms,
IEEE Trans. on Information Theory, Vol.IT-31, No.4, pp.469–472, 1985.
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 Ronald Cramer and Victor Shoup（1998）69では、加法準同型性を満たす暗号方式として、
拡張 ElGamal 暗号が提案されている。なお、本暗号についても、必ずしもプライバシー保
護を前提としたものではないことに留意が必要である。
また、近年では、Craig Gentry（2009）70によって完全準同型性を持つ（加法準同型性と情報
準同型性の両方の性質を満たす）暗号が提示されたことを発端とし、計算処理を効率化する研究
や、安全性を確認するために攻撃を行う研究が行われている。また、MPC については、実用化
に向けて、ネックとなっている計算処理の効率化に取り組む研究や、実データへの適用を試みる
研究が行われている。
以下に、近年の論文の概要を記す。
 Craig Gentry（2009）では、完全準同型暗号が提案されている。
 Marten van Dijk, Craig Gentry, Shai Halevi, Vinod Vaikuntanathan（2009）71では、
Gentry が提案した暗号方式をベースに、計算効率を上げる方策について検討し、提案して
いる。
 Damien Stehle and Ron Steinfeld（2010）72では、Gentry が提唱した完全準同型暗号より
もより高速な完全準同型暗号が提案されている。
 Peter Bogetoft et al.（2009）73では、MPC を分散オークションに適用し、評価が行われた。
これは、
各入札者における入札金額等の情報をお互いに秘匿したまま落札者を決定するもの
であり、1000 名規模の入札者がいたにも関わらず、実用的な時間で処理が終了したことを
報告している。
 五十嵐大（2011）74では、MPC の効率化を行い、その性能について評価している。

(b) 実用化動向
暗号化手法の実用化に向けた動向についてに記す。
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実用化に向けて準同型暗号を用いた検索技術を実装した例として、組織を跨がった化合物デー
タベースの分析に用いた（独）産業技術総合研究所の例が挙げられる。それ以外に MIT が柔軟
性と効率性のある準同型暗号のソフトウェアとして CryptDB をリリースしている。
なお、
（独）産業技術総合研究所の化合物データベースは実用化事例として後述する。

事例

図表 II.3.3-5 暗号化手法の実用化動向
開発者、国、開発年

秘密計算による化合物デー

（独）産業技術総合研究所、日

タベースの検索技術

本、2011 年

CryptDB

MIT、米国、2011 年

実用化状況

・実用化に向けた検討中
・一般的な演算処理の数十パーセ
ント増しで処理

プライバシーを保護した動

NTT、日本、2012 年

・実データによる試行

線分析

3.3.3. 個人を特定しないための技術の実用化事例
(1) Privacy Analytics Risk Assessment Tool（PARAT）
(a) 概要
PARAT は、カナダの Privacy Analytics 社が開発、提供している匿名化ツールであり、
Children’s Hospital of Eastern Ontario（CHEO）等、カナダや米国等を中心に利用されている。
PARAT を使うことで、利用者は異なる攻撃のシナリオにおける個人の特定リスクを正確に計測
することができる。また、ピアレビュー機能や匿名化アルゴリズムを用いることで、データの損
失と再特定のリスクを評価しつつ、匿名化データの生成を図ることが可能である。リスク査定に
は、実運用を考慮して、ISO27002 に準ずる項目や k-匿名性の指標と連動させるために経験則を
組み込んでいる。

(b) 機能
PARAT を用いると、利用者は異なる攻撃シナリオにおける個人の特定リスクを正確に計測す
ることができ、データの損失と再特定のリスクを評価しながら、匿名化データの生成を図ること
ができる。
具体的には、PARAT は以下の機能から構成されている。

① リスク査定機能
匿名化して開示したい医療データに対し、特定の攻撃者を想定して匿名化データから個人が
再特定されるリスクを査定する機能である。

② 匿名化処理の抽出機能
匿名化したいデータについて、再特定リスクを踏まえたうえで施すべき匿名化処理を抽出す
る機能である。

③ 匿名化機能
上記②の機能で抽出した結果に基づいて、実際に医療データを匿名化する機能である。

④ レポート出力機能
匿名化データについて、どのような匿名化処理がなされたのか、どのくらいのデータの損失
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があったのかをレポートして出力する機能である。
なお、PARAT は継続的に機能をアップデートしており、最近では以下の機能等が追加された。
 経時的なデータの匿名化機能：経時的なデータを扱う際、来院回数が多い患者（重篤患者等）
は、人数が少ないので特定されるリスクが高まる。このようなデータに対し、二段階の匿名
化処理を行う。一段階目では特定性の高いデータを削除する。二段階目では、患者に関する
情報（来院回数や通院時期等）を持っている攻撃者を想定し、攻撃にも耐えられるよう粒度
を加工する。
 入出力機能：Microsoft SQL server や Oracle server databases に対して、データをインポ
ート又はエクスポートできる。

(c) 利用イメージ
PARAT では、次の手順により、データを匿名化する。PARAT では GUI が提供されており、
各段階の設定や結果の確認は GUI を通して行える。
STEP1：パラメータ（準識別子、再特定リスクの閾値、サンプリング率）を設定する
準識別子は、間接的に個人を識別し得る属性データであり、手動で設定するか、若しくは自
動判別機能を用いて設定する。再特定リスクは、他者に匿名化データを開示した際に、そこか
ら個人が再特定されてしまうリスクであり、再特定リスクの閾値は、匿名化データの開示先の
プロフィールによって設定する。サンプリング率は、母集団のデータのうち、どれくらいの割
合のデータを匿名化データに含めるかを指定するものであり、例えば全数データを開示する場
合は 1 を指定する。
図表 II.3.3-6 パラメータの設定画面

出典：PARAT Walkthrough Version.3
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STEP2：リスクを査定する
STEP1 でパラメータを入力すると、再特定リスク査定結果が表示される。なお、攻撃者とし
ては Prosecutor（検察者：匿名化データの中に特定の人物がいることを知っている）
、Journalist
（ジャーナリスト：匿名化データの中に特定の人物がいるかもしれないことを知っている）
、
Marketer（マーケター：匿名化データの中にある集団がいるかもしれないことを知っている）
が想定されており、それぞれに開示する場合のリスクを表示する。
図表 II.3.3-7 リスク査定結果の表示画面

出典：PARAT Walkthrough Version.3
STEP3：データを匿名化する
ここでは、自動的に再特定リスクの閾値を下回る最適な匿名化ソリューションを見つけてく
れる。匿名化にあたっては、あいまい化と秘匿化の組合せが用いられる。PARAT では、匿名
化の際に重み付けする機能もあり、準識別子毎にどこまで秘匿化を許すか、といったことが指
定できる。また、あいまい化の際の階層情報を手動で設定すること等もできる。
しかし、自動で抽出された最適なソリューションであっても、再特定リスクの閾値を満たさ
ないことは頻繁にあり、その場合には再特定リスクが高止まりする原因となっている準識別子
について、どのような処理を行えばどれくらい再特定リスクが低くなるのかを表示してくれる。
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その他にも、データの匿名化にあたっては、どの準識別子をどのように加工するか手動で指
定する機能や、前述のように経時的データを加工する機能、郵便番号コードを集約する機能等
が利用できる。
STEP4：レポートを出力する
データを匿名化した際に、どれくらいの情報損失があったか、またどのような匿名化処理を
行ったか、レポートとして出力することができる。特に前者は、データの開示先において、匿
名化データの品質を評価するための指標となる。
図表 II.3.3-8 出力レポートの例

出典：PARAT Walkthrough Version.3

(d) 実用化状況
PARAT は、
複数の研究者やベンチマーケティングで実際に活用されており、カナダでは CHEO
をはじめ 12 団体、米国では The Centers for Medicare & Medicaid Services をはじめ 6、7 団体
のユーザーがいる。PARAT を使う目的として、匿名化したデータを外部に提供するために利用
するユーザーが多いが、中には匿名化したデータを内部で二次利用するために利用しているユー
ザーもいる。
各ユーザーにおける活用状況としては、例えば CHEO では、生誕に関する情報のデータベー
スである Better Outcomes Registry & Network（BORN）について、PARAT で匿名化したデー
タを提供しており、こちらは年間 15 件ほどのデータ提供実績がある。CHEO からの匿名化デー
タ提供は、研究用途であれば基本的に無料であり、製薬会社、保険会社が取得することが多く、
それぞれ創薬、保険商品の開発、販売に活用している。また、IT 企業もデータを取得して、ソフ
109

トの開発等に活用する場合がある。その他、米国の Open Data Initiative にもデータを提供して
いる。
また、現時点ではサービス休止中であるが、過去には、Brogan 社（2010 年に IMS Health
Canada 社と合併し、現在は IMS Brogan という IMS 社の 1 ユニット）が、CHEO を含む複数
の医療機関から匿名化データを集約、統合し、ベンチマーク調査を行った結果を各医療機関に販
売しており、同社は販売ロイヤリティをデータ提供元の医療機関へ支払うビジネスモデルを展開
していた。
2012 年 3 月時点で、実際に商用化されて活用が進んでいる高度な匿名化技術は PARAT 以外に
見つかっていない。PARAT 自体も、現状の機能に留まらず l 多様性や t 近似性といった指標の実
装等、アップデートを予定しており、今後も活用が進むと考えられる。

(2) 秘密計算による化合物データベースの検索技術
(a) 概要
（独）産業技術研究所では、 筑波大学、東京大学と共同で、準同型暗号を用いた秘密計算によ
る化合物データベースの検索技術を開発した。化合物データベースは、検索対象のデータベース
を加法準同型暗号によって暗号化し、加算処理のみでサンプルとの類似度を検索できるアルゴリ
ズムを用いることによって検索処理を行うものである。これにより、ユーザー側はサンプルの情
報を、サーバ側はデータベースの情報をお互いに開示することなく、サンプルと類似した化合物
がデータベースにあるかどうか検索した結果だけを得ることができる。

(b) 機能
本技術では、固定長のビットベクトルの類似性を暗号化したまま判別することができる。化合
物については、その特徴を固定長のビットベクトル（フィンガープリントと呼ばれる）で表す方
式があり、これらの類似性を Tversky 係数で計算する。なお、本来の Tversky 係数には除算等が
含まれるが、これを加算のみで処理するよう判別式を変形している。
また、安全性を考慮し、複数のクエリからデータベース側のフィンガープリントのデータが推
測されることを防ぐため、クエリ応答に関して乱数によるノイズを付加する機能も設けている。
判別には、加法準同型暗号を用いている。なお、加法準同型性を満たしていれば、Paillier 暗
号や変形 ElGamal 暗号といった暗号の種類は問わないようである。
基本的にはこの手法を用いる限り、1 クエリ（1 つ目のフィンガープリントはサンプルと類似
しているか）に対してデータベース側から返すことができるのは 1 応答（類似している／類似し
ていない）のみであるため、データベース内にサンプルに類似したフィンガープリントがいくつ
あるのかといったことを調べるためには、ユーザー側で集計する必要がある。
処理時間については、データベースが 1000 レコード、フィンガープリントが 1000 ビット以下
程度であれば、通常の PC（CPU は Corei7）を用いたとしても数十秒程度で終了するため、許容
可能な時間内であるといえる。また、なお、本技術では、1 クエリに対して 1 通信で終了するた
め、ユーザーとデータベース間の通信回数が少なく抑えられることも安全性の観点から重要であ
ると考えられる。
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(c) 利用イメージ
化合物データベースの利用イメージとしては以下のようになる。

①
②
③
④
⑤
⑥

ユーザー側が公開鍵を発行し、データベース側に送付する
データベース側では、受け取った公開鍵を用いてデータベースを暗号化する
ユーザー側は、公開鍵でサンプルを暗号化したものをデータベース側に送付する
データベース側では、暗号化データを受け取り、暗号化されたまま検索を行う
データベース側は、暗号化されたままの検索結果をユーザー側に送付する
ユーザー側で、暗号化されたままの検索結果を復号鍵を用いて復号し、検索結果を得る
図表 II.3.3-9 利用イメージ

出典：http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2011/pr20111101/pr20111101.html

(d) 実用化状況
現状としては、本技術について製薬会社等と意見交換しながら実用化を検討している段階にあ
る。
今後、実用化するにあたっては、利用する企業の利便性を考慮すると、データベースの暗号化
と通信がセットになった形態が想定される。これによって利用者がインストールすればすぐに使
えるようになり、ベンチャー企業の中には、このようなソフトウェアへのニーズも見られる。
また、実際の普及にあたっては、安全性を担保するような後押しも必要であり、中央省庁等に
よる活用等も期待される。しなしながら、準同型暗号を用いている以上、CRYPTREC の電子政
府推奨暗号の基準を満たすことはできないため、現時点では難しいと考えられる。この点につい
ては、暗号技術自体は電子政府推奨暗号の基準は満たしていなくても、運用面で厳格な運用を付
加する等によって政府での利用も可能にする等、より柔軟な検討も望まれる。
また、準同型暗号の安全性を評価する意味で、実際に第三者から攻撃してもらうコンテストを
開催する等の普及啓発活動も有効と考えられる。
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(3) The Shared Health Research Information Network（SHRINE）
(a) 概要
医療機関が保有する診療等のデータは、個人情報に該当するため、組織を跨がって共有するこ
とが難しい。しかし一方で、医学的な知見を抽出するためには、医療機関を跨がってより大きな
データを解析できることが望ましい。そこで、このような課題に対応するため、Havard Medical
School では、SHRINE（The Shared Health Research Information Network）という分散した
データベースから解析結果のみを抽出する技術の実装を進めている。
SHRINE は、各データベースに専用のアダプターを追加してもらい、センターから投げたクエ
リの結果を各データベースからアダプターを通じて集約し、表示することができる。この機能に
は Informatics for Integrating Biology and the Bedside（i2b2）というオープンソースの技術が
活用されており、各医療機関のデータベースに i2b2 が実装されている。
図表 II.3.3-10 SHRINEの概要

出典：Query Healthi2b2 / SHRINE Presentation

(b) 機能
SHRINE では、クエリの結果に対して小さなランダムノイズを加える機能を設けている。これ
は異なるクエリの組合せによって個人を特定するような攻撃を回避するためである。
また、クエリを監査する機能もついており、同一の利用者から似たクエリが同一日に何度も投
げられた場合、アクセスがロックされるようになっている。さらに、利用者からのクエリに対す
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る応答（例えば、ある地域で特定の期間に特定の疾病に罹った患者数等）が 10 未満になる場合
は、
「10 未満」という結果のみで、具体的な数値を返さないようにしている。なお、SHRINE の
プロトタイプでは、単純なクエリであれば 5 秒程度で結果が表示されるが、複雑で対象数が多い
ような解析を行う場合は、10 秒から最長で 2 分程度の時間を要するようである。

(c) 利用イメージ
利用者が SHRINE を利用する場合、Web ベースのインターフェースからクエリを指定する。
SHRINE はクエリを受け取ると、各医療機関のアダプターに必要なクエリを投げる。SHRINE
は、各医療機関からの応答を集約し、結果を利用者のインターフェースに表示する。
図表 II.3.3-11 SHRINEのインターフェース

出典：Query Healthi2b2 / SHRINE Presentation

(d) 実用化状況
現時点において、本技術はまだプロトタイプの段階にあるが、今後、実用化、普及に向けた取
組が加速すると予想される。
このような技術への関心は高く、
2011 年 6 月に開催された SHRINE に関する会議"Guiding the
Emergence of Bottom-up EHR-Driven National Research Networks."では、米国の 20 州の 50
以上の研究機関に加え欧州 5 カ国から 100 人近くの参加者が集まっている。
実際、SHRINE を構成するオープンソースである i2b2 は、Havard Medical School だけでな
く、米国の西海岸や欧州の医療機関でも使われ始めているようである。
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3.4. 個人を特定するため、特定しないため技術が法制度に与える影響
3.4.1. 個人を特定するための技術が法制度に与える影響
個人を識別するための技術の研究は着実に進んでおり、その背景には生活における IT の浸透と、
それによって形成される膨大なパーソナル情報、そしてマイニング技術の発展がある。SNS の情報、
携帯電話の位置情報、あるいは画像や映像等の情報から個人を識別することは難しくなくなってきて
いる。これらの技術により、これまで個人情報と考えられていなかった多くの情報が、個人情報保護
法における個人情報の定義である“照合によって個人が識別できる情報”に該当する可能性が出てく
る。これらの技術は、犯罪者の検知のような治安維持等への活用は社会的に受容される可能性がある
ものの、本人がうかがい知らない環境において個人の識別が行われる場合、プライバシー侵害につな
がる可能性が高い。したがって、このような個人を識別する行為については何らかの規制を設けるこ
とも考慮すべきと言える。例えば、匿名の状態で流通している情報について、本人が認識（意図）し
ていない状況下において、第三者が個人を識別するような行為（他の情報との突き合わせ、マイニン
グ等）を禁止する等の対応が想定される。
ただし、個人が特定されないことを検証するために、個人を識別するための技術を活用することは
有効であり、このような用途での活用や研究自体は規制の対象から外すことも必要である。実際、
Heritage Provider Network では、専門家が個人を特定する攻撃を行った上で、安全な匿名化データ
を公開している。
個人の特性を推定する技術については、集積したパーソナル情報を活用し、より個人に適したサー
ビスの提供を実現する上で不可欠な技術であり、パーソナル情報市場の発展に非常に重要な役割を果
たすものである。したがって、より一層の発展が期待されるものの、行き過ぎた特性の推定はプライ
バシー侵害の危険性があるため、十分な配慮が必要と考えられる。例えば、家族構成や健康状態等、
センシティブな情報について特性推定が行われ、それに基づいた情報提供が行われた場合、本人が不
快に感じる可能性が高い。したがって、このようなプライバシーに配慮して個人の特性を推定する技
術が運用されるような環境の整備が期待される。
すなわち、
法制度による規制を設けることに加えて、
企業個々、あるいは業界としてプライバシーに配慮していく社会的風土を作っていくことが求められ
る。

3.4.2. 個人を特定しないための技術が法制度に与える影響
個人を特定しないための技術については、研究の多様化、精緻化が進んできているものの、実用化
は必ずしも十分とは言えず、制度面での後押しが必要と考えられる。
匿名化手法については、k-匿名性、l-多様性等、様々な指標によって識別リスクを評価できる技術
開発が進んでおり、実サービスに適用できる水準になりつつあると考えられるが、これらの技術を運
用するための制度環境が整っていない。すなわち、技術をどのように活用することが適切であるか、
あるいはどのような仕組みで匿名性を担保するか等が不明確であり、匿名化データを生成、流通が安
心して行える制度面での整備が求められる。米国やカナダでは、HIPAA 等の法律あるいはガイドラ
インにおいて、上記のような内容が示されており、匿名化データの活用が進んでいる。
暗号化手法については、前述したように、パーソナル情報を秘匿しつつデータの解析を実現する準
同型暗号において、CRYPTREC の電子政府推奨暗号の基準を満たすことはできないという問題があ
る。この部分は技術的に解決することが非常に困難である。そのため、運用面において補完すること
が有効であると考えられ、技術と運用による安全性担保のスキームの検討等が政策的な取組みが期待
される。また、現時点において、個人情報保護法上、暗号化を施した個人情報も個人情報という取扱
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いになっており、これでは暗号化手法を有効に用いて、パーソナル情報の活用を推進することは難し
い。したがって、暗号化した情報の個人識別性や容易照合性を再評価し、適切な暗号化手法を施した
パーソナル情報について柔軟な活用が行えるよう、制度面の見直しが期待される。
さらに、前述したように、匿名化、撹乱あるいは暗号化によって識別性を排除したパーソナル情報
を解析（復号）し、識別する行為自体を規制することで、このような技術の安全性を担保することも
非常に重要と考えられる。
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4. 自己の情報の流通をコントロールするための IT 実装の調査
4.1. 自己情報コントロール調査の実施方法
個人のプライバシー懸念を和らげる手段として、自己情報コントロール機能が有効であるといわれ
るが、
”自己情報コントロール“が何を指すのかは明らかになっていない状況である。ここでは、自己
の情報の流通をコントロール（以降、
「自己情報コントロール」と呼ぶ）するために法制度等で示され
ている内容と、自己情報コントロール機能の両面について現状を調査し、その上で両者のギャップを
比較して自己情報コントロールに関する現状を明らかにする。
本調査では初めに、国内における、いわゆる「自己情報コントロール権」についての専門家等の見
解や判例、個人情報保護法等で示される自己情報コントロールの内容について文献、有識者へのイン
タビューにより調査する。併せて、海外の法制度等の中で、自己情報コントロールに関する権利がど
の程度示されているのか整理する。
次に、
国内外でどのような自己情報コントロール機能が実装されているのか文献等により調査する。
海外では「Personal Data Service」
（脚注 10 参照）と呼ばれる自己情報をコントロールするためのサ
ービスが出現し始めているが、これらに備えられている自己情報コントロール機能を明らかにすると
ともに、SNS やその他 Web サービス等に実装されている自己情報コントロール機能について整理す
る。また、これらの自己情報コントロール機能の効果についても、既存の調査資料、有識者へのイン
タビュー等の内容を踏まえて考察する。
最後に、自己情報コントロールの構成要素と現状で実現している自己情報コントロール機能のギャ
ップを比較することで、自己情報コントロールに関する現状を明らかにし、今後に向けて取り組むべ
き方向性を記す。
なお、図表 II.4.1-1 に、本調査で参照した主な文献を記す。
図表 II.4.1-1 主な調査対象文献
文献名

調査項目

自己情報コン 佐藤幸治「現代国家と人権」
トロールに関 衆議院憲法調査会「知る権利・アクセス権とプライバシー権に関する基礎的資料」
する法制度等 青柳武彦「｢プライバシー＝自己情報コントロール権｣ 説の批判的一考察」
の動向

消費者庁「諸外国等における個人情報保護制度の運用実態に関する検討委員会・
報告書」
Ctrl-shift（英国のコンサルティング会社）
「The new personal data landscape」

自己情報コン 独立行政法人 情報処理推進機構「情報セキュリティ技術動向調査 タスクグルー
トロールの IT プ報告書（2010 年下期）
」
実装の動向

永徳真一郎、山田智広、武藤伸洋、阿部匡伸「ライフログ利用サービスにおける
開示情報制御方式に関する基礎検討」
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4.2. 自己情報コントロールに関する法制度等の動向
国内では、社会保障・税一体改革等による共通番号制度などの検討の場で、少なからず「自己情報
コントロール権」という言葉が用いられているものの、その構成要素や定義については共通の認識が
得られていないと考えられる。実際に有識者の見解75としても、自己情報コントロール権の内容はそ
もそも不明確であることが述べられており、まずは我が国で自己情報コントロール権を提唱した佐藤
幸治の説を中心に有識者等の当該権利に対する見解を調査する。続いて、実際に我が国の法制度にお
いて自己情報コントロールに関してどのような内容が示されているかを整理し、最後に判例における
自己情報コントロール権の位置付けや定義を確認する。
国内の調査に併せ、海外の法制度上で、自己情報コントロールに関する内容がどのように定義、権
利化されているか調査した上で、国内外の自己情報コントロールの構成要素とその内容について整理
する。

4.2.1. 国内法制度等の動向
(1) 学識有識者等の見解
(a) 佐藤幸治
佐藤は、プライバシーの権利を「自己に関する情報をコントロールする権利」と捉えるべきこ
とを主張しており、自己情報コントロール権（＝プライバシー権）を「個人が道徳的自律の存在
として、自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかか
わる情報を開示する範囲を選択できる権利」と定義している。
また、自己情報コントロール権は閲覧請求権や訂正・削除要求権、利用・伝播統制権を含んで
おり、個人に関する情報の収集、保有等に関しても制限が必要である、と述べている。ただし、
それらの権利は通常、抽象的権利に留まり、具体的権利となるには立法的解決が必要であると述
べている。自己情報コントロール権として保護の対象とされるべき情報については、プライバシ
ー固有情報とプライバシー外延情報を区分して考え、法的保護に差異を設ける必要があると主張
している。
また、これらの内容について佐藤は、公権力との関係を中心に論じているものの、私人間（民
間）との関係についても同様の問題が生じると述べている。
なお、自己情報コントロール権の根拠としては、憲法 13 条（生命・自由・幸福追求権）を示
している。

75

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080409/298454/
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図表 II.4.2-1 佐藤幸治の自己情報コントロール権説
区分

内容（文献より抜粋。一部文言は編集）

プライバシー権＝自

・ 昭和 45 年の論文、
「プライヴァシーの権利（その公法的側面）の憲法論的考

己情報コントロール

察－比較法的検討(1)(2)」において、プライバシーの権利をもって「自己につ

権

いての情報をコントロールする権利」と捉えるべきことを主張し、個人の私
的生活にかかわる情報（個人情報）の保護の必要を強調した。

自己情報コントロー
ル権の定義

・ プライバシーの権利とは、
「個人が道徳的自律の存在として、自ら善であると
判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかかわる
情報を開示する範囲を選択できる権利」のことである。

自己情報コントロー

・ 情報プライバシー権（＝自己情報コントロール権）が内包すると解すべき、

ル権に含まれる権利

閲覧請求権、訂正・削除要求権、利用・伝播統制権は、それ自体としては通
常は抽象的権利たるにとどまり、具体的権利となるには法律上の裏付けが必
要であるとみるべきである。
・ 判例の解釈による新しい権利の承認にはある程度限界があり、
「
（プライバシ
ー）外延情報（後述）
」の取り扱い方も含めて立法的解決にまたなければなら
ないところが少なくない。
・ プライバシーの権利は、自己に関する情報をコントロールする権利であるか
ら、それは、その人についての情報の①取得収集、②保有及び③利用・伝播、
の各段階について問題となる。したがって、この権利の十全な実現のために
は、法律により、政府諸機関に対して、個人に関する情報の取得収集、保有
及び利用・伝播の各段階について規制を加えるとともに、政府機関がどのよ
うな個人情報システムを保有するかについて公表することを義務づけ、個人
情報の主体に政府諸機関の保有する記録についての具体的アクセス権及び訂
正・削除要求権を付与する必要がある。

法的保護の対象とさ

・ プライバシーの権利として法的保護の対象とされるべき「情報」は個人の心

れるべき情報の分類

身の基本に関する情報（いわゆるセンシティブ情報）
、すなわち、思想・信条・
精神・身体に関する基本情報、重大な社会的差別の原因となる情報、という
ことになるかと思われる。これを「プライバシー固有情報」と呼び、公権力
がかかる情報を収集し、あるいは利用ないし対外的に開示することが原則と
して禁止されると解する。これ以外の情報、すなわち道徳的自立性に直接か
かわらない外的事項に関する個別的情報（これを「プライバシー外延情報」
と呼ぶ）を、公権力が正当な政府目的のために、正当な方法を通じて収集・
保有・利用しても、直ちにはプライバシーの権利の侵害とはならない。しか
し、このような外延情報も悪用され又は集積利用されるとき、個人の道徳的
自立の存在に影響を及ぼすものとして、プライバシーの権利侵害の問題が生
ずる。データバンク社会の問題は、まさにこれである。この問題は、公権力
との関係にとどまらず、私人間でも生ずる。

自己情報コントロー
ル権の根拠

・ 個人の自由な人格の発展にとって必要な権利が 13 条によって包括的に保障
されており、そしてこのことによってプライバシーの権利が憲法的に根拠づ
けられうると考える。
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出典：佐藤幸治「現代国家と人権」
、衆議院憲法調査会「知る権利・アクセス権と
プライバシー権に関する基礎的資料」

(b) 芦部信喜
芦部は佐藤の記す自己情報コントロール権に若干の疑問を呈しているものの、基本的には佐藤
の説を支持していたと考えられ、プライバシーの概念は判例上いまだ必ずしも明確ではないもの
の自己情報コントロール権に近い内容の定義づけに変わりつつある、と述べている。佐藤の説に
対する疑問点としては、
「プライバシー固有情報」と「プライバシー外延情報」の範囲が明確さを
欠くのではないかと指摘している。
また、自己情報コントロール権に含まれる、自己情報の閲覧又は訂正若しくは抹消の請求権、
あるいは利用・伝播の抑制の請求権は、法令の根拠もなく憲法 13 条に基づいて当然に認められ
るわけではないと指摘し、国レベルでのプライバシー保護法の制定が望まれると述べている。

区分

図表 II.4.2-2 自己情報コントロール権に関する芦部の見解
内容（文献より抜粋。一部文言は編集）

プライバシー権と ・ プライバシーの概念は、判例上いまだ必ずしも明確ではないが、判例を通
自己情報コントロ

観すると、
「ひとりで放っておいてもらう権利」とか「私生活の自由」と

ール権の関係

かいう漠然とした定義から、順次、情報化社会により即応することのでき
る、かつ、より積極的な意味をももつことのできる「自己情報コントロー
ル権」に近い内容の定義づけを試みるものに、変わりつつあることを知る
ことができよう。

自己情報コントロ ・ （佐藤の説では）
「
（プライバシー）固有情報」の範囲が明確を欠くのでは
ール権についての

ないか。
・・・固有情報を限定する趣旨は理解にかたくないが、その範囲

疑問点

がしぼられている割にそれほど明確でないとすれば、行政機関に集積され
プライバシー権として保護の対象となった場合の外延情報との相違が、か
なり相対的なものになってしまうのではないか。

自己情報コントロ ・ 自己情報コントロール権としてのプライバシー権は、本来の自由権として
ール権には法令の

の性格のほかに、積極的な請求権としての性格をも有する点に、大きな特

裏付けが必要

色がある。ただし、自己情報の閲覧又は訂正若しくは抹消の請求権、ある
いは利用・伝播の抑制の請求権は、原則として、法令の裏づけがあっては
じめて具体的権利となるものであるから、法令の根拠もなく憲法 13 条に
基づいて当然に認められるわけではない。
・ しかし、在日台湾元軍属身元調査事件の下級裁判決の説くように、法令の
裏づけがなくても権利の内容が明らかで、具体的だと考えることができる
場合には、不真実で不当な情報の訂正ないし抹消の請求権を認めること
も、許されるであろう。ただ、こういう場合は例外的であるから、国レベ
ルのプライバシー保護法の制定が望まれる。

出典：衆議院憲法調査会「知る権利・アクセス権とプライバシー権に関する基礎的資料」
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(c) 青柳武彦
佐藤の説である「自己情報コントロール権」については、その考えに異議を唱える専門家も少
なくない。青柳はその一人で、
「プライバシーとは自己情報コントロール権である」という説を定
義としてこれほど広範に信奉されているのは我が国特有の現象である、と述べて同説を否定して
いる。青柳は自己情報コントロール権の問題点として、
「範囲が広すぎるから乱用につながる」
、
「情報を財産権的に扱っている」
、
「不法行為理論と相容れない」ことを挙げている。まず、
「範囲
が広すぎる」点については、自己情報が定義されていないためプライバシーの範囲が広すぎて乱
用の危険性が出ると主張している。次に「情報を財産権的に扱っている」点については、そもそ
も自己情報を全て自分でコントロールすることは不可能であり、それを法律で守る必要はないと
述べている。最後に「不法行為理論と相容れない」点について、ほとんどのプライバシー権侵害
訴訟は民法上の一般不法行為（第 709 条）をベースとしているものの、自己情報コントロール権
説はこれと相容れず一般不法行為は成立しない、と指摘している。

区分

図表 II.4.2-3 自己情報コントロール権に関する青柳の見解
内容（文献より抜粋。一部文言は編集）

自己情報コントロ ・ 日本では多数の学者や法曹界の専門家達が自己情報コントロール権に言
ール権の問題点

及して「プライバシーとは自己情報コントロール権である」という説を“定
義として”支持している。
・・・ウェスティンが提唱した「プライバシーと
は自己情報コントロール権である」という説を定義としてこれほど広範に
信奉されているのは日本特有の現象である。インターネットで調べてみて
も、この説を“プライバシーの定義として”支持している海外の学者はほと
んどいない。

自己情報コントロ ・ 「範囲が広すぎるから乱用につながる」
：自己情報が定義されていないか
ール権の問題点

らプライバシーの範囲が広すぎて、乱用の危険性がでてくる。仮にこの説
を採用するとしても、自己情報の全てをコントロ－ルする必要はないの
だ。必ずしも“全ての”自己情報とはいっていないが、この表現ではプライ
バシーに属するのは自己に関する情報のある一部に限るべきであるとい
う制限的な主張が含まれていない。
・ 「情報を財産権的に扱っている」
：高度に発達した情報化社会においては、
「自己情報は本人のもの、したがって自らコントロールする権利を持つべ
きである」という考え方自体が、事実問題として既に成り立たなくなって
いる。そもそも自己情報を“全て”自分でコントロールすること等は不可能
であるし、それを法律で守るべき法益として社会に認知せしめる必要もな
い。
・・・その内の「精神的又は物質的に深刻な被害を蒙る」類の行き過
ぎをチェックするだけでよいのだ。
・ 「基本的個人識別情報の場合には不法行為理論と相容れない」
：これは自
己情報コントロール権説の法律理論上の致命的な欠陥である。住基ネット
裁判その他の殆どのプライバシー権侵害訴訟は、民法上の一般不法行為を
ベースとしているが、自己情報コントロール権説はこれと相容れない。民
法第 709 条の一般不法行為が成立するための一般的要件は次の四つだ。
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①加害者に故意、又は過失（注意義務・回避義務を怠る等）があったこと。
②違法な権利侵害が現実に発生したこと。
③損害が現実に発生したこと。
（損害が発生しなければ賠償する必要がな
い）
④権利侵害と損害発生の間に相当因果関係があること
基本的個人識別情報の場合には、漏洩や盗難によって情報が流出して自己
情報コントロール権が損なわれても、いわば静的な侵害誘発状態に置かれ
ただけである。プライバシー権侵害の加害者はまだ出現しておらず（上記
①）
、侵害行為（上記②）も現実の損害の発生（上記③）もまだないのだ
から不法行為の要件に合致しない。これは情報セキュリティ事故であっ
て、プライバシー権侵害事故ではない。
出典：青柳武彦「｢プライバシー＝自己情報コントロール権｣説の批判的一考察」

(d) 鈴木正朝
鈴木は自己情報コントロール権の問題を、所有権の発想をそのまま個人情報に用いている点に
あると述べ、
所有権の対象となる有体物については事実上の支配が可能であるものの、
情報には、
形、実体がないため支配が難しく、所有権の考え方ができるのか疑問であると主張している。ま
た、ネットワーク化が進行している現在では、事実上、自己情報のコントロールは難しいと述べ
ている。なお、本調査のアドバイザーである宮内弁護士からは、
「自己情報コントロール権は知的
財産権に近い位置付けとして考えるべきものだと想定され、所有権に沿って考えることには違和
感を覚える」とのコメントを得ている。

区分

図表 II.4.2-4 自己情報コントロール権に関する鈴木の見解
内容（文献より抜粋。一部文言は編集）

自己情報コントロ ・ 自己情報コントロール権説の問題点は、物権法制における所有権の発想を
ール権の問題点

そのまま個人情報に用いている点にある。所有権の対象となる有体物（民
法 85 条）については、事実上の支配（占有）が可能であるが、情報には、
形、実体がないため、排他的な支配が難しい。特に、インターネットが出
現し、ネットワーク化が進行している昨今では、いったん自己の情報が漏
洩すると、瞬時に広範にわたって拡散してしまい、自己情報のコントロー
ルは、実際上難しくなる。
・ 個人情報は本人のものであるというのは常識的に受け入れられ易いもの
の、これは少し乱暴に説明すると所有権の考え方と同じです。たとえば、
消しゴムを隣の人に貸した場合に、貸した人はそれを返してほしいと言え
るものの、これは理論的には所有権に基づく返還請求をしていることにな
ります。
・・・それは、法に基づくことで正当化されており、そのルール
は主に民法の物権法制が担っています。そのアナロジーで個人情報を捉え
ることができるのか、私の一番ベーシックな問題意識はそこにありま
す。
・・・名刺の交換について考えると、名刺を渡したけども、それは紙
を無償で譲渡したにとどまり、載っている情報は私の情報だから消去して
ほしいとか、
・・・そのようなことが通ることになります。極論をいって
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いますが、所有権の場合は、消しゴム 1 個の貸し借りもそれで十分に説明
づけられるのです。個人情報は本人のものであるということを基本命題に
するならば、個人情報 1 個も同様に説明づけられなければなりません。
出典：http://scfdb.tokyo.jst.go.jp/pdf/20021820/2004/200218202004rr.pdf、
http://masatomo-sec.cocolog-nifty.com/security/2005/03/post_8.html

(e) 日本弁護士連合会
日本弁護士連合会は、
「
「高度情報通信ネットワーク社会」におけるプライバシー権保障シス
テムの実現を求める決議」の中で、自己情報コントロール権の保障をさらに実効的になし得る
原則や仕組みの確立を求めることを決議している。
自己情報コントロール権を保障する仕組みとしては、目的等を具体的に理解できる形で収
集・利用方法の事前告知とそれに基づく同意のできる仕組、ライフログ等の情報に対する匿名
化の実施と必要最低限の情報収集等について法原則で明記することを求めている。
図表 II.4.2-5 自己情報コントロール権に関する日本弁護士連合会の見解
区分
内容（文献より抜粋。一部文言は編集）
自己情報コントロ ・ いうまでなく憲法 13 条で保障されるプライバシーの権利（自己情報コン
ール権を保障する

トロール権）は、人権の中でも中核ともいうべき重要な人権である。当連

仕組みを求める決

合会は、
・・・自己情報コントロール権の保障をさらに実効的になし得る

議

原則や仕組みの確立を求める。
・ 当連合会は、
「高度情報通信ネットワーク社会」がますます進展する中に
あって、利用者が、情報主権者として自己のプライバシー（自己情報コン
トロール権）を守り得る原則・仕組みが組み込まれた社会の実現を目指す
決意である。

自己情報コントロ ・ 以下のとおり自己情報コントロール権の保障をさらに実効的になし得る
ール権を保障する

原則や仕組みの確立を求める。

仕組み

1.情報通信技術が進展する中で、自己情報コントロール権を実効的に保障
するため、自分の情報が、どのように収集・利用等されるかについて、
本人がその目的等を具体的に理解し予測できるような形で事前に告知
され、それに基づいた同意ができる仕組みを、法原則として明記する
こと。
2.その原則を担保するため、情報通信技術の進展にあわせて、明確な個人
識別性のないライフログ等の情報にも法規制が及ぶように改めるとと
もに、極力匿名化を行うことや、目的達成のために不必要な個人情報
は収集しないようにする等、具体的な法原則を明記すること。
出典：http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2010/
2010_2.html

(f) まとめ
今回調査した範囲では、自己情報コントロール権に関する具体的かつ詳細な定義は見受けられ
ず、
提唱者である佐藤自身も、
具体的権利となるには立法的解決を待つ必要があると述べている。
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ただし、佐藤は自己情報コントロール権の要素として、閲覧請求権、訂正・削除要求権、利用・
伝播統制権を示し、かつ収集、保有の制限も必要であると述べている。
また、佐藤の説である「自己情報コントロール権」は、現在の日本で有力な説となっているも
のの、その考えに異議を唱える専門家も少なくない。ただし、前述の青柳のように、自己情報コ
ントロール権の考えに批判的な人物の主張を見ても、自己情報コントロールの必要性（例えば自
己情報へのアクセス、訂正、削除等）を根本的に否定しているわけではなく、その内容の強弱や
対象とする情報の範囲、実現性、当該内容を権利として認めるかどうか、についての考えの違い
を主張しているものと考えられる。
なお、自己情報コントロール権は憲法 13 条（生命・自由・幸福追求権）を根拠として認めら
れると主張されている。

(2) 法制度
法制度の調査に先立ち、まず佐藤の記す自己情報コントロール権の内容を見ると、その内容は
OECD8 原則76とほぼ同様であることが分かる。また、OECD8 原則は個人情報保護法の考え方のベ
ースとなっていることでも知られている。このため、法制度の調査に際しては、この OECD8 原則
をベースとして、自己情報コントロールの構成要素として図表 II.4.2-6 に記すような仮説を立てた
上で制度の内容を整理した。以下に、自己情報コントロールの構成要素（仮説）の考え方について
記す。
まず、OECD8 原則には個人参加の原則が存在するが、この内容は自己情報へのアクセス、訂正、
削除に関する内容であり、佐藤の記す、閲覧請求権、訂正要求権、削除要求権の内容と関係する。
ここでは、可能な限り具体的に自己情報コントロールの内容を記すため、佐藤の例に則り、アクセ
ス、訂正、削除を構成要素として抽出した。また、OECD8 原則の収集制限の原則は個人データの
収集に制限を設けるべきとの内容であり、利用制限の原則は目的に沿った開示とその他の利用に関
する内容であるため、それぞれ佐藤の記す収集制限、利用制限とつながるため、収集制限、利用制
限の構成要素を抽出した。データ内容の原則については、個人データは正確・完全・最新であるべ
きといった内容であり、佐藤の記す保有制限と関連性があると想定し、保有条件の構成要素を挙げ
た。目的明確化の原則については、収集時の目的明確化、目的内での個人データの利用に関する原
則で収集、保有の各プロセスにかかる内容のため、ここではプロセス毎に構成要素を表すことを意
図して収集制限、保有条件に含めて記すこととした。
公開の原則については佐藤の記す自己情報コントロール権の要素としては明確に見受けられなか
ったものの、個人データに関わる運用や、個人データを扱う事業者等の識別や住所等を公開する内
容であり、自己情報に関連する情報の公開に関わるため、自己情報コントロールの構成要素として
抽出することとした。なお、個人情報の公開と区別するため、ここでは構成要素の名称を事業者情
報の公開としている。
安全保護の原則 については主に事業者の情報セキュリティに関する内容と想定され、また、責任
の原則 は損害賠償等の事業者の責任に関する内容であり、
両者とも主に事業者側の内容であるとと

76

1980 年に OECD(経済協力開発機構)の採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通につ

いての勧告」の中に記述されている八つの原則である。
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もに自己情報のコントロールとの関連性は低いと想定されたため、自己情報コントロールの構成要
素からは外した。ただし、各法制度においてこれらの内容は確認することとし、自己情報のコント
ロールに関連するような内容が存在した場合には、構成要素として抽出する方針とした。
なお、ここで挙げた自己情報コントロールの構成要素（仮説）については、各法制度を調査する
中で他の自己情報のコントロールに関連する内容が抽出された場合は、随時追加、修正する想定で
作成している。
図表 II.4.2-6 自己情報コントロールの構成要素（仮説）
OECD8原則
個人参加の原則
（自己情報へのアクセス、訂正、削除
に関する内容）

個人の
権利に
属する
想定の
要素

事業者の
義務に
属する
想定の
要素

佐藤の説（想定）

自己情報コントロールの構成要素
（法制度の整理の分類）

閲覧請求権

アクセス（確認）

訂正要求権

訂正

削除要求権

削除

収集制限の原則

収集制限

収集制限

データ内容の原則

保有制限

保有条件

利用・伝播統制権

利用制限

目的明確化の原則
（収集時の目的明確化、目的内での利
用）

利用制限の原則
公開の原則
（主に事業者の運用状況やデータ管理
者の情報公開に関する内容）

事業者情報の公開

安全保護の原則
（主に事業者の情報セキュリティに関
する内容とみなす）
責任の原則
（損害賠償等の事業者の責任に関す
る内容とみなす）

(a) 日本国憲法（13 条）
初めに、有識者等が自己情報コントロール権の根拠として示している憲法 13 条（生命・自由・
幸福追求権）を以下に記す。ただし、憲法 13 条は包括的な人権規定であり、芦部も「自己情報
の閲覧又は訂正若しくは抹消の請求権、あるいは利用・伝播の抑制の請求権は、原則として、法
令の裏づけがあってはじめて具体的権利となるものであるから、法令の根拠もなく憲法 13 条に
基づいて当然に認められるわけではない」と記すように、具体的な権利としては法令の根拠が必
要になると考えられる。
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい
ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする77。

77

衆議院憲法調査会”知る権利・アクセス権とプライバシー権に関する基礎的資料”
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(b) 個人情報保護法
個人情報保護法において、自己情報コントロールに関する内容を整理した結果を図表 II.4.2-7
に記す。
個人情報保護法は事業者の義務を示したものであり、個人の権利を規定しているわけではない
ものの、事業者の義務として自己情報の開示、訂正、削除等の自己情報コントロールに関する内
容が示されており、実態として個人がこれらの行為を行うことは可能な内容となっている。
ここで、個人情報保護法の第 25 条に示される自己情報の開示については、自己情報を確認す
るための行為であることから、自己情報コントロールの構成要素におけるアクセスの内容として
示している。また、第 27 条の利用停止等については、自己情報コントロールの構成要素（仮説）
に含めていなかったものの自己情報のコントロールに関連する内容のため構成要素として追加し、
以降の法制度の整理でも用いることとしている。
第 17 条に示される自己情報の取得については、
構成要素における収集と同じ意味として捉えており、第 19 条のデータ内容の正確性の確保につ
いては、自己情報を正確かつ最新の内容で保持する内容であるため、自己情報の保有に関わるた
め構成要素の保有条件の内容として示している。第 23 条の第三者提供については、構成要素の
利用制限に含めて考えている。
その他の条文については、基本的にその内容が構成要素の文言と一致する場合に当該構成要素
の内容として記している。
図表 II.4.2-7 個人情報保護法における自己情報コントロールの内容
構成要素
内容（一部要約）
アクセス
（確認）

・ 本人から、本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本
人に対して遅滞なく当該データを開示しなければならない。
（第 25 条 開示）

訂正

・ 本人から、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由

削除

で、当該データの内容の訂正、追加又は削除（訂正等）を求められた場合に
は、必要な調査を行った結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等
を行わなければならない。
（第 26 条 訂正等）

利用停止

・ 本人から、本人が識別される保有個人データが「本人の同意を得ないで、利
用目的を超えて扱われている」又は「偽りその他不正の手段により取得され
たもの」との理由で利用の停止又は消去（利用停止等）を求められた場合、
その求めに理由があるときは、違反の是正に必要な限度で、遅滞なく、当該
データの利用停止等を行わなければならない。
（第 27 条 利用停止等）
・ 本人から、本人が識別される保有個人データが「本人の同意を得ないで」第
三者に提供されているという理由で当該データの提供の停止を求められた
場合、その求めに理由があるときは、遅滞なく、当該データの第三者への提
供を停止しなければならない。
（第 27 条 利用停止等）

収集制限

・ 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
（第 17 条 適
正な取得）
・ 個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し又は公表
しなければならない。
（第 18 条 取得に際しての利用目的の通知等）
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保有条件

・ 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容
に保つよう努めなければならない。
（第 19 条 データ内容の正確性の確保）

利用制限

・ 本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を
取り扱ってはならない。利用目的はできる限り特定しなければならない。
（第
15 条 利用目的の特定）
（第 16 条 利用目的による制限）
・ 利用目的を変更する場合には、変更前と相当の関連性を有する必要がある。
変更された利用目的については、本人に通知し、又は公表しなければならな
い。
（第 15 条 利用目的の特定）
（第 18 条 取得に際しての利用目的の通知
等）
・ あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならな
い。ただし、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合で、あ
らかじめ(a)第三者への提供を利用目的とすること、(b)提供される個人デー
タの項目、(c)提供の手段又は方法、(d)求めに応じて提供を停止すること、を
本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個
人データを第三者に提供することができる。
（第 23 条 第三者提供の制限）

事業者情報の公 ・ 個人情報取扱事業者の氏名又は名称、すべての保有個人データの利用目的等
開

について、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合
を含む。
）に置かなければならない。
（第 24 条 保有個人データに関する事
項の公表等）
出典：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

(c) 行政機関個人情報保護法
行政機関個人情報保護法において、自己情報コントロールに関する内容を整理した結果を図表
II.4.2-8 に記す。
行政機関個人情報保護法は、基本的には個人情報保護法と同様の内容となるものの、一部の内
容で個人情報保護法よりも厳しい内容が規定されている。
個人情報保護法と大きく異なる内容は、図表 II.4.2-8 の保有条件に記す、個人情報ファイルを
保有する際の事前の総務大臣への通知義務と、個人情報ファイル簿（個人情報ファイルの内容を
示したもの）
の公開義務になる。
行政機関が個人情報ファイルを作成する場合にはこれらの通知、
公開の義務が発生する。個人情報ファイル及び個人情報ファイル簿には、ファイルの名称、機関・
組織の名称、利用目的、記録される項目及び個人の範囲、個人情報の収集方法、提供先等を含め
る必要がある。
図表 II.4.2-8 行政機関個人情報保護法における自己情報コントロールの内容
構成要素
内容（一部要約）
アクセス
（確認）

・ 何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己に関する保有個
人情報の開示を請求することができる。
（第 12 条 開示請求権）
・ 行政機関の長は開示請求があったときは、開示請求者に対し当該保有個人情
報を開示しなければならない。
（第 14 条 保有個人情報の開示義務）
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訂正

・ 何人も、自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、
当該情報を保有する行政機関の長に対し、当該情報の訂正（追加又は削除を
含む）を請求することができる。
（第 27 条 訂正請求権）

削除

・ 行政機関の長は、訂正請求があった場合に理由があると認めるときは、利用
目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならな
い。
（第 29 条 保有個人情報の訂正義務）

利用停止

・ 行政機関の長は、利用停止請求があった場合に当該請求に理由があると認め
るときは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該請
求に関わる保有個人情報の利用停止をしなければならない。
（第 38 条 保有
個人情報の利用停止義務）

収集制限

・ 行政機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得する
ときは、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
（第 4 条 利用目的の明示）

保有条件

・ 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては法令の定める所掌事務を遂行
するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなけ
ればならない。
（第三条 個人情報の保有の制限等）
・ 行政機関は、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しては
ならない。利用目的を変更する場合には、変更前と相当の関連性を有する必
要がある。
（第三条 個人情報の保有の制限等）
・ 行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又
は現在の事実と合致するように努めなければならない。
（第五条 正確性の確
保）
・ 行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長
は、あらかじめ総務大臣に対し、ファイルの名称、機関・組織の名称、利用
目的、記録される項目及び個人の範囲、個人情報の収集方法、提供先等につ
いて通知しなければならない。
（第十条 個人情報ファイルの保有等に関す
る事前通知）
・ 行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、
それぞれ前第 10 条に掲げる事項、その他政令で定める事項を記載した帳簿
（個人情報ファイル簿」
）を作成し、公表しなければならない。
（第十一条 個
人情報ファイル簿の作成及び公表）

利用制限

・ 行政機関の長は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供してはならない。
（第八条 利用及び提供の制限）
・ 行政機関の長は、保有個人情報を提供する場合、必要があると認めるときは、
保有個人情報の提供を受ける者に対し必要な措置を講ずることを求めるも
のとする。
（第九条 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）

事業者情報の公 ・ （保有条件に示している個人情報ファイル簿で、機関・組織名を公開してい
開

る）
出典：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO058.html
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(d) まとめ
憲法にも、個人情報保護法にも示されていないように、自己情報コントロール権の文言は日本
の法制度で記述されていない。
また、個人情報保護法は事業者の義務を示したものであるため、自己情報コントロールに関わ
る個人の権利を規定していない。ただし、事業者の義務として自己情報の開示、訂正、削除、利
用停止等の自己情報コントロールに関わる内容が示されており、実態として個人がこれらの行為
を行うことを可能とする形式となっている。

(3) 判例
(a) 高槻市内申請書開示請求訴訟（大阪地判平成 6・12・20 判タ 883 号 148 頁）
公立中学校から公立高校へ送付された調査書（内申書）について、調査書中の「総合所見」欄
を除き調査書の非開示は違法であると判断された件である。
この裁判例は自己情報のアクセスに関わると想定される。この件で原告は、自己情報コントロ
ール権利に基づき、個人に関わる情報を記載した調査書は当然に本人に開示されるべきであると
主張したものの、判決では、調査書について自己情報コントロール権に基づき、当然に本人に開
示されるべきとすることはできないと述べられている。
図表 II.4.2-9 高槻市内申請書開示請求訴訟における自己情報コントロール権に関する見解
区分
内容（裁判例より抜粋）
調査書は自己情報 ・ 原告は憲法 13 条及び本件条例 13 条により認められる自己に関する情報
コントロール権に

をコントロールする権利に基づき、個人にかかわる情報を記載した調査書

基づき本人に開示

は、当然に本人に開示されるべきであると主張し、
・・・親の教育の自由、

されるとすること

子供の学習権に基づき、開示されるべきであるとも主張し、さらに、調査

はできない

書の開示請求に応じないことは、国際人権規約（B 規約）17 条や子ども
の権利に関する条約 28 条に反すると主張するが、本件条例（市の個人情
報保護条例）で認められている情報開示請求権は、憲法や右各条約から直
接導き出されるものではなく、本件条例により創設的に認められた権利で
あるというべきである。
・ どのようなものを開示請求の対象とするかは、条例の制定権者が諸種の事
情を検討、総合判断し、その裁量において決定すべき事項であり、原告に
本件調査書の開示請求権があるか否かは、右制定権者が定めた本件条例の
趣旨・文言に即して決められるべきであり問題であって、調査書について
も、自己情報コントロール権、あるいは、教育の自由・学習権に基づき、
当然に本人に開示されるべきであるとすることはできない。

(b) 在日台湾元軍属身元調査事件（東京地判昭和 59・10・30 判タ 537 号 78 頁）
この事件は、戦犯として処刑されるのを恐れ、上官の許可を得て離隊した旧日本海軍軍属の在
日台湾人が、昭和 51 年に至って、厚生省援護局が作成した身上調査票に「逃亡」と記載されて
いるのを発見し、訂正を求めたが拒絶されたため、国に対して慰藉料の支払いと謝罪広告の掲載
を求め、また人格権（プライバシーの権利）に基づいて「逃亡」の記載の抹消を求めた件である。
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この裁判例は自己情報の訂正、削除に関わると想定される。この裁判例では結論として請求を
棄却しつつも、個人情報が前科前歴、病歴、信用状態等の極めて重大なる事項に関するものであ
り、これらの情報が明らかに事実に反するものと認められ、これを放置することによりそれが第
三者に提供されること等を通じて当該個人が不利益ないし損害を被る場合には、事実に反する部
分の抹消ないし訂正を請求できると判示している。
図表 II.4.2-10 在日台湾元軍属身元調査事件における自己情報コントロール権に関する見解
区分
内容（裁判例より抜粋）
前科前歴、病歴、信 ・ 個人情報が当該個人の前科前歴、病歴、信用状態等の極めて重大なる事項
用状態等が事実に

に関するものであり、かつ、右情報が明らかに事実に反するものと認めら

反し、放置、第三者

れ、しかもこれを放置することによりそれが第三者に提供されること等を

提供等により不利

通じて当該個人が社会生活上不利益ないし損害を被る高度の蓋然性が認

益や損害を被る場

められる場合には、自己に関する重大な事項についての誤った情報を他人

合、事実に反する部

が保有することから生じうるべき不利益ないし損害を予め回避するため、

分の抹消ないし訂

当該個人から右個人情報保有者に対して、人格権に基づき右個人情報中の

正を請求できる

事実に反する部分の抹消ないし訂正を請求しうる。

(c) 指紋押捺拒否事件（大阪高判平成 6・10・28 判タ 868 号 59 頁）
指紋押捺拒否事件に関しては多くの判決例が存在するものの、ここでは、指紋押捺拒否国賠京
都訴訟に関する大阪高判平成 6・10・28 判タ 868 号 59 頁の裁判例を取り上げる。
この裁判例は自己情報の収集制限に関わると想定され、みだりに指紋押なつを強制されない自
由は、自己に関する情報をコントロールする権利の一つであると述べている。また、この根拠と
して、国民の幸福追求権を定めた憲法 13 条を示している。
図表 II.4.2-11 指紋押捺拒否事件における自己情報コントロール権に関する見解
区分
内容（裁判例より抜粋）
指紋押捺を強制さ ・ みだりに指紋押なつを強制されない自由は、プライバシーないし自己に関
れない自由は自己

する情報をコントロールする権利の一つであって、国民の幸福追求権を定

情報コントロール

めた憲法 13 条によって保障されているものと解せられる

権の一つである

・ みだりに指紋押捺を強制されない自由の制限としては、正当な行政目的の
ため必要かつ合理的なものであれば足りると解するのが相当である

(d) 西成テレビカメラ撤去請求事件（大阪地判平成 6・4・27 判タ 861 号 160 頁）
警察署が街頭防犯用の目的で設置した監視用テレビカメラがプライバシーの利益を侵害すると
して、撤去が命じられた事例である。
この裁判例は自己情報の収集制限と利用制限に関わると想定される。この裁判例では、他人が
みだりに個人に関する一定領域の事柄（私的生活関係を構成する事柄、趣味・嗜好・性癖等に関
する事柄、精神過程に関する事柄、内部的な身体状況に関する事柄等）についての情報を取得す
ることを許さず、また、他人が自己の知っている個人の一定領域に関する事柄をみだりに第三者
へ公表したり、利用したりすることを許さないと示している。ただし、このようなプライバシー
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の利益がどの程度に強固なものかについては、個々の事案によって異なり、すべての場合におい
て法的保護が与えられるとはいえないと述べている。
図表 II.4.2-12 西成テレビカメラ撤去請求事件における自己情報コントロール権に関する見解
区分
内容（裁判例より抜粋）
他人がみだりに私 ・ 個人の尊厳は相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されるこ
的生活、趣味・嗜

とによってはじめて確実なものとなるのであるから、右条項(憲法 13 条)

好・性癖、精神過程、

は個人の尊厳を保障する上で必要不可欠な人格的利益を広く保証する趣

身体状況等につい

旨のものである。

ての情報を取得す ・ その一環として、他人がみだりに個人に関する一定領域の事柄、例えば、
ることを許さず、ま

私的生活関係を構成する事柄、趣味・嗜好・性癖等に関する事柄、精神過

た、他人がみだりに

程に関する事柄、内部的な身体状況に関する事柄等についての情報を取得

第三者へ公表した

することを許さず、また、他人が自己の知っている個人の一定領域に関す

り、利用することを

る事柄をみだりに第三者へ公表したり、利用することを許さず、もって人

許さない

格的自立ないし私生活の平穏を維持するという利益（
「以下、
「プライバシ
ーの利益」という）は、十分尊重されるべきである。
・ しかし、プライバシーの利益の人格的利益としての多義性ないし抽象性に
鑑みると、法的に保護を受ける利益としてどの程度に強固なものかについ
ては、個々の事案によって異なるものというほかなく、すべての場合にお
いて常に他者の基本的人権や国家権力の行使の目的その他の法的利益に
優先して、右状況により実定法的保護が与えられるものとまではいえな
い。

(e) 京都市前科照会事件（最判昭和 56・4・14 民集 35 巻 3 号 620 頁）
ある個人について弁護士からの犯罪前科の照会を受けた区長が、前科及び犯罪経歴を開示した
ことに対して国家賠償請求された事件である。
この判例は自己情報の利用制限（公開）に関わる想定だが、判例では、前科及び犯罪経歴は人
の名誉、信用に直接関わる事項であるため、みだりに公開されてはならないことが述べられてい
る。
また補足意見ではあるが、他人に知られたくない個人の情報は、プライバシーとして法律上の
保護を受け、これをみだりに公開することは許されないことが示されている。
図表 II.4.2-13 京都市前科照会事件における自己情報コントロール権に関する見解
区分
内容（判例より抜粋）
前科及び犯罪経歴 ・ 前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関わる事項であり、前科等のあ
はみだりに公開さ

る者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を

れてはならない

有する。
・ 人の前科等の情報を保管する機関には、その秘密の保持につきとくに厳格
な注意義務が課せられている。
（伊藤正己補足意見）

他人に知られたく ・ 他人に知られたくない個人の情報は、それがたとえ真実に合致するもので
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ない個人の情報を

あっても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、これをみだ

みだりに公開する

りに公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害すること

ことは許されない

は不法行為を構成する。
（伊藤正己補足意見）

(f) 東京地判平成 3・3・28 判時 1382 号 98 頁
ここでは、プライバシー権と自己情報コントロール権の関係について言及した裁判例を記す。
この裁判で原告は、プライバシー権を自己情報コントロール権であるとして取引銀行はその保
有する個人情報を漏洩してはならない守秘義務を負う旨を主張したものの、判決では、プライバ
シー権を自己情報コントロール権と解すべき明白な根拠はない、と示されている。
図表 II.4.2-14 東京地判平成3・3・28判時1382号98頁における自己情報コントロール権に関する
見解
内容（裁判例より抜粋）

区分

プライバシー権を ・ 憲法 13 条の理念に照らすと、人が国家等により他人に知られたくない個
自己情報コントロ

人の私的事項をみだりに不特定又は多数人に対して公表されることや、ま

ール権と解すべき

た、他人に知られたくない個人の私的事柄をみだりに第三者に漏洩される

明白な根拠はない

ことを許さないことが要請される。
・ 要請は、今日の情報の発達した社会においては、国民と国家との間の関係
に止まらず、私人相互間においても事情の許す限り妥当し、私法上の法律
関係においても保護に価する。
・ 預金者の財産を管理するという銀行業務の性質上、預金の預入れ・払戻し
の状況、残高のみならず、その資産状況、信用状態、身分関係、病気等の
私生活上の事柄まで取引銀行に知られる場合があるが、当該預金者がこれ
らの情報をみだりに他人に知られないことは、法律上保護に価す。
・ 取引銀行は、銀行制度及びその業務の性質上、当然に預金者の預金内容等
の一定の私的な情報について秘密を守るべき義務を負うものであるから、
それを正当な理由なく右守秘義務に反して不特定又は多数人に公表し、又
は第三者に漏泄した場合には、原則として、債務不履行あるいは不法行為
責任を負う。
・ 原告は、プライバシー権を情報をコントロールする権利であるとして、取
引銀行は、その保有する個人情報を漏洩してはならない守秘義務を負う旨
主張するが、現行法上、前記説示の守秘義務を超えて右主張のように解す
べき明白な根拠もない。

(g) まとめ
上記に自己情報コントロール権に関連すると想定される判例の一部を示したが、現状で最高裁
において自己情報コントロール権を認める判例は存在しない。また、下級裁判では、指紋押捺拒
否事件のように、自己情報コントロール権を認めている裁判例は存在するものの、あくまで指紋
押捺に関する内容に限定されたものであり、その他の内容は定かではない。
このように判例を見ても、自己情報コントロールの構成要素の一部について認めるものは存在
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するものの、あくまで指紋や前科前歴、病歴、私的生活等の個別の事象に限定された内容であり、
自己情報コントロール権の構成要素や定義に関してある程度の網羅性をもって記すものはないと
想定される。佐藤も「判例の解釈による新しい権利の承認にはある程度限界がある」と記すよう
に、現時点で判例から自己情報コントロール権の定義や構成要素を導きだすのは難しいと考えら
れる。
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4.2.2. 海外法制度の動向
(1) 法制度等
(a) OECD8 原則
OECD8 原則は、1980 年に OECD(経済協力開発機構)の理事会で採択された「プライバシー保
護と個人データの国際流通についての勧告」の中に記述されている 8 つの原則であり、日本を含
めた加盟国における個人情報保護の考え方の基礎になっている。
OECD8 原則において、自己情報コントロールに関する内容を整理した結果を以下に記す。
OECD8 原則では、個人情報保護法と異なり、個人の権利として、個人が自己情報へのアクセ
スと、自己情報を訂正、削除する権利を有すると定義している。
なお、OECD8 原則における構成要素の整理方法は、図表 II.4.2-6 に記すとおりである。また、
図表 II.4.2-15 の内容で記されるデータ主体とは本人を示し、管理者とは個人データを扱う事業
者等を記す。

構成要素

図表 II.4.2-15 OECD8原則における自己情報コントロールの内容
内容（一部要約）

アクセス

・ データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かについて確認でき

（確認）

る権利を有する。また、自己に関するデータを合理的な期間、方法、過度に
ならない費用、かつ、わかりやすい形で知る権利を有する。
（7 個人参加の
原則）

訂正

・ 自己に関するデータに対して異議を出すこと及びその異議が認められた場

削除

合には、そのデータを削除、訂正、完全化、補正させる権利を有する。
（7 個
人参加の原則）

利用停止

・ （該当なし）

収集制限

・ 個人データの収集には、制限を設けるべきである。また、いかなる個人デー
タも、適法かつ公正な手段によって、データ主体に通知又は同意を得た上で
収集されるべきである。
（1 収集制限の原則）
・ 個人データの収集目的は、収集時より前に明確化されなければならない。
（3
目的明確化の原則）

保有条件

・ 個人データは、その利用目的に沿ったものであるべきであり、利用目的に必
要な範囲内で正確、完全であり最新なものに保たなければならない。
（2 デ
ータ内容の原則）

利用制限

・ データの利用は、収集時の目的の達成又は当該収集目的に矛盾しないこと。
また、目的の変更毎に明確化された他の目的の達成に限定されるべきである
（3 目的明確化の原則）
・ 個人データは、目的以外の目的で開示利用、その他で使用されるべきではな
い。ただし、データ主体の同意がある場合又は法律の規定による場合は除く。
（4 利用制限の原則）

事業者情報の公 ・ 個人データの存在、性質及び主要な利用目的とともに、データ管理者の識別、
開

住所を判別する手段が容易に利用できなければならない。
（6 公開の原則）
出典：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/oecd8198009.html
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(b) EU データ保護指令（EU Directive on Data Protection）
EU データ保護指令とは、EU で 1995 年に採択された「個人データの取扱いに関わる個人の保
護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」を示し、EU におけるプラ
イバシー保護に関する法体系の基盤となっているものである。
EU データ保護指令において、自己情報コントロールに関する内容を整理した結果を図表
II.4.2-16 に記す。
EU データ保護指令は OECD8 原則と比較して、各自己情報コントロールの構成要素について
具体的な内容が規定されている。また、EU データ保護指令についても、OECD8 原則と同様、
個人の権利として、個人が自己情報へアクセスする権利と、自己情報を訂正、削除する権利を定
義している。
なお、第 12 条アクセス権に示される自己情報のブロックについては、自己情報コントロール
の構成要素における利用停止と同じ意味として捉えている。また、第 6 条で示される特別カテゴ
リのデータの処理に示されるデータ処理に関する制限についても、自己情報コントロールの構成
要素における利用制限と同意で捉えている。
その他の条文については、基本的にその内容が構成要素の文言と一致する場合に当該構成要素
の内容として記している。
図表 II.4.2-16 EUデータ保護指令における自己情報コントロールの内容
構成要素
内容（一部要約）
アクセス

・ 合理的な期間で、過度の遅れ及び費用を伴うことなく、以降に記す情報を取

（確認）

得する権利を保障する。 自らのデータが処理されているかどうか、処理の
目的、データの分類、データが開示される受取人、処理データの判読可能な
形式での通知、データの収集源 、等の情報。
（第 12 条 アクセス権）

訂正

・ データが収集された目的、処理される目的に関し不正確又は不完全なデータ
が消去又は修正されることを確保するため、全ての合理的な手段が取られな

削除

ければならない。
（第 6 条）
・ 然るべき場合、特にデータの不完全又は不正確な性質を理由とする、データ

利用停止

の訂正、削除又はブロックする権利、訂正、削除又はブロックされたデータ
が開示された第三者に対して通知する権利を保障する。ただし、これが不可
能又は過度の困難を伴うことが確認された場合はこの限りではない。
（第 12
条 アクセス権）

収集制限

・ 特定、明確、及び合法的な目的のために収集されること。データが収集され
た目的が適切、妥当であり、過度でないこと。
（第 6 条）
・ データが収集されるデータ主体に対して、少なくとも以下の情報を提供しな
ければならない。管理者、処理される目的、データの受取人、回答義務、デ
ータにアクセスし修正を行う権利の有無、等の情報（第 10 条 データ主体
からデータを収集する場合の情報）

保有条件

・ 正確であり、必要な場合には最新の情報を維持すること。
（第 6 条 ）
・ データが収集された目的、又はそれが処理される目的のために必要なだけの
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期間、データ主体の特定が可能な形式で保存すること。
（第 6 条）
利用制限

・ 公正かつ適法に処理されること。
（第 6 条）
・ データが処理される目的が、適切、妥当であり、過度でないこと。目的に反
した方法で、処理されることのないこと。
（第 6 条）
・ 個人データが以下の条件を満たす場合にのみ、処理されることを確保する。
データ主体が明確に合意を与えた場合、契約の履行のために必要な場合、デ
ータ主体の利益を保護するために必要な場合、公衆の利益のために必要な場
合、管理者、データ開示の対象となる第三者又は当事者の利益のために必要
な場合、等。
（第 7 条）

事業者情報の公 ・ （該当なし）
開
出典：http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML

(c) EU データ保護指令の改正案（General Data Protection Regulation）
2012 年 1 月 25 日に欧州委員会から発表された EU データ保護指令の改正案において、自己情
報コントロールに関する内容を整理した結果を図表 II.4.2-17 に記す。
EU データ保護指令の改正案は、欧州連合における個人データ保護に関する包括的アプローチ
の内容を受けて作成されたものである。
この中では、欧州連合における個人データ保護に関する包括的アプローチで述べられているよ
うに、忘れられる権利、データポータビリティの権利、データ最小化の原則が示されている。
忘れられる権利とは、データの収集又は処理の目的との関係で必要のなくなった場合、本人が
同意を撤回した場合、同意を与えた保存期間を越えた場合、に個人データが削除されることを記
すが、これは自己情報コントロールにおける構成要素の削除に含めた。また、忘れられる権利で
は、事業者がパーソナルデータを第三者に提供していた場合、そのデータを処理している第三者
に対して事業者は本人がそのデータの削除を要求していることを通知する必要があると述べてい
る。データポータビリティでは、事業者からの妨害なしで、自らのパーソナルデータを移動する
権利を有することが示されおり、この内容は構成要素のデータポータビリティで記す。また、デ
ータ最小化の原則として、処理する目的に関して必要最小限の範囲にパーソナルデータは制限さ
れるべきことが示されており、この内容は構成要素の収集制限に含めた。
なお、その他の構成要素の整理方法は、前述した海外法制度と同様である。
図表 II.4.2-17
構成要素

EUデータ保護指令の改正案における自己情報コントロールの内容
内容（一部要約）

アクセス

・ データ主体はいつでも、自らに関する個人データが処理されているかどうか

（確認）

を管理者から確認する権利を有する。また、データ主体の個人データが処理
されている場合、管理者は以下の情報を提供するものとする。処理の目的、
関係する個人データの種類、開示された場合の受取人、保有期限、削除又は
制限を要求できる権利を有すること、監督機関に不満を申し出る権利を有す
ること、監督機関の連絡先の詳細、情報の取得元の情報、等。
（第 15 条 デ
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ータ主体がアクセスする権利）
・ データ主体は管理者から処理されている個人データの情報を得る権利を有
する。
（第 15 条 データ主体がアクセスする権利）
訂正

・ データ主体は、自らに関する個人データが不正確な場合に、その情報を訂正
する権利を有する。データ主体は是正命令によって、不完全な個人データを
完全なものにする権利を有する。
（第 16 条 訂正する権利）

削除

・ データ主体は、以下の場合、自らに関する個人データを削除する権利を有す
る。データの収集又その他処理の目的との関係で必要のなくなった場合、デ
ータ主体が同意を撤回した場合、同意を与えた保存期間を越えた場合、法的
根拠がない場合、データ主体が異議を申し出た場合、等。
（第 17 条、忘れら
れる権利、削除する権利）
・ データ管理者が個人データを公開していた場合、当該データを処理している
第三者に対し、データ主体がその個人データに関する全てのリンク、コピー
又は複製の削除を要求していることを通知するため、技術的手段を含めた全
ての道理的手段を取る必要がある。管理者が第三者に個人データを公開して
いた場合、コントローラーはその公開に責任を負うとみなされる。
（第 17 条、
忘れられる権利、削除する権利）

利用停止

・ （利用停止（ブロック）の文言は使用されていない）

データポータビ ・ データ主体は、電子的かつ一般的に許可され使用されている形態で、処理さ
リティ

れているデータのコピーを取得する権利を有する。
（データポータビリティ
の権利）
・ データ主体は管理者からの妨害なしで、自らの個人データを移動する権利を
有する。
（データポータビリティの権利）

収集制限

・ 明示的かつ合法的、指定された目的のために個人データは収集される必要が
ある。
（第 5 条 個人データの処理に関する原則）

保有条件

・ 適切、妥当であり、処理する目的に関して必要最小限の範囲に制限されなけ
ればならない。
（第 5 条 個人データの処理に関する原則）
・ 個人データは正確かつ最新の状態に保たれる必要がある。個人データが不正
確な場合に、個人データが処理される目的を考慮して遅延なく削除又は訂正
が行われるため、全ての合理的な手段は講じられる必要がある。
（第 5 条 個
人データの処理に関する原則）
・ 目的のため個人データが処理される必要性は無くなるのと同時に、データ主
体の識別が可能な形式でデータは保持されない必要がある。
（第 5 条 個人
データの処理に関する原則）

利用制限

・ 公平かつ合法的、かつ透明性のある方法で個人データは処理される必要があ
る。
（第 5 条 個人データの処理に関する原則）
・ 目的に矛盾した形での処理は禁止される。
（第 5 条 個人データの処理に関
する原則）

事業者情報の公 ・ データ主体に関する個人データが収集される際は、管理者は少なくとも以下
開

の情報を提供するものとする。管理者及びデータプロテクションオフィサー
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の身元及び連絡先、処理する目的、保持期限、アクセス・訂正・削除・処理
の停止を要求できる権利を有すること、監督機関に不満を申し出る権利を有
することとその連絡先の詳細、個人データの受取人、等。
（第 14 条 データ
主体への通知）
出典：http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/
com_2012_11_en.pdf

(d) カナダ CIO のプライバシーコンセプト
カナダ CIO のプライバシーコンセプトにおいて、自己情報コントロールに関する内容を整理し
た結果を図表 II.4.2-18 に記す。
自己情報コントロールに関連するカナダ CIO のプライバシーコンセプトの内容については、基
本的に OECD8 原則や EU 指令と同様の内容になる。ただし、本コンセプトには、自己情報の削
除、利用停止に関する内容は明記されていない。
なお、自己情報コントロールの構成要素の整理方法は、前述した海外法制度と同様である。
図表 II.4.2-18 カナダCIOのプライバシーコンセプトにおける自己情報コントロールの内容
構成要素
内容（一部要約）
アクセス

・ 個人から要求があった場合、存在、使用又は開示されたパーソナル情報が個

（確認）

人に対して通知されること。加えて、それらの情報へのアクセスが与えられ
ること。
（個人のアクセス）

訂正

・ 個人は正確かつ完全な情報にすることを要求でき、情報を適切な状態に訂正
することができる。
（個人のアクセス）

削除

・ （該当なし）

利用停止

・ （該当なし）

データポータビ ・ （該当なし）
リティ
収集制限

・ パーソナル情報の収集は、組織により明らかにされた目的に必要な範囲に制
限されること。パーソナル情報は公平かつ正当な理由で取得されること。
（収
集の制限）
・ パーソナル情報が取得される際、又は取得される前に、組織によりパーソナ
ルデータを取得する目的が明らかにされること（目的の識別）
・ 個人への通知と同意はパーソナル情報を収集する際に必要とされる。
（同意）

保有条件

・ パーソナル情報は目的のために使用する必要の範囲で正確、完全、最新であ
ること。
（正確性）
・ パーソナル情報は目的の実現に必要な限りにおいて保有されること。
（使用、
開示、保有の制限）

利用制限

・ パーソナル情報は、個人の同意のある場合、又は法的要求のある場合を除い
て、収集された目的以外の理由では使用又は開示されないこと。
（使用、開
示、保有の制限）
・ 個人への通知と同意はパーソナル情報を使用、開示をする際に必要とされ
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る。
（同意）
事業者情報の公 ・ 組織は個人に対して即座に、個人情報の管理に関係のある組織のポリシーと
開

行為について特定の情報を用意できること。
（公開）
出典：http://www.tbs-sct.gc.ca/pgol-pged/piatp-pfefvp/course2/mod1/mod1-2-eng.asp

(2) その他
(a) Consumer Privacy Bill of Rights
2012 年 2 月 23 日に米国のホワイトハウスから発表された Consumer Privacy Bill of Rights
の内容ついて図表 II.4.2-19 に記す。なお、オバマ政権は、米国民のオンライン・プライバシー
をこの法案に基づき保護するための法律制定を目指して米議会と協議する計画であり、Mozilla、
マイクロソフト、Google もこの提案に賛同することを表明している。
本法案では、消費者は企業がどのようなパーソナルデータを収集し、どのように使用するのか
コントロールする権利を有すると示しているように、自己情報コントロールに関する内容が強く
主張されている。また、本法案の解説を見ると「Do Not Track」規制（利用者がオンライン行動
追跡を拒否する意志を Web サイトに伝えることができる仕組み）
に関する記述が多く含まれてお
り、この Do Not Track に対する事業者の対応を強く意識していることが伺える。
自己情報コントロールの構成要素の整理方法は、前述した海外法制度と同様である。
図表 II.4.2-19
構成要素

Consumer Privacy Bill of Rightsにおける自己情報コントロールの内容
内容（一部要約）

アクセス

・ 消費者は使用可能な形態で、またデータの機密性とデータが不正確であった

（確認）

場合に消費者の被るリスクが適当な方法でパーソナルデータにアクセスし、

訂正

訂正する権利を有する。
（アクセスと正確性）

削除

・ （該当なし）

利用停止

・ （該当なし）

データポータビ ・ （該当なし）
リティ
収集制限

・ 消費者は、企業がどのようなパーソナルデータを収集し、どのように使用す
るのかコントロールする権利を有する。
（個人によるコントロール）
・ 消費者は、自らがデータを提供するコンテキストと一致する方法で、企業が
パーソナルデータを収集、使用、開示することを要求する権利を有する。
（コ
ンテキストの尊重）

保有条件

・ 消費者は、企業が収集及び保持するパーソナルデータについて、合理的に制
限する権利を有する。
（限定された収集）

利用制限

・ 消費者は、Consumer Privacy Bill of Rights への準拠を確保するために適切
な措置を講じた企業によってパーソナルデータが扱われる権利を有する。
（アカウンタビリティ）

事業者情報の公 ・ 消費者は、プライバシー及びセキュリティの慣行に関する情報について、容
開

易に理解及びアクセスできる権利を有する。
（透明性）
出典：http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/privacy-final.pdf
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(3) まとめ
海外では、我が国とは異なり自己情報へのアクセス、訂正、削除といった個人の権利が、法制度
等で認められている。
EU では、自己情報コントロールに関する内容と考えられる、
「忘れられる権利」や「データポー
タビリティ」が EU データ保護指令の改正案の中で明記されており、自己情報コントロールに関す
る個人の権利を強められる方向で議論が進んでいると考えられる。
また、米国でも、Consumer Privacy Bill of Rights の中で、消費者は事業者がどのようなパーソ
ナルデータを収集しどのように使用するのかコントロールする権利を有する、
と述べているように、
自己情報コントロールに関する個人の権利を強化する方向性だと考えられる。
このように、EU、米国ともに、これら自己情報コントロールに関する権利は今後強化される方
向であると想定される。

4.2.3. 自己情報コントロールに関する法制度等のまとめ
自己情報コントロールに関する法制度等の内容を整理した結果を、図表 II.4.2-20、図表 II.4.2-21
に記す。なお、Consumer Privacy Bill of Rights については、米国の制度上、法案が成立するかどう
か不透明なため、図表 II.4.2-20、図表 II.4.2-21 には含めていない。
まず、自己情報コントロールに関する法制度を整理すると、その構成要素は概ね個人の権利と事業
者の義務に分けることができると考えられる。ここでは、我が国の個人情報保護法と行政機関個人情
報保護法において、アクセス（確認）
、訂正、削除、利用停止に関する個人の権利を規定していないも
のの、実質的にそれらの行為は行える形となっている。
また、個別の自己情報コントロールの構成要素について見ると、各法制度で基本的に大きな差異は
ないものの、EU データ保護指令の改正案等で新たにいくつかの自己情報コントロールに関する内容
が示される等、次に述べるように、一部の構成要素では内容が大きく異なることが分かる。
まず、個人の権利では、削除の構成要素において新たに「忘れられる権利」が示されている。この
忘れられる権利の中では、事業者が個人データを第三者に提供していた場合に、事業者はその第三者
に対して本人が自己情報の削除を要求していることを通知する必要があることも示している。
この他、
新たな個人の権利として「データポータビリティ」が挙げられる。
事業者の義務に関しては、収集制限の構成要素において新たに「データ最小化」の原則が示されて
いる。また、保有制限の構成要素に関して、行政機関個人情報保護法では、個人情報ファイルを保有
する際の総務大臣への事前通知と、個人情報ファイル簿の公表が義務付けられており、他の法制度よ
りも厳しい内容が義務付けられている。事業者情報の公開の構成要素では、自己情報の保有期限を明
記することが示されている。
この他、図表 II.4.2-20、図表 II.4.2-21 には挙げていないものの、収集制限に関連する内容として
Consumer Privacy Bill of Rights では「Do Not Track 規制」に関する内容が示されており、米国で
は本規制への対応が今後進められると考えられる。
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図表 II.4.2-20 自己情報コントロールの構成要素（個人の権利）
＜凡例＞ ◎：個人の権利を規定
○：権利は規定されていないものの実質的に可能

個人の権利

アクセス（確認）

訂正

削除

利用停止

OECD8原則

◎

◎

◎

EUデータ保護指令

◎

◎

◎

◎

EUデータ保護指令
改正案

◎

◎

◎

◎

カナダCIOのプライ
バシーコンセプト

◎

◎

○

○

データポータビリティ

原則等

個人情報保護法

◎

・「忘れられる権利（right to be forgotten）」
データの収集又は処理の目的との関係で必要
のなくなった場合、データ主体が同意を撤回し
た場合、同意を与えた保存期間を越えた場合に
自己情報を削除する権利

○

・データのコピーを取得
する権利を有する
・ 管理者からの妨害な
しで、自らのパーソナ
ルデータを移動する
権利を有する

○

（個人の権利として確立されてはいないものの、実態として事業者の義務の中で個人情報の開示、訂
正、削除、利用停止は可能なため「○」）

行政機関個人情報
保護法

○

○

○

○

（個人の権利として確立されてはいないものの、実態として事業者の義務の中で個人情報の開示、訂
正、削除、利用停止は可能なため「○」）

図表 II.4.2-21 自己情報コントロールの構成要素（事業者の義務）
＜凡例＞ ◎：事業者の義務を規定

事業者の義務

収集制限

保有条件

利用制限
（公開、提供を含む）

事業者情報の公開

OECD8原則

◎

◎

◎

◎

EUデータ保護指令

◎

◎

◎

◎

◎

◎

原則等

EUデータ保護指令
改正案

・処理する目的に関して必要最
小限の範囲に制限されなけ
ればならない（データ最小化
の原則）

◎
・自己情報の保有期限の明
示

カナダCIOのプライバ
シーコンセプト

◎

◎

◎

◎

個人情報保護法

◎

◎

◎

◎

行政機関個人情報
保護法

◎

◎

◎

◎

・個人情報ファイルを保有する
際は大臣へ事前通知が必要
・保有している個人情報ファイ
ルについて個人情報ファイル
簿を作成して公表が必要
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4.3. 自己情報コントロールの IT 実装の動向
自己情報コントロール機能の動向調査では、まず、国内外における自己情報コントロールの事例に
ついて調査する。この中では、現在、海外で出現し始めている Personal Data Service と呼ばれるよ
うな自己情報をコントロールするためのサービスについて調査するとともに、SNS やその他 Web サ
ービス等に実装されている自己情報コントロール機能について整理する。
その後、利用者のサービス利用に与える影響等について調査した事例と自己情報コントロール機能
の効果について有識者にインタビューした結果をまとめ、その効果について考察する。

4.3.1. 自己情報コントロール機能の事例
(1) Personal
海外では自己情報をコントロールするためのサービスとして Personal Data Service が出現し始
めているが、本サービスはこれに類するものである。本サービスを用いることで、利用者はインタ
ーネット上で一元的かつ安全に自己情報を管理できると共に、誰に情報を開示するかコントロール
できる。
本サービスで提供される自己情報コントロール機能では、本人のみが自己情報へのアクセスと自
己情報の訂正、削除、公開を行うことができる。また、管理できる情報の種類は名前や住所等の一
般的なものから、好きな本や食べ物、ブランド、自動車や旅行プラン等、100 種類以上に上り、公
開する自己情報の選択機能を用いて特定の情報を第三者へ公開することで、その情報に関する提案
を受けることができる。例えば、旅行プランを検討している場合にその情報を旅行代理店に公開す
ることで、お勧めの旅行プランの提案等を受けることができる。
また、現在は機能として実装されていないものの、今後提供されるマーケットプレイス上で特定
の自己情報を第三者へ提供することで、利用者は対価を得ることができる見込みとなっている。な
お、その際に第三者へ提供される情報は、匿名された状態の非センシティブデータになる（同様の
サービスとして、
「2. パーソナル情報活用ビジネスの状況調査」に記す STATZ 等が挙げられ
る）
。
図表 II.4.3-2 には、自己情報コントロールの構成要素に従い整理した本サービスで提供されてい
る自己情報コントロール機能を記す。ただし、
「事業者情報の公開」の構成要素については、サービ
スを提供する事業者のホームページ等で機能的に足りるため、自己情報コントロール機能の整理の
対象から外している（以降に記す事例についても同様）
。
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図表 II.4.3-1 Personalの自己情報コントロール機能
自己情報の管理画面

詳細な自己情報の管理画面

情報の種類毎に
詳細な自己情報
を管理可能

100種類以上の情報の種類
を管理可能
自己情報の公開先の管理画面

公開先。情報の種類ごとに
公開先を設定可能

出典：http://www.personal.com

構成要素

図表 II.4.3-2 Personalの自己情報コントロール機能内容
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス
（確認）

・ 自己情報へのアクセ ・ 本人のみ自己情報の登録が可能。また、保存されて
ス

いる自己情報の確認が可能。

訂正

・ 自己情報の訂正

・ 本人のみ自己情報の訂正が可能。

削除

・ 自己情報の削除

・ 本人のみ自己情報の訂正が可能。

利用停止

－

－

デ ー タ ポ ー ・ 自己情報の規定フォ ・ 本サービスに登録している自己情報を、ボタン一つ
タビリティ

ームへのコピー

で規定のフォームにコピーして印刷したり、保存し
たりすることが可能。
（フォームの例：有権者登録申
込用紙、赤十字の緊急連絡用カード等。ただし、本
サービスで予め用意されているフォームのみに自己
情報をコピーすることが可能）

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

・ 公開する自己情報の ・ 名前や住所、好きな本や食べ物、趣味等、どの自己
選択

情報を外部に公開するか設定可能。

・ 自己情報の公開範囲 ・ 公開する人やコミュニティ、企業等、自己情報を公
の制御

開する範囲を制御することが可能。
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・ 自己情報の第三者へ ・ マーケットプレイス（オプトインかつ許可制）を用
の提供の管理（本機

いて自己情報を特定の第三者に提供することが可

能は 2012 中にリリ

能。加えて、利用者は提供した情報により対価を得

ース予定）

ることができる。第三者へ提供する情報は、匿名な
状態での非センシティブなデータになる。
（例：好き
なブランド、購入予定品、旅行プラン、等）

(2) Mydex
本サービスも前述の Personal と同様、Personal Data Service に類するものである。Mydex は自
己情報の管理を助けるサービスであり、これにより利用者は自己情報へ容易にアクセスできるとと
もに、当該情報をどの事業者や団体に共有するかコントロールできる。また自己情報は常に暗号化
されているため、安全に管理することができる。
本サービスでは、Mydex とその他の事業者間で自己情報を共有する機能を提供する。また当該機
能により、Mydex と事業者のシステムのいずれでもデータの訂正と更新が可能となる。また、自己
情報の共有時に当該情報に認証を付加するため、当該情報を共有した場合にはその認証も同時に共
有される。
図表 II.4.3-3 Mydexの機能概要
Brent Council（ロンドン内にある自治体の議会）

データの共有 (個人、 Brent Council共にデータを相手側または自分の側に
共有することができ、加えてそれぞれの側で編集、更新することができる）

出典：http://mydex.org/
http://www.socitm.net/download/1128/mydex-individuals_
and_personal_data_stores_as_enablers_of_reform
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構成要素

図表 II.4.3-4 Mydexの自己情報コントロール機能内容
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス
（確認）
訂正

・ 自己情報へのアクセ ・ 自己情報へのアクセスが可能。
ス
・ 自己情報の訂正

・ 自己情報の訂正が可能。

・ 複数サービスで連動 ・ 自己情報を特定の事業者と共有した場合、Mydex と
した自己情報の訂正

事業者の
サービスのどちらでも自己情報の訂正を行うことが
でき、訂正した自己情報はいずれのサービスにも反
映される。

削除

－

－

利用停止

－

－

デ ー タ ポ ー ・ 自己情報の共有
タビリティ

・ Mydex と他の事業者のサービスで自己情報を共有す
ることが可能。

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

－

－

(3) FireFox
FireFox は Do Not Track 機能を備えた Web ブラウザである。
Do Not Track 機能を用いることで、他者による Web 上での行動追跡を利用者自身が制御できる。
利用者はオンライン行動追跡を拒否する意志を自らが参照する Web サイトに伝えることができ、
これにより、利用者に対してパーソナライズ化された広告が表示されなくなる。
ただし、本機能が有効に作動するためには、Web サイト側のサーバの対応が必要となる。
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図表 II.4.3-5 FireFoxのDo Not Track機能概要

①
②
③
④
⑤

FireFoxのユーザーはDo Not Trackヘッダー（DNTヘッダー）を使用可能にする
ユーザーの使用するFireFoxブラウザは商用WebサイトにDNTヘッダーを送信する
商用Webサイトはコンテクストを返信する
第三者の広告配信業者はユーザーからDNTヘッダーを受信する
広告配信業者はパーソナライズ化されていない広告とログを表示する

出典： http://firstpersoncookie.wordpress.com/2011/01/23/more-choice-and-controlover-online-tracking/

構成要素

図表 II.4.3-6 FireFoxの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス

－

－

－

－

（確認）
訂正
削除

・ 自己情報の削除

・ 表示した Web ページの履歴や保存されている
Cookie を削除可能。

利用停止

－

－

データポー

－

－

タビリティ
収集制限

・ Do Not Track 機能

・ 本ブラウザから、他の Web サイト上で自らの行動が
追跡されることを禁止するように通知することが可
能。これにより、利用者に対してパーソナライズ化
された広告が表示されなくなる。

保有条件

－

－

利用制限

－

－
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(4) Network Advertising Initiative（NAI Opt-out Tool）
Network Advertising Initiative（NAI）は、オンライン広告のネットワーク業者とサービス業
者からなる米国の団体である。NAI はホームページ上で、無料のオプトアウトツール（NAI
Opt-out Tool）を提供しており、利用者は当該ツールを用いることで、NAI の会員企業から提供
される行動ターゲティング広告に対しオプトアウト（広告配信を拒否）することができる。
オプトアウトツール上では、NAI の会員企業からのアクティブ cookie が利用者の PC に存在す
るかどうか表示される。利用者はその内容を確認し、ツール上で会員企業に対するオプトアウト
を選択すると、その情報が会員企業に送信されるとともに、利用者の PC のアクティブ cookie が
オプトアウトクッキーに置き換えられる。
図表 II.4.3-7 NAI Opt-out Toolの機能

出典：http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
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図表 II.4.3-8 NAI Opt-out Toolの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容

構成要素

機能
アクセス

－

－

訂正

－

－

削除

－

－

利用停止

－

－

データポー

－

－

・ オプトアウトツール

・ 利用者の PC に存在するオンライン広告配信企業の

（確認）

タビリティ
収集制限

アクティブ Cookie をオプトアウト Cookie に置き換
えることで、行動ターゲティング広告が提供されな
いようにする。また、それとともに、広告配信を拒
否する旨を通知することが可能。
保有条件

－

－

利用制限

－

－

(5) Facebook
世界で最も利用者数の多い SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス ）である。
本サービスでは、自己情報コントロール機能として、公開する自己情報の選択機能、公開範囲の
制御機能、検索エンジンで検索した際に Facebook 上の自己情報を表示するかどうか設定する機能
等を備えている。また、他のサービスに登録されている自己情報を本サービスに取り込む機能を備
えており、その逆の操作を行うことも可能となっている。
図表 II.4.3-9 Facebookにおける自己情報の公開範囲の制御機能
利用者
利用者
公開項目、公
開範囲設定

サービス事業者
サービス事業者
1

※下記項目等の制御が可能
 居住地、出身地
 性別、生年月日、血液型、恋愛
対象、自己紹介
 交際ステータス
 友達、家族
 勤務先、学校
 宗教、政治観、尊敬する人物、
好きな言葉
 好きな音楽、本、映画、テレビ、
ゲーム、スポーツ、チーム、選手
 アクティビティ、趣味
 位置情報（チェックイン）

処理の
流れ

公開項目、
公開範囲の
制御

パーソナル
情報

その他情報
（投稿内容等）

第三者
第三者
2

※項目毎に、下記のような公開範
囲の設定が可能
 「公開」
 「友達まで公開」、
 「自分のみ公開」
 「カスタム公開」（個人名の指定
等）
 その他、家族、勤務先、学校等

公開

友達まで公開

カスタム公開
(個別開示等)

家族、勤務先、
学校等の範囲
での公開

1.利用者は住所や生年月日など、項目毎に公開範囲を設定する。
2.「公開項目、公開範囲の制御」処理により、どこまでの範囲に情報を公開するか制御される。
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図表 II.4.3-10 Facebookの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス
（確認）

・ 自己情報へのアクセ ・ 自己情報へのアクセスが可能。
ス

訂正

・ 自己情報の訂正

・ 自己情報の訂正が可能。

削除

・ 自己情報の削除

・ 自己情報の削除が可能。また、投稿の削除やタグ付
けされている写真や動画の削除が可能。

利用停止

－

デ ー タ ポ ー ・ 自己情報の移動

－
・ 他のサービスに登録されているメールアドレス等の
情報を Facebook に取り込むことができる。また、そ

タビリティ

の逆のオペレーションも可能。ただし、情報を移動
できるサービスは限られている。
収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

・ 公開する自己情報の ・ 住所、生年月日、勤務先、学歴等、どの自己情報を
選択

外部に公開するか設定可能。また、自分が記述する
投稿についても、作成するたびに公開するかどうか
を設定可能。

・ 自己情報の公開範囲 ・ 「公開」
、
「友達まで公開」
、
「自分のみ公開」の設定
の制御

の他に「カスタマイズ」設定で個々人への公開を制
御可能。また、家族、勤務先、学校の範囲での公開
設定等も可能。Facebook 内又は一般的な検索エンジ
ンでの検索時に、自分の情報を表示するかどうか設
定可能。

(6) ポケットカルテ
利用者自らが自己の生涯健康・医療・福祉履歴情報を保管することができ、いつでもどこでも携
帯電話や PC から自身の健康情報の閲覧、メンテナンス等が可能となるサービスである。
本サービスはデータポータビリティを意識した機能の設計となっており、医療機関や所属する健
保組合等が変わった場合でも利用者は自己情報を一元管理することができる。また、保存されてい
る自己情報は、携帯電話や PC を用いて別の医療機関に見せることもできる。
また、利用者が特定の情報（例えば、一度の検診情報の中の血圧や体重等の情報）を訂正した場
合、その他の情報についても有用性が低下することで、本人が不利益を被る可能性があるため、自
己情報の訂正機能はあえて実装していない。

148

図表 II.4.3-11 ポケットカルテの機能概要
※実線の矢印の流れ以外に、点
線の矢印の流れの場合もある

ヘルスケア家計簿
（インテージ）

ポケットカルテ（SCCJ/京都医療センター内）

ヘルスケア家
計簿データ

情報連携

デジタル
領収書
携帯電話でQRコードを読込
み自己情報を登録、管理

PCで自己情報
を登録、管理

地域の小売業者
（薬店・コンビニ等）

構成要素

デジタル
領収書データ

医療情報

医療情報以外

ID-POSデータ享受

デジタル
領収書

ポケットカルテ
データ

医療サービスの利用
薬の購入等
IDのとれる会員等へ
入会し購入

ユーザー

医療機関
（病院、診療所、調剤薬局）

領収書（紙）
QRコード印字

図表 II.4.3-12 ポケットカルテの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス

自己情報へのアクセス

（確認）

検診情報や領収書情報（医療費）等を本機能上で入力し
て、確認することが可能。

訂正

－

（利用者が特定の情報（例えば、一度の検診情報の中の
血圧や体重等の情報）を訂正した場合、その他の情報に
ついても有用性が低下することで、利用者が不利益を被
る可能性があるため、訂正機能はあえて実装していな
い）

削除
利用停止

自己情報の削除
（該当なし）

カルテ単位、領収書単位で自己情報を削除可能。
（該当なし）

デ ー タ ポ ー 自己情報の携帯

医療機関や所属する健保組合等が変わっても、本機能上

タビリティ

で自己情報を一元管理できること、また、それらの情報
を携帯電話や PC を用いて別の医療機関等に対して提示
できることで、データポータビリティを実現している。

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

公開する自己情報の選 性別や職業、月収、食品費、外食費、趣味・娯楽費等、
択

コミュニティの中で公開する自己情報を選択可能。
（ポ
ケットカルテと連動するヘルスケア家計簿の機能）
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(7) ミクシィ
我が国の SNS の中で最も利用者数の多いサービスである。
自己情報コントロール機能として、前の週に誰が自分の情報を参照したか確認できる「訪問者機
能」を備えている。
ミクシィでは従来、
「足あと機能」と呼ばれる他者が自らのページを訪問した時間をリアルタイム
に、かつ自らと無関係な人についても表示する機能を備えていたが、2011 年 6 月より当該機能を廃
止し、上記の「訪問者機能」に変更している。ミクシィはその理由として、従来の「足あと機能」
は一度アクセスすれば足あとが必ず残り（あとで削除することも可能）
、訪問される方にとっては訪
問者の把握に役立つが、
訪問する方にとっては自分の訪問がその時刻も含めて必ず相手に通知され、
気軽に友人のページを訪問できなくなっていたため、と説明している。
図表 II.4.3-13 ミクシィの訪問者機能

ミクシィトップページ

出典：http://japan.internet.com/busnews/20110607/5.html、
http://mixi.jp/guide.pl?id=new_info
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図表 II.4.3-14 ミクシィの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス
（確認）

・ 自己情報へのアクセ ・ 自己情報へのアクセスが可能。
ス
・ 他者による自己情報 ・ 前の週に自らのページを参照した人を「訪問者」と
の参照履歴の表示

して履歴に表示する。ただし、
「訪問者」には友達等
の自分自身と何かしらの関係のある利用者のみが表
示される。

訂正

・ 自己情報の訂正

・ 自己情報の訂正が可能。

削除

・ 自己情報の削除

・ 自己情報の削除が可能。
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利用停止

－

デ ー タ ポ ー ・ 自己情報の移動
タビリティ

－
・ 他のサービスに登録されている自己情報をミクシィ
に取り込むことができる。また、その逆のオペレー
ションも可能。ただし、情報を移動できるサービス
は限られている。

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

・ 自己情報の公開範囲 ・ 氏名、住所、趣味、職業等の自己情報について、
「全
の制御

体に公開」
、
「友人まで公開」
、
「友人の友人まで公開」
等、公開範囲を制御可能。

(8) ねんきんネット
日本年金機構が提供する、自宅の PC からインターネットを通じていつでも年金記録を確認でき
るサービスである。年金記録は毎月更新されており、加入履歴や国民年金の保険料納付状況、厚生
年金の標準報酬月額等を確認することが可能である。
自己情報コントロール機能として、自らの年金履歴を確認できる機能が備わっており、本機能を
使用することで、実際に失われていた厚生年金の記録を発見することができたとの事例が挙がって
いる。
図表 II.4.3-15 ねんきんネットの履歴の表示機能
ねんきんネットによって過去の年金記録を
回復した事例：（沖縄県：Aさん、61歳）
ねんきんネットで「未加（年金制度に未加入）」
と表示されていたことから、年金事務所を
訪問し、2つの厚生年金の記録を発見する
ことができた。

クリックすると
詳細を表示する

出典：http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/hoken/hoken_nenkin/nenkin/
nenkin-net_merit.pdf

151

構成要素

図表 II.4.3-16 ねんきんネットの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス

・ 自己情報へのアクセ ・ 自己情報へのアクセスが可能。

（確認）

ス
・ 履歴の表示

・ 年金加入開始から現在までの年金加入記録につい
て、月単位の加入制度を閲覧可能。また、各月の年
金記録情報から任意の月を選択すると、選択した月
の納付状況や標準報酬月額等の詳細情報を参照でき
る。将来受けとる年金見込額も確認が可能である。

訂正

－

－

削除

－

－

利用停止

－

－

データポー

－

－

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

－

－

タビリティ

(9) Amazon.com
オンラインストアとしては最大の規模を誇るインターネット小売販売サービスである。
自己情報コントロール機能として、自らが本サービス上で参照した商品の履歴を閲覧できるとと
もに、それらの履歴を削除することができる。ただし、自己情報の削除に関して、参照した商品の
履歴は削除できるものの、購入履歴は削除できないため、完全な削除機能を実装しているわけでは
ない。
図表 II.4.3-17 Amazon.comの履歴の表示、削除機能
Amazonホームページ

「すべてを削除ボタン」
を押下すると、閲覧履
歴が削除される

注文履歴確認画面

別画面で注文履歴
確認

注文履歴は削除されず、別途履歴を
削除できる機能も用意されていない

出典：http://www.amazon.co.jp/
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図表 II.4.3-18 Amazon.comの自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス
（確認）

・ 自己情報へのアクセ ・ 自己情報（本人の属性情報等）へのアクセスが可能。
ス
・ 履歴の表示

・ 自らが過去に参照した商品や購入した商品の履歴を
閲覧可能。

訂正

・ 自己情報の訂正

・ 自己情報（本人の属性情報等）の訂正が可能。

削除

・ 自己情報の削除

・ 自己情報（本人の属性情報等）の削除が可能。

・ 履歴の削除

・ 自らが参照した商品の履歴を削除可能。
（ただし、商
品を購入した履歴については削除できない）

利用停止

－

－

データポー

－

－

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

－

－

タビリティ

(10) 情報伝達経路の追跡技術
早稲田大学と岡山大学、日本電気(株)、(株)日立製作所、NEC システムテクノロジー(株)による
研究チームにより開発された、電子データや紙文書による情報伝達の経路を追跡する技術である。
現時点でまだ実用化されていないと考えられるが、このような技術を活用すれば、2 次事業者、
3 次事業者まで渡った自己情報等へのアクセスや訂正、削除等も可能だと想定される。
なお、本技術では、電子データに DRM（電子著作権管理）
、紙文書に電子透かしを埋め込み、
情報が伝達される経路上でチェックして集中管理サーバで記録することにより、異なる環境でも
情報の伝達状況や操作等を追跡できる。
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図表 II.4.3-19 情報伝達経路の追跡技術
A社
クライアントPC

エージェント

B社
ファイルサーバ
複合機
シュレッタ
エージェント

1.機密情報を
メール送信

エージェント

エージェント

GW/FW

管理者ルーム

エージェント

インターネット

エージェント
来歴サーバ
メールサーバ
カプセルサーバ
Webサーバ
生体認証サーバ
VPNサーバ

情報の流通経路・アクセス履歴を
監視・追跡

エージェント

エージェント

2.転送

C社

中央組織

エージェント

エージェント

エージェント

来歴DNS
共有カプセルサーバ
公開鍵管理サーバ
3.可搬媒体にコ
ピーして持ち帰り

暗号化ファイルの
アクセス権等を管理

エージェント

4.ID/PWを教えて転売

自宅

0

情報伝達経路の追跡技術は、以下のような技術で構成される
 DRMによる暗号化やアクセス権限による利用制限
 PCやサーバ、複合機などに情報の所在を管理するソフトウェアを組み込むことで、操作状況を管理サーバで集中的に把握し組織間
での情報の流通経路を可視化する 「来歴管理技術」
 経路情報の改ざんを防止しつつ、承認経路や従業員情報など、相手組織に開示したくない情報を隠すことのできる「グループ電子署
名技術」
 指紋や静脈などを使った生体認証のデータを保護する「テンプレート保護型生体認証技術」

出典：http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0911/30/news073.html
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図表 II.4.3-20 情報伝達経路の追跡技術の自己情報コントロール機能
自己情報コントロール
自己情報コントロール機能の内容
機能

アクセス

・ 情報伝達経路の追跡

・ パーソナル情報の追跡が可能。作成した電子データ

（確認）

に DRM（電子著作権管理）
、紙文書に電子透かしを

訂正

埋め込み、情報が伝達される経路上でチェックして

削除

集中管理サーバで記録することで、異なる環境でも
情報の伝達状況や操作等を追跡できる。
（ここでは、
2 次事業者、3 次事業者まで自己情報が渡った場合の
自己情報等へのアクセス、訂正、削除に活用できる
との意味で当該構成要素に記載している）

利用停止

－

－

データポー

－

－

収集制限

－

－

保有条件

－

－

利用制限

－

－

タビリティ

4.3.2. 自己情報コントロール機能のまとめ
Personal Data Service や SNS、その他 Web サービス等に実装されている自己情報コントロール機
能についてまとめた結果を図表 II.4.3-21 に記す。
図表 II.4.3-21 の全体を俯瞰すると、利用停止や保有条件の構成要素について自己情報コントロー
ル機能が見受けられなかったものの、その他の構成要素については、基本的に自己情報コントロール
機能は提供されている結果となっており、これらの機能によって既に一定のレベルで自己情報コント
ロールを実現できる状態であることが想定される。
また、EU データ保護指令の改正案で新たに示された権利であるデータポータビリティに対しては、
既に複数のサービスで自己情報コントロール機能を提供していることが分かるものの、これらの機能
は、あくまで限定されたサービスの範囲で使用できるものとなっている。情報伝達経路の追跡機能に
ついては、どの事業者が自己情報を保持しているか判別できる機能ため、忘れられる権利の中で述べ
られている第三者への削除の意思の通知や、第三者が保持する自己情報へのアクセスや訂正、削除に
活用できると想定される。
Do Not Track 規制に対応する Do Not Track 機能についても既に Web ブラウザには実装されてお
り、個人が使用可能な状態となっている。ただし、本機能が有効に作動するためには、Web サイト
側のサーバの対応が必要であるため、現時点で本機能がどの程度有効かは不透明な状況である。
Personal Data Service については、複数のサービス間で自己情報を共有できる機能や複数のサービ
ス間で連動して自己情報を訂正できる機能等、自己情報コントロールの観点で有望な機能を備えてい
るため、今後これらのサービスが発展すれば、更に個人が自己情報をコントロールしやすい環境が整
備されるものと想定される。
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図表 II.4.3-21 自己情報コントロール機能に関するまとめ
構成要素

自己情報コントロール機

自己情報コントロール機能の内容

能
アクセス

自己情報へのアクセス

（確認）

自己情報へのアクセス（自己情報の登録や確認等）が可能。
（Personal、その他サービス）

履歴の表示

自らが過去に当該サービスに対して行った行為の履歴を閲
覧可能。
（Amazon、ねんきんネット）

他者による自己情報の参

他者が自己情報を参照した場合に、その履歴を確認するこ

照履歴の表示

とが可能。
（ミクシィ）

情報伝達経路の追跡

自己情報の伝達経路を追跡することが可能。
（情報伝達経路
の追跡技術）

訂正

自己情報の訂正

自己情報の訂正、更新が可能。
（Personal、その他サービス）

複数サービスで連動した

複数サービスのどちらでも自己情報の訂正を行うことがで

自己情報の訂正

き、訂正した自己情報はいずれのサービスにも反映される。
（Mydex）

削除

情報伝達経路の追跡

（この内容はアクセス（確認）に記述）

自己情報の削除

自己情報の削除が可能。

履歴の削除

自らが特定の情報を参照した場合に、その履歴を削除でき
る。
（Amazon、ミクシィ）

情報伝達経路の追跡
利用停止

（この内容はアクセス（確認）に記述）

－

－

データポータ

自己情報の規定フォーム

当該サービスに登録している自己情報を、規定のフォーム

ビリティ

へのコピー

にコピーして印刷したり、保存したりすることが可能。
（Personal）

自己情報の共有、移動

自己情報を複数のサービス間で共有、移動することが可能。
（Mydex、Facebook、等）

自己情報の携帯

自己情報を一元管理でき、その情報を持ち運び別の事業者
へ提示することが可能。
（ポケットカルテ）

収集制限

Do Not Track 機能

Web サイト上での自らの行動が追跡されることを禁止する
ように通知することが可能。
（FireFox）

オプトアウトツール

Cookie の置き換えにより、行動ターゲティング広告を停止
する。
（Network Advertising Initiative）

保有条件

－

－

利用制限

公開する自己情報の選択

どの自己情報を外部に公開するか設定可能。
（Facebook、
ミクシィ、等）

公開範囲の制御

自己情報の公開範囲を制御可能。
（Facebook、ミクシィ、
等）

事業者情報の

－

（事例には挙げていないものの、ホームページでの情報公

公開

開等、公開する手法は複数存在する想定）
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4.3.3. 自己情報コントロール機能の効果
(1) IPA による調査結果
IPA の調査（
「Web サイトの利用意図に対するプライバシーに関する影響調査」に関するアンケ
ートの実施・集計業務）では、アクセス記録閲覧機能又は自己情報の開示範囲を設定する機能をサ
ービスに備えた場合の利用者の感じ方についてアンケートを実施している。結果として、アクセス
記録閲覧機能、開示範囲を設定する機能共にサービスに備わっていたほうが、利用者は利用したい
と感じるとの結果が出ている。以下、アンケート調査の結果について記す。なお、サンプル数は 1103
件で、性別、年代についてもほぼ均等にサンプルを取得している。
＜アンケート結果＞
 Q1-1(Single Answer)．民間のポータルサイト（※1）にアクセス記録閲覧機能（※2）が備
わっている場合、アクセス記録閲覧機能が備わっていない場合に比べて、あなたはどのよう
に感じますか。-アクセス記録閲覧機能が備わっている方を、利用したいと感じます。
※1 一般的な民間ポータルサイトのサービスとして、例えば以下のようなサービスが提供
されるものを想定してください。なお、これまでにこのような民間ポータルサイトを利用し
た事がある人は、そのサイトを想定して質問に回答してください。
（1）情報提供サービス：自分の居住地域や、興味のある分野（映画、音楽、株等）をポ
ータルサイトへ登録すると、居住地の 天気や、興味のある分野の最新情報やおす
すめ情報が、毎日自動的に送られてきます。
（2）簡易入力サービス：自分の氏名、住所、電話番号、クレジットカード番号等をポー
タルサイトへ登録すると、オンラインショッピング時に入力の手間を省く事が出来
ます。
（3）データ保管／共有サービス：自分の写真や音楽データ等をサイトへアップロードす
ると、そのデータを保管し好きな時に読みだす事が出来たり、友人等の他の人とデ
ータを共有したりする事が出来ます。
※2 自分の情報（4 情報（氏名／住所／性別／生年月日）
、写真等）にいつ誰がアクセスし
たのかを確認できる機能
図表 II.4.3-22 Q1-1回答結果
全体
1
2
3
4

そう思う
ややそう思う
どちらでもない
あまり思わない

5

全く思わない

実数
1103

%
100.0

129
424
357
144

11.7
38.4
32.4
13.1

49

4.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11.7
38.4
32.4
13.1
4.4

 Q1-2(Single Answer)．行政のポータルサイト（※3）にアクセス記録閲覧機能が備わって
いる場合、アクセス記録閲覧機能が備わっていない場合に比べて、あなたはどのように感じ
ますか。-アクセス記録閲覧機能が備わっている方を、利用したいと感じます。
※3 行政ポータルサイトのサービスとして、例えば以下のようなサービスが提供されるも
のを想定してください。
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（1）お知らせ確認サービス：自分の居住地、年齢、性別や、子供の年齢等を入力する事
により、自分や家族が受けられる 行政サービス（例えば、地域のイベント情報、
災害情報、健康診断や子供手当のお知らせ等）の 今まで気がつかなかった行政サ
ービスのお知らせが自動的に受けられます。
（2）簡易入力サービス：自分の氏名、住所、生年月日、性別等をポータルサイトへ登録
すると、電子申請／申告時に入力の手間を省く事ができます。
（3）行政情報の共有サービス：既に行政機関や自治体が管理している自分の情報（納税
情報、年金情報、住民記録情報等）について、行政機関間で情報がやり取りされる
ことにあなたが同意すれば、申請・申告で必要な書類を、あらかじめ自分で集めな
くても、行政機関間で情報が共有されるサービス。例えば、確定申告に住民票の添
付が必要な手続きについて、住民票をあらかじめ取得する手間が省けます。
図表 II.4.3-23 Q1-2回答結果
全体
1
2
3
4

そう思う
ややそう思う
どちらでもない
あまり思わない

5

全く思わない

実数
1103

%
100.0

162
426
342
115

14.7
38.6
31.0
10.4

58

5.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

14.7
38.6
31.0
10.4
5.3

 Q2-1(Single Answer)．民間のポータルサイトに開示範囲を設定する機能（※4）が備わっ
ている場合、開示範囲を設定する機能が備わっていない場合に比べて、あなたはどのように
感じますか。-開示範囲を設定する機能が備わっている方を、利用したいと感じます。
※4 自分の情報（4 情報（氏名／住所／性別／生年月日）
、写真等）について、何を誰まで
見せるかを自分で設定する機能
図表 II.4.3-24 Q2-1回答結果
全体
1
2
3
4

そう思う
ややそう思う
どちらでもない
あまり思わない

5

全く思わない

実数
1103

%
100.0

215
462
292
101

19.5
41.9
26.5
9.2

33

3.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

19.5
41.9
26.5
9.2
3.0

 Q2-2(Single Answer)．行政のポータルサイトに開示範囲を設定する機能が備わっている場
合、開示範囲を設定する機能が備わっていない場合に比べて、あなたはどのように感じます
か。-開示範囲を設定する機能が備わっている方を、利用したいと感じます。
図表 II.4.3-25 Q2-2回答結果
全体
1
2
3
4

そう思う
ややそう思う
どちらでもない
あまり思わない

5

全く思わない

実数
1103

%
100.0

194
460
319
79

17.6
41.7
28.9
7.2

51

4.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

17.6
41.7
28.9
7.2
4.6
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(2) 有識者へのインタビュー結果
(a) NTT サイバーソリューション研究所へのインタビュー結果
NTT サイバーソリューション研究所（主幹研究員 武藤 信洋氏）に自己情報コントロール機
能の効果等に関してインタビューを実施した。なお、武藤氏は、論文「ライフログ利用サービス
における開示情報制御方式に関する基礎検討」の中で、自己情報の開示コントロール機能とその
効果について調査している。
武藤氏らが 2009 年頃に実施したアンケート調査において、ライフログを事業者に提供する条
件として、提供した自己情報の履歴を確認できることは比較的重要な要素になるとの結果が出て
いるとのことである。ただし、単にエクセル表のような形で数値の羅列をシステム上に表示して
も、利用者はどの情報を確認すれば良いか分からないためあまり意味がなく、システムにより自
動的にポイントを押さえた情報の表示が必要になるとのことであった。ただし、そのようなシス
テムを実現することは困難であり、過去に実施した研究の中では実現していないとのことである。
以下に当該論文でのアンケート結果を記す。
＜アンケート結果＞
 対象とする各種類の情報[I]～[V]※に対しユーザーが情報を提供してもらう上で必要な条件
を下記選択肢から複数回答を許可して選択してもらった。
※ [I] スケジュール履歴、[II] 移動履歴（滞在地，利用交通機関等）
、[III] 同行者履歴、[IV]
購買履歴、[V] 検索・Web サイト閲覧履歴
(1) 提供する情報の日時の範囲を指定できる - 14.0 ～ 21.8[％]
(2) 場所に関する情報を隠すことができる - 14.0 ～ 23.6[％]
(3) 一緒にいた人の情報を隠すことができる - 16.6 ～ 30.4[％]
(4) 特定の履歴のみを個別に隠すことができる - 26.3 ～ 37.9[％]
(5) 履歴がどのように保存されているか見られる - 30.0 ～ 38.9[％]
（記述している割合は「どのような条件でも履歴を提供したくない」と回答したユーザー以
外が提供条件として挙げた割合で、[I]～[V]の 5 種類のライフログ内で最大の割合の値と最
小の割合の値を記載）

(b) 京都医療センターへのインタビュー結果
（独）京都医療センターの北岡有喜氏によると、自己情報コントロール機能は、個人が安心感
を得る又は提供するサービスの受容性を上げる効果のために提供するといった観点ではなく、事
業者や国等のガバナンスとして当然、必要になるとのことであった。また、誰もが自己情報への
アクセス、訂正、削除等の個人の権利を求めた場合を考慮して、事業者や国は自己情報コントロ
ールを実現できる環境を構築しておく必要がある、と言及している。実際に北岡氏が運営に携わ
るポケットカルテでは、サービス開始当初からデータポータビリティ等の自己情報コントロール
を意識した機能を実装している。
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(c) 宮内弁護士へのインタビュー結果
宮内弁護士によると、Do not Track 機能等、本調査で挙げている自己情報コントロール機能の
事例については、どのような効果が出るのか分かり難いため、サービスを提供する事業者は提供
するサービス上やホームページ等で期待できる効果を利用者に詳しく説明すべきとのことであっ
た。加えて、Do not Track 機能等を利用者に使用してもらうため、情報を広く発信する必要があ
るとのことである。また、今回事例として挙げられている機能は発展段階のものであり、今後更
に効果的な機能になると想定される、とのことであった。
また、そもそも個人のプライバシーは、サービスを提供する事業者が守ろうと思わない限り保
護することはできないため、事業者のガバナンスとして自己情報コントロール機能を提供するよ
うに意識付ける必要があるとの指摘を受けた。また、事業者の Web サービスを構築する IT ベン
ダーは、自己情報コントロール機能を予め準備し、Web サービスを提供する事業者に対して提案
することで当該機能の利用を啓発する必要があるとのことである。

(3) 自己情報コントロール機能の効果のまとめ
IPA のアンケート調査では、他者による自己情報へのアクセス記録閲覧機能が備わっている方
のサービス（民間）を利用したいと感じる利用者が 50.1％、自己情報の開示範囲を設定する機能
が備わっている方のサービス（民間）を利用したいと感じる利用者が 61.4％に達している。また
NTT サイバーソリューション研究所のアンケートでも、ライフログを提供する際の条件として、
提供する情報の日時を指定できることや、場所又は同行者の情報を秘匿できること、自己情報の
履歴を秘匿又は確認できることを挙げる利用者がそれぞれ 15～40％程度（どのような条件でも履
歴を提供しない利用者を除く）となっており、一概には言えないものの、このことから自己情報
コントロール機能はサービスの利用や自己情報の提供に対して一定の効果があると想定される。
その一方で、有識者にインタビューを実施したところ、自己情報コントロール機能は、個人が
安心感を得る又はサービスの受容性を上げる効果のために提供するといった観点ではなく、事業
者や国等のガバナンスとして必要であるとの意見が挙げられている。

160

4.4. 自己情報コントロールに関するまとめ
4.4.1. 自己情報コントロールの構成要素と自己情報コントロール機能の比較
自己情報コントロールの構成要素の内容と自己情報コントロールを比較し、技術面及び運用面で考
察した結果について図表 II.4.4-1 に記す。なお、ここでは単一もしくは複数のサービス提供者で管理
する個人情報に関する自己情報コントロール機能について述べる。インターネット等の不特定多数が
取得可能な環境における個人情報の自己情報コントロール機能については、
別途議論が必要となるが、
本検討の範囲外とする。
比較した結果を見ると、大半の構成要素で技術面および運用面での対策により、基本的に実現可能
である。具体的には、
「アクセス」および「事業者情報の公開」は基本的に技術的に実現可能であり、
「訂正」
、
「削除」
、
「収集制限」
、
「保有条件」
、
「利用制限」は技術および運用により実現可能である。
また、データポータビリティや保有条件では一部のみの実現に留まることが分かる。
個別の構成要素では、まずアクセス、訂正、削除の運用面について、業界によってこれらのオペレ
ーションを可能とすべき情報は異なることが想定される。そのため、円滑にこれらの自己情報コント
ロール機能を実装するためには、アクセス、訂正、削除を可能とすべき情報を事業者に示す必要があ
ると考えられる。アクセスの構成要素に関しては、サービスの種類や情報の種類によっては履歴の開
示を求められるケースが想定されるものの、大量の自己情報の中から機能により自動で利用者の求め
る履歴を表示することは困難と予想できる。また、削除の構成要素に関連して、目的上、個人データ
が必要なくなった場合に当該データを削除する必要があるものの、必要性の判別をシステムで実施す
ることは困難であり、当該権利の対応を完全に機能化することは困難であると考えられる。加えて、
個人データを提供した第三者へ削除の意思を通知する必要があることから、データを提供した履歴を
管理することが個人側で求められる。さらに、公に情報が公開された場合には、誰が自己情報を保持
したのか分からないため、第三者への通知も技術的に困難であろう。
データポータビリティについては、サービスの範囲が限定されていない場合は技術的に実現困難だ
と考えられる。ただし、運用面で各サービスにおいて共通的なデータフォーマットを定義した場合に
は、一定の範囲で実現することは可能だと考えられる。
収集制限の構成要素に該当する Do Not Track 機能については、追跡拒否の意思を受ける側（Web
サービス側のサーバ）の対応が必要になるため、機能が効果を発揮するかどうかは、Web サービス側
の対応に依存する。
図表 II.4.4-1 自己情報コントロールに関するまとめ
凡例：◎（完全に実現可能）
、○（基本的に実現可能）
、△（一部実現可能）
、×（実現不可）
構成要素 法的要件（概要） 既存の自己情報コ

技術面での考察

ントロール機能

られること

クセス
・ 履歴の表示

運用面での考察

判定

アクセス 自らのデータに ・ 自己情報へのア ・ 基本的に自己情報へのアクセスは機
（確認） 関する情報を得

技術

能として実現されている

○ ・ 業界によっては、利用
者がアクセスすべきで

・ アクセスされた履歴の表示も実現さ

ない自己情報が存在す

・ 他者による自己

れている。また、第三者へ個人デー

ると想定される（公開

情報の参照履歴

タを提供した場合には、忘れられる

前の個人に対する評価

の表示

権利における第三者への削除意思の

等）

・ 情報伝達経路の

通知の必要性から、その履歴の管理

161

・ 誰が自らの情報にアク

追跡

が必要だと考えられる

セスしたか分かると、

・ 大量の自己情報の中から機能により

逆にサービスが利用さ

自動で利用者の求める履歴を表示す

れなくなる可能性があ

ることは困難である（例えばライフ

る（SNS で情報を見る

ログの提供履歴等）
。ただし、利用者

側が利用をためらう

の求める履歴を表示しないと機能と

等）

して効果がないことになる
・ 2 次事業者、3 次事業者まで自己情報
が渡った場合のアクセスは技術的に
困難なものの、情報伝達経路の追跡
技術等の研究も進んでいるため、実
現可能なものだと考えられる
訂正

自己情報が誤っ ・ 自己情報の訂正 ・ 自己情報の訂正を要求する機能は、
ている場合に訂 ・ 複数サービスで

多くのサービスで実現されている

己情報は異なると想定

正できること

連動した自己情

が、実際の訂正は運用員により実施

される。

報の訂正

する場合が多い

自己情報を誤って訂正

・ 情報伝達経路の ・ 対象となるサービスは限られている
追跡

できると、情報の改ざ

ものの、複数サービスにおける自己

んに該当する場合や、

情報について、整合性をもって訂正

データの整合性が崩れ

できる機能も実現されている

る等により運用に支障

・ 2 次事業者、3 次事業者まで自己情報

削除

△ ・ 業界毎に訂正可能な自

を来す場合が想定され

が渡った場合のアクセスは技術的に

る（例：血液型は銀行

困難なものの、情報伝達経路の追跡

では訂正可能なもの

技術等の研究も進んでいるため、実

の、病院では訂正可能

現可能なものだと考えられる

とすべきではない）

自己情報が誤っ ・ 自己情報の削除 ・ 基本的に自己情報の削除を要求する

△ ・ 業界により、削除可能

ている場合に削 ・ 履歴の削除

機能は、多くのサービスで実現され

なデータは異なると想

除できること。 ・ 情報伝達経路の

ているが、実際の削除は運用員によ

定される。また、自己

忘れられる権利

り実施する場合が多い

情報を誤って削除でき

の実現（目的上

追跡

・ 2 次事業者、3 次事業者まで自己情報

ると、情報の改ざんに

必要なくなった

が渡った場合の削除は技術的に困難

該当する場合や、デー

場合、同意を撤

なものの、情報伝達経路の追跡技術

タの整合性が崩れる等

回した場合、保

等の研究も進んでいるため、実現可

により運用に支障を来

存期間を越えた

能なものだと考えられる（この点に

す場合が想定される

場合等に削除す

ついては、EU データ保護指令の改正

（例：口座番号等）

る権利。第三者

案で、データを提供した第三者への

に削除の意思の

削除意思の通知の必要性が示されて

通知）

いる）
・ 公に情報が公開された場合には、誰
が自己情報を保持したのか分からな
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いため、第三者への通知さえも技術
的に困難だと想定される
・ 目的上必要なくなった場合をシステ
ムで判別することは困難なため、こ
の場合の自己情報の削除は技術的に
困難だと想定される
・ 同意を撤回した場合の自己情報の削
除は、技術的に可能な想定である
・ 保有期間を越えた場合の削除も、保
有期間を管理することで技術的に可
能である
・ 個人により自己情報の利用を停止す

× ・ EU データ保護指令の

ている場合に停

る機能を実現することは困難だと想

改正案からも本パター

止できること

定される

ンは削除されているよ

利用停止 自己情報が誤っ

－

（本パターンを

うに、本パターンが用

用いるべきケー

いられる場面は少ない

スは明確でな

想定である

い）
デ ー タ ポ 個人が自らのデ ・ 自己情報の規定 ・ 移動するシステムが限られている場
ー タ ビ リ ータのコピーを

フォームへのコ

ティ

ピー

取得する権利。

合については実現されている
・ 自己情報をコピーする機能も実現さ

妨害なしで自己 ・ 自己情報の共有、
情報を移動する
権利

移動
・ 自己情報の携帯

れている。

△ ・ 共通的なデータポータ
ビリティのフォーマッ
トが必要となる想定で
ある。その場合でも、

・ 情報の受け手はどのようなデータで

どの情報でも自由にサ

もシステムに取り込めるわけではな

ービス間で移動するこ

いため、機能間でデータを自由に連

とは困難だと考えられ

携することは困難である

る

・ 大量の自己情報（ライフログ等）を
移動し、かつ移動先でもデータの整
合性を保つことは困難である
収集制限 目的に沿った形 ・ Do Not Track 機 ・ 目的に沿った情報のみ取得する機能 △ ・ Do Not Track 機能で
での自己情報の
収集。
Do Not Track

能
・ オプトアウトツ
ール

を実装していれば問題ないと想定さ

は、ブラウザのみでな

れる（通常の機能はそのように構築

く、追跡拒否の意思を

されている想定）

受ける側（Web サービ

・ Do Not Track 機能についても、複数

の実現。

の Web ブラウザで実装されている

同意に基づくデ
ータの取得

ス側のサーバ）の対応
が必要になる

・ オプトイン、オプトアウトについて
も、システム的に実現可能な想定で
ある

保有条件 保有する自己情 ・ （事業者が保有 ・ 利用者の定期的な行為に対し、定期
報を最新かつ正

する自己情報を

的又は適切なタイミングで自己情報
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△ ・ 頻繁に利用者に対して
情報の更新を呼びかけ

確に保つこと

最新かつ正確に

の更新を呼びかける機能は可能であ

ると、利用者に過度の

保つ機能は見当

る。ただし、不定期の行為に対して

負担を強いる可能性が

たらない。
）

適切なタイミングで呼びかけること

ある

は難しいと想定される
・ 自動で自己情報を最新かつ正確に保
つ機能を実現することは困難な想定
である
利用制限 目的に則した処 ・ 公開する自己情 ・ 事業者側の従業員がパーソナルデー △ ・目的に即した処理しか
理（公開を含む） 報の選択
・ 公開範囲の制御

タを利用する場合は、基本的にはア

行わない運用がなされて

クセスコントロールされている想定

いると想定される。
（権限

である

のある運用員は、目的の

・ ただし、権限のある運用員が、目的
に即さない処理を実施不可能にする

実現のためにパーソナル
データを扱う想定。
）

機能を実現することは困難だと想定
される
・ 利用者による自己情報の公開範囲及
び公開する情報を制御する機能は実
現されている
事 業 者 情 管理者、目的、 ・ （ホームページ ・ 法制度で公開すべき情報は定義され ◎ －
報の公開 保有期限等の事
業者情報の公開

での公開等、公開

ているため、ホームページ等での公

する手法は複数

開等により実現可能な想定である

存在する想定）
（その他）適切な本人認証は全ての構成要素を実現する上での前提となる。

4.4.2. まとめ
EU 及び米国ではいわゆる自己情報をコントロールするための個人の権利を強化する方向で議論が
進んでおり、
これはパーソナル情報を活用したサービスの発展と連動した流れと考えることができる。
このような制度環境の変化は企業に対し個人が自己の情報をコントロールできる機能の提供（実装）
を求めることになると想定され、実際に米国では、まだ法案段階であるにもかかわらず、Do Not Track
に対応した機能を各 Web ブラウザで既に実装している。
一方で、本調査で挙げたアンケートの結果では、自己情報コントロール機能は利用者によるサービ
スの利用やパーソナル情報の提供に対して一定の効果があるとの結果が出ている。したがって、利用
者の側からも自己情報コントロールが求められていることがうかがえる。
つまり、
今後の制度環境の変化への対応や、
利用者におけるサービスの受容性の向上等の観点から、
自己情報コントロール機能の実装が有用と考えられる。
ただし、法制度等の調査結果からも明らかなように、自己情報コントロールの構成要素やその機能
については現状で明確な定義は存在しないことから、企業が実際に法制度等に対応した自己情報コン
トロール機能を整備する意思を持った場合にも、対応すべき内容は不明確である。本調査で整理した
自己情報コントロールの構成要素や必要とされる自己情報コントロール機能について、更に具体的に
検討した上で、共通概念を形成していく必要があると考えられる。また、活用されるパーソナル情報
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の種類によって求められる自己情報コントロールの範囲や機能は異なるとともに（図表 II.4.4-1 の運
用面での考察を参照）
、情報の種類に応じた認証の厳格さが必要になると想定されるため、社会通念と
してある程度の共通概念を形成した後には、業界毎に実装すべき自己情報コントロール機能について
具体的に検討することが望ましいと考えられる。
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5. パーソナル情報の市場規模の算出
5.1. 市場規模算出の考え方
5.1.1. パーソナル情報を活用した市場の算出対象
(1) パーソナル情報を活用した市場のモデル化
パーソナル情報を活用した市場規模の算出を行うため、まずパーソナル情報を活用した市場全体
のモデル化を行う。モデル化を行うことで、パーソナル情報を活用した市場の外形を把握するとと
もに、網羅性と一貫性を保った市場規模の算出が可能となる。
パーソナル情報を活用した市場は、各個人からパーソナル情報を収集することを起点として創出
されるが、その活用については、大きく二つの分岐があると考えられる。一つは「活用形態」であ
り、パーソナル情報が本人情報として個々に活用されるか、大きなデータの固まり（パーソナル情
報データベース）として活用されるかによって大きく異なる。もう一つは「活用する者」であり、
収集した者が活用する場合と、収集者が第三者に受け渡すことで活用される場合が存在する。
これらをモデル化すると図表 II.5.1-1 のように、4 つのパターンに整理することができ、このパ
ターンを前提としてパーソナル情報を活用した市場を整理することとする。
図表 II.5.1-1 パーソナル情報を活用した市場のモデル

パターンⅠ

本人情報
サービス
／事業者

本人

パターンⅢ
他のサービス
／事業者

パーソナル
情報ＤＢ

パターンⅡ

パターンⅣ

パターンⅠ：各個人から収集したパーソナル情報を本人に対して提供するサービスに活用する形態
である。例えば、医療機関では、本人から収集した問診情報や検査データに基づいて、
その人に適した処方が施される。
パターンⅡ：各個人から収集したパーソナル情報をデータベース化して、解析した結果を活用して
サービスを提供する形態がある。例えば、EC サイトにおいて購買履歴を解析した結
果、各消費者の嗜好を予測した商品のレコメンデーションが行われている。
パターンⅢ：各個人から収集したパーソナル情報（本人に関する情報）を第三者へ提供して活用す
る形態である。例えば、人材紹介業では、求職者に関するパーソナル情報を本人から
収集し、これを求人している企業に提供し、労働市場のマッチングを図っている。
パターンⅣ：各個人から収集したパーソナル情報をデータベース化し、これを本人の同意の下、あ
るいは匿名化した後、第三者へ提供して活用する形態である。例えば、Web アンケー
ト調査では、調査会社が各個人の同意を得て、パーソナル情報を収集し、そのデータ
あるいは統計処理した結果等を第三者へ提供する。
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(2) 市場規模の算出対象
次に市場規模の算出対象とする産業を選定する。
パーソナル情報を活用している産業は多岐に渡るため、網羅性を保つために、日本標準産業分類
を用いて対象を選定する。選定に当たっては、まず大分類において、パーソナル情報をほとんど活
用していない市場を特定し、これを対象外とした。具体的には、
「A 農業、林業」
、
「B 漁業」
、
「C
鉱業、採石業、砂利採取業」
、
「D 建設業」
、
「K 不動産業、物品賃貸業」
、
「L 学術研究、専門・
技術サービス業」である。また、
「E 製造業」に関しては、消費財等の製造過程でパーソナル情報
を活用することが想定されるものの、それらは「392 情報処理・提供サービス業」から提供され
る場合が多いと考え、算出対象外とした。
続いて大分類において対象とした産業の中から算出対象とする中分類を選定している。例えば、
「G 情報通信業」の中でも、
「38 放送業」
、
「41 映像・音声・文字情報制作業」はパーソナル
情報を活用する機会が少ないと考えられ、算出対象外とした。また、
「I 卸売業、小売業」では、
パーソナル情報を活用するのは消費者と直接接する小売業であるため、
卸売業全般を対象外とした。
なお、
「Q 複合サービス事業」の「87 協働組合（他に分類されないもの）
」
、
「R サービス業（他
に分類されないもの）
」の「93 政治・経済・文化団体」
、
「94 宗教」については、パーソナル情
報を活用していると考えられるものの、市場が不明確であるため、本調査では算出対象外とした。
加えて、
「Q 複合サービス事業」の「86 郵便局」については、
「49 郵便業」
、
「62 銀行業」の
中の「6222 郵便貯金銀行」に含まれると考え、算出対象外とした。
さらに算出対象とする中分類の中でも、パーソナル情報を活用する産業が一部に限られている場
合、小分類まで指定して選定した。例えば、
「G 情報通信業」の「39 情報サービス業」において
は、
「391 ソフトウェア業」においてはパーソナル情報をほとんど活用しないため「392 情報処
理・提供サービス業」を算出対象とした。
上記のような検討の結果、算出対象に選定した産業は図表 II.5.1 2 に記すとおりである。
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図表 II.5.1-2 パーソナル情報を活用した市場の算出対象
標準産業分類
中分類

大分類
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業

Ｇ 情報通信業

Ｈ 運輸業、郵便業

Ｉ 卸売業、小売業

Ｊ 金融業、保険業

Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ

小分類

不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業

37 通信業
39 情報サービス業
392 情報処理・提供サービス業
40 インターネット附随サービス業
42 鉄道業
44 道路貨物運送業
46 航空運輸業
49 郵便業（信書便事業を含む）
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業
62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業，クレジットカード業等非預
金信用機関
65 金融商品取引業，商品先物取引業
66 補助的金融業等
6614 信用保証機関
67 保険業（保険媒介代理業，保険
サービス業を含む）

75
79

83
84
85
86
Ｑ 複合サービス事業
87
91
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 93
94
Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）
Ｐ 医療、福祉

宿泊業
その他の生活関連サービス業

791

旅行業

医療業
保健衛生
社会保険・社会福祉・介護事業
郵便局
協同組合（他に分類されないもの）
職業紹介・労働者派遣業
政治・経済・文化団体
宗教

パーソナル
情報活用
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

備考
パーソナル情報活用は少ない
パーソナル情報活用は少ない
パーソナル情報活用は少ない
パーソナル情報活用は少ない
情報処理・提供サービス業利用

○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
×
×
○
×
×
○

パーソナル情報活用は少ない
パーソナル情報活用は少ない

郵便業、銀行業に集約
市場が不明確
市場が不明確
市場が不明確

5.1.2. パーソナル情報を活用した市場の算出方法
(1) 市場モデルの適用とグルーピング
算出対象とする産業において、パーソナル情報を活用したビジネスモデルを描き、前述した市場
モデルにおいて整理したパターンⅠ～Ⅳのどれに該当するかを整理する。また、ビジネスモデルを
描く際、市場の近接性、ビジネスモデルの類似性等を考慮し、同様の産業については図表 II.5.1-3
に記すようにグルーピングした。
「H 運輸業、郵便業」は、人の移動をサービスして提供する「鉄道業、航空運輸業」と各個人
に荷物を配送する「道路貨物運送業、郵便業」にグルーピングした。各種小売業は、
「小売業」とし
て一つにグルーピングするとともに、
「J 金融業、保険業」は「金融・保険業」として一つにまと
めた。その他、
「75 宿泊業」
、
「791 旅行業」を「宿泊業、旅行業」としてまとめたが、
「G 情
報通信業」
、
「P 医療、福祉」等、中分類において、ビジネスモデルが異なると予想されるものは、
グルーピングを行わなかった。
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図表 II.5.1-3 算出対象のグルーピング
標準産業分類
中分類

大分類
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業
Ｇ 情報通信業

Ｈ 運輸業、郵便業

Ｉ 卸売業、小売業

Ｊ 金融業、保険業

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業
Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業
Ｏ 教育、学習支援業
Ｐ 医療、福祉
Ｒ サービス業（他に分類されないもの）
Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）

37 通信業
39 情報サービス業
40 インターネット附随サービス業
42 鉄道業
46 航空運輸業
44 道路貨物運送業
49 郵便業（信書便事業を含む）
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業
62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業，クレジットカード業等非預
金信用機関
65 金融商品取引業，商品先物取引業
66 補助的金融業等
67 保険業（保険媒介代理業，保険
サービス業を含む）
75 宿泊業
79 その他の生活関連サービス業
83
84
85
91

グループ
小分類

392

情報処理・提供サービス業

インフラ関連産業
通信業
情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業
鉄道業、航空運輸業
道路貨物運送業、郵便業

小売業

金融・保険業
6614

791

信用保証機関

旅行業

医療業
保健衛生
社会保険・社会福祉・介護事業
職業紹介・労働者派遣業

宿泊業、旅行業
教育、学習支援業
医療
保健
福祉
職業紹介等
公務

(2) 市場規模の算出方法
算出対象のグループ毎に作成したビジネスモデルに基づき、市場規模を算出する。各グループの
ビジネスモデルにおいては、パターンⅠ～Ⅳを整理し、それぞれのパターンについて市場規模を算
出し、これの総和を各グループの市場規模と考える。
本市場規模の算出に当たっては、新規に企業や消費者に対してアンケート調査等は行わず、既存
の統計情報、文献、調査結果等を活用することとし、必要に応じて複数の統計や調査結果を組み合
わせる、若しくは加工して市場規模を予測する。
次に各パターンの市場規模算出に関する考え方を整理する。
パターンⅠに関しては、各産業の活動に内在する形となるため、パーソナル情報の活用部分のみ
を切り出すことが非常に難しい。そこで、本調査では、各産業においてパーソナル情報に関連した
IT 投資額を推定し、これをパターンⅠの市場規模と捉えることとした。
パターンⅡに関しては、行動ターゲティング広告等、それ自体が大きな価値を創出することが明
確なものについては既存の文献等を参考として算出する。また、データを活用していることが明ら
かであるものの、経済的な効果が明確でない場合には基本的にパターンⅠの市場に包含されると考
えることとする。さらに、データの活用が緒に着いたばかりの場合には、推計対象外とする。
パターンⅢに関しては、個人を対象としてパーソナル情報を第三者へ受け渡す、あるいは第三者
として受け取るということで産業として特異であり、産業分類（小分類）として独立しているもの
が多い。したがって、パターンⅢに当たる産業や業態を特定し、これに該当する既存の文献や統計
情報等を活用し、市場規模の予測を行うこととする。
パターンⅣに関しては、パターンⅢと同様であり、このようなパーソナル情報の活用を業として
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行っているケースは現時点で多くない。そこで、パターンⅣに当たる産業や業態を特定し、これに
該当する既存の文献や統計情報等を活用し、市場規模の予測を行うこととする。
2011 年度の年間の市場規模を算出する。統計データ等の関係から 2010 年度までの過年度のデー
タのみで算出する場合、市場規模の変動が大きくない場合は基本的に過年度の市場規模予測を準用
し、変動が大きいと考えられる場合には、過年度のデータに基づき 2011 年度の予測も行う。
図表 II.5.1-4 市場規模の算出方法

•パーソナル情報に関するIT投資額を市
場として算出

パターン

•パーソナル情報を受け渡す産業や業態
を特定し、その市場規模を算出

本人情報
サービス
／事業者

本人

パターンⅡ

パターンⅢ
他のサービス
／事業者

パーソナル
情報ＤＢ

•行動ターゲティング広告等、価値が明ら
かな市場を既存の文献等から算出
•明確でない場合はパターンⅠに包含

パターンⅣ

•パーソナル情報を受け渡す産業や業態
を特定し、その市場規模を算出

(3) 産業横断的なパーソナル情報市場と将来の市場の検討
これまで述べたように、産業のグループ毎に市場規模を算出した場合、広く産業横断的にパーソ
ナル情報を活用しているケースが調査対象から外れてしまう可能性があり、これについて別途、検
討を行うこととする。このような産業横断的にパーソナル情報を活用しているケースはまだ稀であ
り、具体的な事例を基にビジネスモデルを検討し、市場の可能性について考察する。
また、パーソナル情報の活用に関し、2011 年度時点において顕在化していないものの、今後、活
用が進み、新たな市場が創出される可能性がある分野も存在する。そこで、将来的に創出が期待さ
れるパーソナル情報市場についても、既存の文献等を参考とし、その可能性について検討を図るこ
ととする。

170

5.2. パーソナル情報市場規模の算出
5.2.1. パーソナル情報を活用した市場規模
前述したように図表に整理したグループ毎に市場規模を算出する。まず、パーソナル情報の市場モ
デル（パターンⅠ～Ⅳ）を明らかにしたビジネスモデルを策定する。そして、既存の統計情報、文献、
調査結果等を活用した算出方法を明らかにし、実際の市場規模を算出する。
以下、各グループの市場規模についてとりまとめる。

(1) インフラ関連産業
(a) インフラ関連産業のビジネスモデル
電力、ガス、水道等のインフラ関連産業では、そのサービスが一般消費者の自宅や生活拠点と
結び付いており、顧客の情報を収集し、これに基づいてサービスが提供されている。これは市場
モデルのパターンⅠに該当する。
また、近年では、個々の消費者のエネルギー消費量を可視化するだけでなく、町単位でデータ
を解析し、これを最適化するスマートコミュニティ等の取組が進んできている。スマートコミュ
ニティ等のサービスは、
単独の企業で提供されるパターンⅡの場合もあるが、
事業者を跨がって、
データの活用が行われるⅣも想定される。
また、インフラ事業者において収集される自分のエネルギー消費量等を別のサービス事業者に
渡し、当該サービス事業者からサービスを受けるパターンⅢも想定される。
図表 II.5.2-1 にインフラ関連産業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-1 インフラ関連産業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル

サービス事業者

他のインフラ事業者

インフラ事業者から受け
取った情報でサービス事業
者がビジネス（パターンⅢ）

顧客
データ

集約・蓄積
インフラ事業者

スマートコミュニティと
して連携したサービス
提供（パターンⅣ）

顧客DB
データ分析に基づく顧客
のエネルギー使用の最
適化支援（パターンⅡ）

顧客データに基
づくサービス提供
（パターンⅠ）

顧客

顧客
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顧客

(b) インフラ関連産業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、インフラ関連産業における
IT 投資の対売上比率は 1.76％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（重要インフラ）におい
て CRM 等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 11％になっている。（図表
II.5.2-3）つまり、売上全体の 0.1936％が顧客関連の IT 投資と考えられる。内閣府「国民経済計
算」の経済活動別国内総生産（名目）によると、インフラ関連産業の 2010 年の GDP は 14 兆 278
億円になっており（図表 II.5.2-4）
、これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.1936％）をかけ
ると、2010 年時点で約 272 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。電気事業連合会
「電力需要実績（上期）
」によると、2011 年度の電力需要は、東日本大震災の影響もあり、2010
年度から 8％程度減退しており、インフラ関連産業としては、3.5％程度の減退が推計される。そ
こで、2011 年度におけるパターンⅠの市場規模はこの減退を割り引き、約 262 億円と推計する。
パターンⅡについては、スマートコミュニティに関連した既存の市場予測を用いることとする。
(株)富士経済の「スマートコミュニティ関連技術・市場の現状と将来展望 2011」によると、ス
マートコミュニティの市場は 2010 年時点で既に約 8,900 億円あり、その内、パーソナル情報を
用いるエネルギーマネジメント関連は 434 億円となっている。
（図表 II.5.2-5）ただし、同調査結
果によると、エネルギーマネジメント関連市場の 9 割は BEMS（Building Energy Management
System）
、FEMS（Factory Energy Management System）のような産業需要であり、個人の住
宅を対象にした HEMS（Home Energy Management System）等は約 1 割、約 43 億円程度と
予想される。2011 年度においても、当該市場はほとんど変化がないと考える。
パターンⅢ、パターンⅣについては、実験や調査レベルにおいて検討が行われているものの、
現時点において明確な市場サービスとして展開されているものを見付けることができない。そこ
で、本調査では、将来的な市場の可能性はあるものの、現時点において市場が顕在化していない
と捉え、パターンⅠ、パターンⅡに含まれていると捉えることとする。
上記の結果、インフラ関連産業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-6 に
記すように合計約 305 億円と推計できる。
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図表 II.5.2-2 業種別のIT予算の売上高比率（2010年度）
業種
売上高比率
標準偏差
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業
1.05
1.98
繊維工業
1.30
2.03
パルプ・紙・紙加工品製造業
9.44
15.71
化学工業
0.72
0.58
石油・石炭・プラスチック製品製造業
1.29
0.52
窯業・土石製品製造業
0.65
0.48
鉄鋼業
1.73
2.72
非鉄金属・金属製品製造業
0.58
0.44
電気機械器具製造業
0.95
1.18
情報通信機械器具製造業
0.36
0.19
輸送用機械器具製造業
0.64
0.57
その他機械器具製造業
0.84
0.64
その他の製造業
1.05
1.93
農林漁業・同協同組合、鉱業
0.30
0.00
建設業
0.46
0.28
電気・ガス・熱供給・水道業
1.76
1.09
映像･音声情報制作･放送･通信業
0.50
0.00
新聞・出版業
2.35
0.49
情報サービス業
2.29
3.18
運輸業・郵便業
1.68
1.80
卸売業
0.62
0.71
小売業
1.14
1.40
金融業・保険業
3.37
2.41
医療業
2.12
1.01
教育、学習支援
1.15
0.25
その他の非製造業
0.87
1.22
全体
1.18
2.28
出典：経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」

図表 II.5.2-3 IT投資における重点投資分野（重要インフラ）
0%

生産・在庫管理
販売管理
顧客情報（ＣＲＭ等）
営業支援（ＳＦＡ等）
設計・関連支援
経営情報・管理会計
財務会計
調達
グループウェア、社会情報ポータル
セキュリティ強化
サーバ環境整備
ネットワーク基盤の整備
内部統制対応

5%

10%

15%

20%

11%
10%
11%
7%
1%

18%
8%

0%
7%
7%
16%
4%
0%

出典：経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」
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図表 II.5.2-4 経済活動別国内総生産（名目）
項目

国内総生産（10億円）
423,509.3
5,556.4
287.0
93,362.2
26,655.6
10,972.1
6,051.4
4,920.7
64,352.0
36,129.3
28,222.7
23,629.6
57,005.0
23,502.5
26,199.0
91,988.0
44,107.5
3,055.7
11,436.0
29,615.8
10,000.7
4,668.7
5,332.0
477,617.5
出典：内閣府「国民経済計算」

１． 産業
（１）農林水産業
（２）鉱業
（３）製造業
（４）建設業
（５）電気・ガス・水道業
ａ．電気業
ｂ．ガス・水道・熱供給業
（６）卸売・小売業
ａ．卸売業
ｂ．小売業
（７）金融・保険業
（８）不動産業
（９）運輸業
（１０）情報通信業
（１１）サービス業
２． 政府サービス生産者
（１）電気・ガス・水道業
（２）サービス業
（３）公務
３． 対家計民間非営利サービス生産者
（１）教育
（２）その他
合計

図表 II.5.2-5 スマートコミュニティの市場規模

出典：(株)富士経済「スマートコミュニティ関連市場の現状と今後を予測」

パターンⅠ
約 262 億円

図表 II.5.2-6 インフラ関連産業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
約 43 億円

←
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←

合計
約 305 億円

(2) 通信業
(a) 通信業のビジネスモデル
通信業では、通信サービスを利用する個々人が顧客としてパーソナル情報を登録して利用契約
を結び、これに基づいてサービスの提供が行われている。これは市場モデルのパターンⅠに該当
する。
また、通信業の中には、顧客に対する情報提供サービスを合わせて行っているケースも珍しく
なく、個々の顧客に対してパーソナル情報に基づいた広告等の情報配信も行われている。例えば、
「2. パーソナル情報活用に対する個人情報保護・プライバシー懸念の影響調査」で述べた(株)エ
ヌ・ティ・ティ・ドコモの i コンシェルでは、利用者のライフスタイルや今いる場所や時間に合
わせて様々な情報を提供するものであり、コンテンツの一つとして飲食店のクーポンや行きつけ
の店のチラシ等も配信される。このようなレコメンデーション（推奨）サービスは、所謂、行動
ターゲティング広告に分類できると考えられ、顧客データベースを解析し、その効率を上げるよ
う行われていることからパターンⅡと考えられる。
一方、顧客から収集したパーソナル情報は、本人の同意のもと通信業から ASP（Application
Service Provider）や CSP（Content Service Provider）等に提供される場合もある。通信業は、
顧客へのサービスの一環として、認証や決済等の代行サービスを提供しており、顧客は ASP、
CSP 毎に煩わしい契約や支払い手続を行うことが回避できる。このような認証や決済の代行サー
ビスは市場モデルのパターンⅢに該当する。
通信業の中でも特に携帯電話に関しては、個人が肌身離さず持ち歩くことが多いため、個人の
生活に関する情報、所謂ライフログが蓄積されることから、これらのデータの再利用も模索され
ている。例えば、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモが研究に取り組んでいるモバイル空間統計が事
例として挙げられる。これは携帯電話ネットワークの仕組みを使用して作成される人口の統計情
報であり、個人を識別できる情報を消去する等、匿名化による安全性を担保したデータである。
モバイル空間統計はまちづくりや防災計画等、公共性の高い分野において共同研究に用いられて
いるが、これはパターンⅣに該当すると考えられる。
図表 II.5.2-7 に通信業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
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図表 II.5.2-7 通信業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル

ASP/CSP

研究機関等
匿名化して提供
（パターンⅣ）

委託

認証・決済代行
（パターンⅢ）

顧客
データ

集約・蓄積
通信業

サービス提供
（パターンⅠ）

利用

顧客

顧客DB
レコメンデーション
（パターンⅡ）

利用

顧客

(b) 通信業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
前述の経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」では、通信業における IT 投資の
対売上比率は 0.50％である（図表 II.5.2-2）が、これは回答数が少なく信頼性に欠けるため、事
業特性が類似している情報サービス業の 2.29％という値を用いることとする。なお、同産業（重
要インフラ）において CRM 等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は経済産業省
調査の 11％を用いることとする（図表 II.5.2-3）
。つまり、売上全体の 0.2519％が顧客関連の IT
投資と考えられる。総務省「平成 22 年サービス産業動向調査」によると、2010 年度の通信業の
市場規模は約 11 兆 6,961 億円である。
（図表 II.5.2-8）これに前述の顧客関連の IT 投資の割合
（0.2519％）をかけると、2010 年度時点で約 295 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計で
きる。1 年間の変化は分かるものの、数年間の傾向が不明であるため、本調査では、2011 年度も
同様の市場規模と考える。
パターンⅡについては、行動ターゲティング広告の市場をパーソナル情報市場として算出する。
総務省情報通信政策研究所「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 報告書」では、行動ターゲティング広告の市場について試算しており、これを用いることとす
る。同調査によると、消費者個々に広告をカスタマイズできるインターネット広告において、行
動ターゲティング広告の割合は、徐々に高まっており、2011 年には 4.3％を占めると推計されて
いる。また、これに基づき、2011 年の行動ターゲティング広告の市場は約 320 億円と試算され
ている。
（図表 II.5.2-9）
パターンⅢについては、移動体通信事業者の代行サービスの売上をパーソナル情報市場として
算出する。
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモの IR 資料「中期ビジョン 2015」によると、2011 年における決
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済サービスの売上は約 1,800 億円、認証代行に当たると考えられるアグリゲーションサービスの
売上は約 100 億円となっている。一方、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモの 2010 年の売上は 4 兆
2,243 億円となっており、このような代行サービスの売上比率は 4.5％となる。他の移動体通信事
業においても同程度の割合で代行サービスが行われていると仮定し、この割合と移動体通信事業
全体の売上をかけると、代行サービスの市場規模は 2010 年で約 3,060 億円と推計できる。1 年
間の変化は分かるものの、数年間の傾向が不明であるため、本調査では、2011 年度も同様の市場
規模と考える。
パターンⅣについては、前述したモバイル空間統計等で取組が出てきているものの、現時点に
おいて研究的な要素が強く、市場は顕在化していない。そこで、本調査では、算出の対象外とす
る。
上記の結果、通信業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-10 に記すよう
に合計約 3,675 億円と推計できる。
図表 II.5.2-8 通信業の売上高（2010年度）

年間売上高（百万円）
通信業

年平均従業者数（人）

11,696,075

195,816

固定電気通信業

2,857,369

77,185

移動電気通信業

6,803,728

31,103

出典：総務省「平成 22 年サービス産業動向調査」
図表 II.5.2-9 行動ターゲティング広告の市場
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パターンⅠ

図表 II.5.2-10 通信業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ

約 295 億円

約 320 億円

約 3,060 億円

－

合計
約 3,675 億円

(3) 情報処理・提供サービス業
(a) 情報処理・提供サービス業のビジネスモデル
情報処理・提供サービス業の中には、企業あるいは個人から収集したパーソナル情報をデータ
として集約したり、あるいは分析、加工したりして、第三者に提供している産業がある。
企業から集約する形態の代表的な事例としては、POS データがある。例えば、財団法人流通シ
ステム開発センターでは、POS システムを導入している全国の小売業（総合スーパー、食品スー
パー、コンビニエンスストア、ミニスーパー、ドラッグストア等）から、POS データを定期的に
収集して、データベースサービス企業を通じて販売している。
また、個人から収集する形態の代表的な事例としては Web アンケートが挙げられる。Web ア
ンケートに限らず、消費者に対して調査を行い、各個人の状況や嗜好等を収集するアンケート調
査は、パーソナル情報を収集し、第三者に提供するサービスとなる。
このような情報処理・提供サービス業は、市場モデルのパターンⅣに該当するものである。図
表 II.5.2-11 に情報処理・提供サービス業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-11 情報処理・提供サービス業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル

企業等
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(b) 情報処理・提供サービス業のパーソナル情報市場
パターンⅣについては、パーソナル情報を収集し、これを第三者に提供することで、経済的な
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価値を創出しているため、その売り上げそのものをパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「平成 22 年特定サービス産業実態調査」によると、2010 年の情報処理・提供サー
ビス業の売上は約 3 兆 3,930 億円である（図表 II.5.2-12）ものの、これらの中で、前述したビジ
ネスモデルに該当するのは「データベースサービス」と「各種調査」になる。
「データベースサー
ビス」は、各種のデータを収集、加工、蓄積し、情報として提供するものであり、
「各種調査」は
市場調査、世論調査等になる。
ただし、このようなデータを提供するサービスでは、必ずしもパーソナル情報を扱うわけでは
なく、企業に関する情報、不動産や自然科学に関する情報等を扱う場合もある。そこで、経済産
業省「平成 21 年度情報大航海プロジェクト（全体管理と共通化）報告書」から、パーソナル情
報を扱っている比率を 30％に設定する。同報告書では、同様の市場調査を行う際、調査会社への
ヒアリング及び大手レポート販売会社で過去 1 年間に発行されたレポートタイトルの比率からパ
ーソナル情報に関するデータ提供の割合を 30％としている。
この結果、
「データベースサービス」と「各種調査」の売上約 5,183 億円の 3 割、約 1,555 億
円が 2010 年のパーソナル情報市場として推計される。1 年間の変化は分かるものの、数年間の
傾向が不明であるため、本調査では、2011 年度も同様の市場規模と考える。
（図表 II.5.2-13）
図表 II.5.2-12 情報処理・提供サービス業の売上高

出典：経済産業省「平成 22 年特定サービス産業実態調査」
図表 II.5.2-13 情報処理・提供サービス業のパーソナル情報市場
パターンⅠ
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
－

－

－

約 1,555 億円

合計
約 1,555 億円

(4) インターネット附随サービス業
(a) インターネット附随サービス業のビジネスモデル
インターネット附随サービス業とは、インターネットを介してサービスを提供する事業やその
ために必要な情報システムの運用等を行う事業である。その中でも、電子商取引（EC）サイト等
のサイト運営業務、コンテンツ配信業務、ソフトウェアをサービスとして提供する ASP 業務に
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おいては、利用者が直接利用するサービスであり、利用者のパーソナル情報に基づいてサービス
を提供するという点で市場モデルのパターンⅠに該当する。
また、上記のサービスでは、利用者の利用履歴等のパーソナル情報をデータベースとして解析
することで、行動ターゲティング広告等を行っている。最も有名な事例としては、Amazon.com
のおすすめ商品（レコメンデーションサービス）があり、顧客の購入履歴等から嗜好の類似性を
予測し、これに基づいて商品を推薦するものである。このような行動ターゲティング広告は、通
信業と同様にパターンⅡとなる。
一方、インターネット附随サービス業では、認証や決済等の代行サービスも提供されている。
例えば、Amazon.com では、電子マネーである Edy を使うことができ、同サイトで買い物をした
際、ビットワレット(株)という決済代行事業者によって、Edy による決済を行うことができる。
このようなサービスは Amazon.com から代行サイトにパーソナル情報を受け渡すことで行われ
るものであり、パターンⅢに該当する。
さらに、このようなインターネット附随サービス業の中には、利用者の利用履歴等のパーソナ
ル情報を匿名化したり、統計解析したりすることで、第三者へ提供する場合がある。これらは前
述した情報処理・提供サービス業とも類似するものであり、パターンⅣと考えられる。
図表 II.5.2-14 にインターネット附随サービス業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
を記す。
図表 II.5.2-14 インターネット附随サービス業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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(b) インターネット附随サービス業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、情報サービス業における IT
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投資の対売上比率は 2.28％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（サービス）において CRM
等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 15％になっている（図表 II.5.2-15）
。つ
まり、売上全体の 0.42％が顧客関連の IT 投資と考えられる。一方、経済産業省「平成 22 年特定
サービス産業実態調査」によると、インターネット附随サービス業の内、個人に対してサービス
を提供する可能性があるサイト運営業務、コンテンツ配信業務、ASP 業務であり、その市場規模
は約 8,157 億円である。
（図表 II.5.2-16）これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.42％）をか
けると、2010 年度時点で約 34 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。1 年間の変化
は分かるものの、数年間の傾向が不明であるため、本調査では、2011 年度も同様の市場規模と考
える。
パターンⅡについては、行動ターゲティング広告の市場をパーソナル情報市場として算出する。
行動ターゲティング広告の市場は前述のとおり、通信業で既に算出しており、インターネット
附随サービス業における行動ターゲッティング広告の市場もこれと同一と考える。すなわち、
2011 年の行動ターゲティング広告の市場は約 320 億円と試算される。
（図表 II.5.2-9）ただし、
この市場規模は通信業と重複した扱いとする。
パターンⅢについては、認証、決済等の代行サービスをパーソナル情報市場として算出する。
このような代行サービスはパーソナル情報に基づく認証や決済そのものを生業としているため、
その売り上げそのものをパーソナル情報市場として捉える。経済産業省「平成 22 年特定サービ
ス産業実態調査」によると、インターネット附随サービス業の内、電子認証業務、課金・決済代
行業務の 2010 年度の売上合計は約 271 億円となる。
（図表 II.5.2-16）1 年間の変化は分かるも
のの、数年間の傾向が不明であるため、本調査では、2011 年度も同様の市場規模と考える。
パターンⅣについては、インターネット附随サービス業の中でパーソナル情報を用いた情報処
理・提供サービス業に類する部分のパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「平成 22 年特定サービス産業実態調査」によると、インターネット附随サービス
業の内、その他業務として行われている情報処理・提供サービス業務に関連した売上は 2010 年
度で約 34 億円である。
（図表 II.5.2-17）また、前述した情報処理・提供サービス業全体における
パーソナル情報市場の割合は約 4.58％であり、インターネット附随サービス業においても同様と
考える。したがって、インターネット附随サービス業における 2010 年度におけるパターンⅣの
パーソナル情報市場は約 2 億円と推計できる。1 年間の変化は分かるものの、数年間の傾向が不
明であるため、本調査では、2011 年度も同様の市場規模と考える。
上記の結果、インターネット附随サービス業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図
表 II.5.2-18 に記すように合計約 627 億円（重複を含む）と推計できる。
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図表 II.5.2-15 IT投資における重点投資分野（サービス）
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出典：経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」
図表 II.5.2-16 インターネット附随サービス業の売上高

出典：経済産業省「平成 22 年特定サービス産業実態調査」
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図表 II.5.2-17 インターネット附随サービス業における業務別の売上高

出典：経済産業省「平成 22 年特定サービス産業実態調査」
図表 II.5.2-18 インターネット附随サービス業のパーソナル情報市場
パターンⅠ
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
約 34 億円

約 320 億円（再掲）

約 271 億円

約 2 億円

合計
約 627 億円

（再掲含む）

(5) 鉄道業、航空運輸業
(a) 鉄道業、航空運輸業のビジネスモデル
鉄道業では、利用者が IC 乗車券を用いて乗り降りするとともに、これを用いて駅構内の売店
等で物品販売が行われている。また、一部の鉄道業では、IC 乗車券による乗降データを用いたサ
ービスが展開されている。例えば、東京急行電鉄では、東急セキュリティを通じて、子供が IC
乗車券を利用して東急線の駅自動改札を通過すると、保護者の携帯電話に通過情報がメール配信
される子ども見守り（防犯）サービスを提供している。一方、航空運輸業では、利用者に対して
マイレージカードを配布することで、個人の利用履歴を記録し、利用の多い優良顧客には、優先
的に搭乗できる等の差別化したサービスが提供されている。これらはパーソナル情報に基づいて、
本人（あるいは家族）にサービスを提供するもので市場モデルのパターンⅠに該当する。
鉄道業、航空運輸業では、パターンⅠを介して収集したパーソナル情報をデータベースとして
解析、活用する取組も行われている。例えば、(株)JR 東日本ウォータービジネスでは、駅構内の
自動販売機において IC 乗車券による購買データを活用し、個人情報を匿名化しつつ、行動解析
を行い、ペットボトルの改良等、サービスの向上に役立てている。また、航空会社では、搭乗履
歴等を分析することで、個人の嗜好に応じた旅行を推薦する等の行動ターゲティング広告が行わ
れている。これらは市場モデルのパターンⅡと考えられる。
この他、鉄道、飛行機の利用は旅行業を介して行われる場合がある。利用者は、旅行業を介し
て、各交通手段のチケットやそれを含む旅行パッケージを購入し、旅行業が本人の同意のもと、
航空運輸業等にパーソナル情報を受け渡しが行われる。これは本人のパーソナル情報を第三者に
渡すという側面から市場モデルのパターンⅢに該当する。
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図表 II.5.2-19 に鉄道業、航空運輸業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-19 鉄道業、航空運輸業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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(b) 鉄道業、航空運輸業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出し、利用者
への情報配信等もこれに含むこととする。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、運輸業・郵便業における IT
投資の対売上比率は 1.68％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（重要インフラ）において
CRM 等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 11％になっている。（図表
II.5.2-3）つまり、売上全体の 0.1848％が顧客関連の IT 投資と考えられる。一方、業界動向サー
チ（http://gyokai-search.com/）によると、2009 年の市場規模は鉄道業で 13 兆 4,229 億円、航
空運輸業で 1 兆 5,000 億円となっている。
（図表 II.5.2-20、図表 II.5.2-21）ただし、航空運輸業
には日本航空が含まれておらず、現時点で公開されている日本航空の業績上予想を追加する同業
界の市場規模は約 2 兆 6,190 億円であり、鉄道業、航空運輸業の合計で 2009 年の市場規模は約
16 兆 419 億円である。これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.1848％）をかけると、2010
年度時点で約 296 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。市場においてリーマンショ
ック等を背景とした若干の変化は見られるものの長期的に大きな傾向が見られないため、本調査
では、2011 年度も同様の市場規模と考える。
パターンⅡについては、行動ターゲティング広告の市場をパーソナル情報市場として算出する。
また、サービスの高度化に役立てている部分に関しては、現時点で経済的な効果が不明確である
ため本調査では、パターンⅠに含まれると考える。
行動ターゲティング広告の市場は前述の通信業で既に算出したとおりであり、鉄道業、航空運
輸業における行動ターゲッティング広告の市場もこれと同一と考える。すなわち、2011 年の行動
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ターゲティング広告の市場は約 320 億円と試算される。
（図表 II.5.2-9）ただし、この市場規模は
通信業、インターネット附随サービス業と重複した扱いとする。
パターンⅢについては、後述する宿泊業、旅行業と重複すると考え、鉄道業、航空運輸業では、
推計対象外とする。
上記の結果、鉄道業、航空運輸業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-22
に記すように合計約 616 億円（重複を含む）と推計できる。
図表 II.5.2-20 鉄道業の市場規模
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出典：http://gyokai-search.com/3-train.htm
図表 II.5.2-21 航空運輸業の市場規模
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パターンⅠ

図表 II.5.2-22 鉄道、航空運輸業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ

約 296 億円

約 320 億円（再掲）

－

－

合計
約 616 億円
（再掲含む）
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(6) 道路貨物運送業、郵便業
(a) 道路貨物運送業、郵便業のビジネスモデル
道路貨物運送業、郵便業では、住民の氏名と住所というパーソナル情報に基づいて依頼された
物を相手先に届けている。これは市場モデルのパターンⅠに該当すると考えられる。
また、このような道路貨物運送業、郵便業では、特定の住民を対象にした不特定多数に対する
配送サービスが提供されている。例えば、日本郵便では、特定の地域に一斉に郵便物を送付する
配達地域指定郵便というサービスを提供しており、これは住民をまとまったデータとして取り扱
うことから市場モデルのパターンⅡに該当する。
さらに、ネットオークション等のインターネットを介した個人間の商取引を仲介するため、エ
スクローサービスが提供されている。これは道路貨物運送業等が取引を行う個人の間に入り、入
金や商品の発送等、パーソナル情報を仲介することで、個々人のプライバシーを秘匿しつつ、安
心した取引を行えるようにするものであり、パターンⅢに該当すると考えられる。
図表 II.5.2-23 に道路貨物運送業、
郵便業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-23 道路貨物運送業、郵便業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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住民
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(b) 道路貨物運送業、郵便業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、運輸業・郵便業における IT
投資の対売上比率は 1.68％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（重要インフラ）において
CRM 等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 11％になっている。（図表
II.5.2-3）つまり、売上全体の 0.1848％が顧客関連の IT 投資と考えられる。一方、道路貨物運送
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業、郵便業では寡占化が進んでいる。そこで、ヤマト運輸、佐川急便、郵便事業、西濃運輸、福
山通運の 5 社について決算情報から道路貨物運送業、郵便業の 2010 年度の市場規模は約 4 兆
4,194 億円となる。
（図表 II.5.2-24）これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.1848％）をかけ
ると、2010 年度時点で約 82 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。市場における大
きな変化は見られないため、本調査では、2011 年度も同様の市場規模と考える。
パターンⅡについては、ダイレクトメール（DM）の市場の一部がパーソナル情報市場となる。
DM はこのように道路貨物運送業、郵便業が持つデータベースに基づき行われる場合もあるが、
小売業等、自ら持つ顧客データベースに基づき行うものもある。そこで、本市場については、後
述の小売業で算定する DM 市場に含まれることとし、割合が不明なため、道路貨物運送業、郵便
業では推計対象外とする。
パターンⅢについては、エスクローサービスがパーソナル情報市場となる。
しかしながら、エスクローサービスを提供している企業は存在するものの、その売上は不明確
であり、市場としては顕在化していないと考えられる。したがって、本調査では推計対象外とす
る。
図表 II.5.2-24 道路貨物運送業、郵便業の市場規模

企業名
ヤマト運輸
佐川急便
郵便事業
福山通運
西濃運輸
合計

売上（2010年度、百万円）
1,236,520
894,300
1,779,870
255,611
253,148
4,419,449
出典：各社の決済資料から作成

図表 II.5.2-25 道路貨物運送業、郵便業のパーソナル情報市場
パターンⅠ
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
約 82 億円

－

－

－

合計
約 82 億円

(7) 小売業
(a) 小売業のビジネスモデル
小売業では、以前から会員カード、ポイントカード等によって顧客の囲い込みに取り組んでお
り、顧客情報を基に、特売セール等の DM を送るとともに、購買履歴から以前に購入した商品に
関連した商品を薦める等のマーケティングを行っている。これらは市場モデルのパターンⅠに該
当する。一方、集積した顧客データベース（DB）を分析することで、顧客の特性に応じたマーケ
ティング活動も従来から行われており、優良顧客にフォーカスして販促を行うフリークエント・
ショッパー・プログラム等は代表的な事例である。その後、ワン・トゥ・ワン・マーケティング
という言葉が使われたように、より個々人の特性に応じたマーケティング活動が行われ、昨今で
は個人の行動からより最適な販促を行う行動ターゲティング広告へシフトしている。このような
顧客 DB に基づく販促はパターンⅡと捉えることができる。
この他、小売業における販売履歴等は、業界全体において重要なデータとして、匿名化し販売
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も行われている。POS データの販売等は代表的な事例であり、これはパターンⅣに該当する。
図表 II.5.2-26 に小売業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-26 小売業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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(b) 小売業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、小売業における IT 投資の対
売上比率は 1.14％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（商社・流通）において CRM 等の顧
客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 8％になっている。
（図表 II.5.2-27）つまり、
売上全体の 0.0912％が顧客関連の IT 投資と考えられる。内閣府「国民経済計算」の経済活動別
国内総生産（名目）によると、小売業の 2010 年の GDP は 28 兆 2,227 億円になっており（図表
II.5.2-4）
、これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.0912％）をかけると、2010 年時点で約 257
億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。小売業の経年変化を見ると、一定の傾向が見
られないため 2011 年度も同様の市場規模と想定する。
パターンⅡについては、行動ターゲティング広告と DM の市場をパーソナル情報市場として算
出する。DM については、顧客の情報を活用して一斉に行うものと、顧客の特性に応じて行われ
るものがあり、前者はパターンⅠに該当するが、分離することが難しいため、パターンⅡとして
まとめて推計することとする。
行動ターゲティング広告の市場は前述の通信業で既に算出したとおりであり、小売業における
行動ターゲッティング広告の市場もこれと同一と考える。すなわち、2011 年の行動ターゲティン
グ広告の市場は約 320 億円と試算される。
（図表 II.5.2-9）ただし、この市場規模は通信業、イン
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ターネット附随サービス業、鉄道業、航空運輸業と重複した扱いとする。
DM の市場は、(株)電通「2011 年（平成 23 年）日本の広告費」によると、2011 年で 3,910 億
円となっており、2011 年度でも同様と考える。したがって、パターンⅡ全体では約 4,230 億円が
市場規模となる。
パターンⅣについては、小売業が直接販売しているものも存在するがその市場は明確ではない。
一方、データ販売業者は、前述した情報処理・提供サービス業に該当し、同市場に含まれると考
えられる。そこで、本調査では、小売業においてパターンⅣについて推計対象外とする。
上記の結果、小売業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-28 に記すよう
に合計約 4,487 億円（重複を含む）と推計できる。
図表 II.5.2-27 IT投資における重点投資分野（商社・流通）
0%

生産・在庫管理
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出典：経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」

パターンⅠ

図表 II.5.2-28 小売業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ

約 257 億円

約 4,230 億円

－

－

（再掲含む）

合計
約 4,487 億円
（再掲含む）

(8) 金融・保険業
(a) 金融・保険業のビジネスモデル
金融・保険業では、顧客の金融資産を預かったり、あるいは金融商品を提供するために顧客の
パーソナル情報を収集し、それに基づいたサービス提供が行われている。例えば、銀行等のイン
ターネットバンキングサービスでは、残高に基づいて振込、振替等ができるほか、自分の取引履
歴が参照することできる。これらは市場モデルのパターンⅠに該当する。
一方、顧客の取引履歴等を解析することで、個々に対して最適な金融商品、金融サービスを提
供するような取組も行われている。金融資産や収入等に合わせて金融商品や金融サービスを紹介
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するほか、顧客の就職・就業や結婚、転居、退職等のライフイベントを予測し、それに伴い生じ
る金融ニーズに対応する EBM（Event Based Marketing）等も行われている。このような取組
はパターンⅡとして捉えることができる。
さらに、金融機関では、取引における信用を担保するため、信用情報機関に個人の信用情報を
登録したり、照会したりしている。このような信用情報機関は割賦販売法、貸金業法によって指
定されており、個人を対象にしたものは、全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シ
ー、(株)日本信用情報機構の三つのみとなる。このような信用情報の受け渡しは、金融サービス
をする際に附随して本人から同意を得る形となっており、市場モデルのパターンⅢに該当する。
図表 II.5.2-29 に金融・保険業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-29 金融・保険業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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(b) 金融・保険業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、金融・保険業における IT 投
資の対売上比率は 3.37％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（金融）において CRM 等の顧
客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 20％になっている。
（図表 II.5.2-30）つまり、
売上全体の 0.674％が顧客関連の IT 投資と考えられる。内閣府「国民経済計算」の経済活動別国
内総生産（名目）によると、金融・保険業の 2010 年の GDP は 23 兆 6,296 億円になっており（図
表 II.5.2-4）
、これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.674％）をかけると、2010 年時点で約
1,593 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。金融・保険業の経年変化を見ると、リ
ーマンショック以降、減少傾向にあるが、2009 年から 2010 年にかけてはほぼ変化が見られない
ため、2011 年度も同様の市場規模と想定する。
パターンⅡについては、行動ターゲティング広告、DM の市場をパーソナル情報市場として算
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出する。
行動ターゲティング広告の市場は前述の通信業で既に算出したとおりであり、金融・保険業に
おける行動ターゲッティング広告の市場もこれと同一と考える。すなわち、2011 年の行動ターゲ
ティング広告の市場は約 320 億円と試算される。
（図表 II.5.2-9）
ただし、
この市場規模は通信業、
インターネット附随サービス業、鉄道業、航空運輸業、小売業と重複した扱いとする。また、DM
の市場も小売業で算出したとおりであり、2011 年度は 3,910 億円であり、これも小売業と重複し
た扱いとする。
パターンⅢについては、信用情報機関の売上をパーソナル情報市場として算出する。
個人を対象とした信用情報機関は、金融・保険業にこれを提供することを生業としており、売
上そのものをパーソナル情報市場として捉えることができる。前述したように、三つの信用情報
機関があり、この内、売上が明らかな(株)シー・アイ・シーと(株)日本信用情報機構の 2010 年度
の売上合計は約 142 億円である。
（図表 II.5.2-31）これを 1.5 倍することで、約 213 億円を 2010
年度の市場と考え、2011 年度においても当該市場についてはほとんど変化がないと想定する。
上記の結果、金融・保険業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-28 に記
すように合計約 6,066 億円（重複を含む）と推計できる。
図表 II.5.2-30 IT投資における重点投資分野（金融）
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出典：経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」
図表 II.5.2-31 信用情報機関の売上（2010年度）

組織

年間売上高（百万円）

(株)シー・アイ・シー

7,821

(株)日本信用情報機構

6,350

合計

14,171
出典：各社ホームページ
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パターンⅠ
約 1,593 億円

図表 II.5.2-32 金融・保険業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
約 4,230 億円

約 213 億円

－

（再掲）

合計
約 6,066 億円
（再掲含む）

(9) 宿泊業、旅行業
(a) 宿泊業、旅行業のビジネスモデル
宿泊業、旅行業では、サービスを提供する際、顧客情報を収集し、本人確認や顧客の嗜好把握
等を行いつつ、サービスを提供している。例えば、旅行業において、顧客が求める旅行を提供す
るためには、希望の地域、観光したい内容、日数、予算等のパーソナル情報を尋ね、これに基づ
いて最適な旅行をレコメンデーションすることになる。これは市場モデルのパターンⅠに該当す
る。
また、旅行業、宿泊業では、顧客データベースを分析することで、マーケティング活動に役立
てている。旅館等では、頻繁に利用する優良顧客を特定し、観光シーズンに先駆けて、優先予約
の案内を行ったり、旅行業では、これまで購入したツアーの履歴や顧客が興味を示したツアー等
に基づいた広告配信が行われている。これらはパターンⅡと考えられる。
さらに、旅行業では、旅行に必要な交通機関や宿泊施設を予約するため、顧客から得たパーソ
ナル情報を受け渡す。これは市場モデルのパターンⅢに該当する。
図表 II.5.2-33 に宿泊業、旅行業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-33 宿泊業、旅行業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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(b) 宿泊業、旅行業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、顧客に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、その他非製造業における IT
投資の対売上比率は 0.87％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（サービス）において CRM
等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 15％になっている。
（図表 II.5.2-15）つ
まり、売上全体の 0.1305％が顧客関連の IT 投資と考えられる。総務省「平成 22 年サービス産業
動向調査」によると、2010 年度の宿泊業の市場規模は約 5 兆 9,818 億円、旅行業の市場規模は
約 4 兆 6,152 億円であり、
（図表 II.5.2-34）これに前述の顧客関連の IT 投資の割合（0.1305％）
をかけると、2010 年時点で約 138 億円がパーソナル情報に関わる市場と推計できる。同業とも、
2009 年から大きな変化が見られないため、2011 年度も同様の市場規模と想定する。
パターンⅡについては、行動ターゲティング広告、DM の市場をパーソナル情報市場として算
出する。
行動ターゲティング広告の市場は前述の通信業で既に算出したとおりであり、宿泊業、旅行業
における行動ターゲッティング広告の市場もこれと同一と考える。すなわち、2011 年の行動ター
ゲティング広告の市場は約 320 億円と試算される。
（図表 II.5.2-9）ただし、この市場規模は通信
業、インターネット附随サービス業、鉄道業、航空運輸業、小売業、金融・保険業と重複した扱
いとする。また、DM の市場も小売業で算出したとおりであり、2011 年度は 3,910 億円であり、
これも小売業、金融・保険業と重複した扱いとする。
パターンⅢについては、旅行業の主機能であり、パターンⅠに含まれると考える。
上記の結果、宿泊業、旅行業におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-35 に
記すように合計約 4,368 億円（重複を含む）と推計できる。
図表 II.5.2-34 宿泊業、旅行業の売上高（2010年度）

年間売上高（百万円）
宿泊業、飲食サービス業
宿泊業
その他生活関連サービス業
旅行業

年平均従業者数（人）

21,931,223

4,917,845

5,981,842

848,536

8,296,539

450,814

4,615,241

106,784

出典：総務省「平成 22 年サービス産業動向調査」

パターンⅠ
約 138 億円

図表 II.5.2-35 宿泊業、旅行業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
約 4,230 億円

←

（再掲）

－

合計
約 4,368 億円
（再掲含む）
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(10) 教育、学習支援業
(a) 教育、学習支援業のビジネスモデル
教育、学習支援業においては、サービスを利用する人に対して講義形式等で一斉にサービスが
提供される場合もあるが、児童、生徒、学習者等の個々の理解状況や特性に応じてサービスが提
供される場合もある。実際、文部科学省「小学校学習指導要領」によると、
「各教科等の指導に当
たっては、児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個
別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協力的な指導等指導方法や指導体制を工夫改善
し、個に応じた指導の充実を図ること。
」と記されており、学校において個々の状況（パーソナル
情報）に応じた教育が提供されている。これは塾等の学習支援業も同様で有り、市場モデルにお
けるパターンⅠに該当する。
一方、児童、生徒、学習者の学習履歴等を解析し、個々人に最適な教育コンテンツや学習指導
を行うサービスもでてきている。例えば、
（株）デジタル・ナレッジでは、e ラーニングにおいて
個人の基本情報、学習履歴、コミュニティ（電子掲示板）の書き込み等を踏まえ、データマイニ
ングを行い、結果に基づいて学習施策を改善できる情報システムを提供している。このようなシ
ステムを活用した学習支援等はパターンⅡと考えられる。
また、中学校から高等学校等へ進学する場合、必要に応じて調査書等、生徒のパーソナル情報
が進学先の学校へ送付される場合がある。これは学校基本法施行規則第 78 条に基づいて行われ
ており、パターンⅢに該当する。
図表 II.5.2-36 に教育、学習支援業のパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-36 教育、学習支援業のパーソナル情報を活用したビジネスモデル

進学先の学校
調査書送付
（パターンⅢ）
生徒等の
データ

集約・蓄積

生徒等の
DB

教育、学習支援業
生徒の傾向に応じたコンテン
ツや指導の提供（パターンⅡ）

Ⅰ

サ本
ー人
ビ情
ス報
（
パに
タ基
ーづ
ンく
教
）育

児童、生徒、
学習者

保護者
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児童、生徒、
学習者

(b) 教育、学習支援業のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、児童、生徒、学習者（顧客）に関連した IT 投資をパーソナル情報市
場として算出する。
学校教育については、IT 投資があまり進んでいないと考えられる高等学校までと、相対的に IT
投資が進んでいる大学等の高等教育機関を分けて推計する。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、教育、学習支援業における
IT 投資の対売上比率は 1.15％である。
（図表 II.5.2-2）さらに、同産業（サービス）において CRM
等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 15％になっている。
（図表 II.5.2-15）つ
まり、売上全体の 0.1725％が顧客関連の IT 投資と考え、学校教育の高校教育機関等と、その他
の教育、学習支援業にはこれを適用する。
総務省「平成 22 年サービス産業動向調査」によると、2010 年のその他教育、学習支援業の市
場は約 3 兆 5,640 億円である。
（図表 II.5.2-37）大学等の高等教育機関に関わる教育費は文部科
学省「文部科学統計要覧」から 2008 年で約 9 兆 3,034 億円である。これらに前述した IT 投資の
割合（0.1725％）をかけた約 222 億円がパーソナル情報市場（2010 年、2008 年）と推計され、
大きな変化が見られないため、2011 年度においても同様と考える。
高等学校までの学校教育に関しては、学生の情報を管理する校務支援システムへの投資をパー
ソナル情報市場とする。新城市教育委員会が 2010 年に行った「校務支援システムの導入と活用
に関する調査」結果から、成績管理システムを含む校務支援システムの導入割合は 13.1％である。
同調査（図表 II.5.2-38）を参考に 1 校当たりの校務支援システムの導入費用を約 328 万円とし、
37,581 校の小中高等学校（文部科学省学校基本調査）
）の 13.1％が導入した場合の費用がパーソ
ナル情報市場（IT 投資額）は約 161 億円と推計される。情報システムのライフサイクルを 5 年
（ソフトウェア法定耐用年数）とすると、1 年当たりの市場規模は約 32 億円となり、2011 年度
も同様と考える。
したがって、パターンⅠの市場規模の合計は約 254 億円となる。
パターンⅡについては、取組が緒に着いたところであり、現状において市場が顕在化していな
いため推計対象外とする。
パターンⅢについては、調査書の作成、送付が学校業務の一環として行われており、それ自体
が商業的に行われているものでもないので、基本的にパターンⅠに含まれると考える。
図表 II.5.2-37 その他の教育、学習支援業の売上高（2010年度）

年間売上高（百万円）
その他の教育、学習支援業

年平均従業者数（人）

3,563,999

964,966

社会教育

635,515

186,993

職業・教育支援施設

474,991

73,488

1,002,674

347,048

950,143

282,983

学習塾
教育・技能教授業

出典：総務省「平成 22 年サービス産業動向調査」
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図表 II.5.2-38 校務支援システムの導入費用

出典：新城市教育委員会「校務支援システムの導入と活用に関する調査」

パターンⅠ
約 254 億円

図表 II.5.2-39 教育、学習支援業のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
←

－

－

合計
約 254 億円

(11) 医療
(a) 医療のビジネスモデル
医療機関は、医者が患者に対して問診や検査を行うことでパーソナル情報を収集し、それに基
づいて処置、処方等が行われている。医療機関への電子カルテ等の普及にともない患者情報の電
子化が進んでおり、
個々の患者の診療履歴等を参照しつつ、
医療サービスの提供が行われている。
これは市場モデルのパターンⅠに該当する。
また、電子カルテ等で蓄積されたデータは HER として集約され、これを解析することで医療
サービスの高度化に用いる取組も行われている。特に大きな病院では蓄積された膨大なデータを
整理し、解析することで臨床研究等に役立てており、研究結果を病院の診療や意思決定の改善に
役立てており、これはパターンⅡにあたる。
医療機関を跨がった患者情報の受け渡しも行われている。従来、医師が紹介状を書き、専門医
等へ患者を紹介していたが、情報通信を活用して患者情報の受け渡し、地域内の医療機関でシー
ムレスに情報を連携する取組が始まっている。厚生労働省の地域医療再生基金の一環として IT
を活用した地域医療連携の推進が行われているほか、経済産業省においても 2011 年から「シー
ムレスな地域連携医療」として、病院、診療所だけでなく、介護施設等も含めて情報連携が進め
られている。このような情報連携は本人の同意を基本とするが、組織を跨がって情報が受け渡さ
れるためパターンⅢに該当する。
患者個々という単位ではなく、複数の人の医療データとして第三者に渡し、活用する場合も存
在する。医薬品若しくは医療機器の製造販売に関して、薬事法上の承認を得るために行われる治
験では、同意を得た複数の患者の医療情報を収集し、製薬会社等へ提供される。通常、治験支援
機関を介して、匿名化した状態で情報の受け渡しが行われ、パーソナル情報のデータベースの第
三者提供としてパターンⅣと捉えることができる。
図表 II.5.2-40 に医療におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
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図表 II.5.2-40 医療におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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（パターンⅣ）
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(b) 医療のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、患者に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出する。
患者に関連した IT 投資として電子カルテの市場をパーソナル情報市場として捉える。(株)シー
ド・プラニング「電子カルテ／PACS の市場予測」
（図表 II.5.2-41）によると、2010 年の電子カ
ルテの市場規模は約 1,089 億円となっており、2011 年度は 1,140 億円程度の市場規模が見込まれ
る。
パターンⅡについては、HER に蓄積された医療データの分析等が徐々に進められているもの
の、医療データの活用として緒に着いたばかりであり、本調査では推計対象外とする。
パターンⅢについては、地域医療連携に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出す
る。
(株)シード・プランニング「2011 年版 地域医療連携システムの現状と今後の方向性」（図表
II.5.2-42）によると、組織を跨がって患者の医療データを受け渡す医療連携の市場は 2010 年で
約 18 億年となっており、2011 年度は 25 億円程度の市場が見込まれる。
パターンⅣについては、治験支援に関わる市場規模をパーソナル情報市場として算出する。
1997 年の「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」施行後、治験実施を促進するため、
SMO（治験施設支援機関）の整備が進められ、2003 年には日本 SMO 協会が整備された。同協
会によると、2010 年度の SMO の売上は約 353 億円（SMO 事業のみ）であり、2011 年度も同
様と考える。
（図表 II.5.2-43）
上記の結果、医療におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-44 に記すように
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合計約 1,518 億円と推計できる。
図表 II.5.2-41 電子カルテの市場規模（単位：億円）

出典：(株)シード・プラニング「電子カルテ／PACS の市場予測」
図表 II.5.2-42 地域医療連携システムの市場規模（単位：億円）

出典：(株)シード・プランニング「2011 年版 地域医療連携システムの現状と今後の方向性」
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図表 II.5.2-43 SMO事業の市場規模

出典：日本 SMO 協会「日本 SMO 協会データ 2011」

パターンⅠ
約 1,140 億円

図表 II.5.2-44 医療のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ

合計

約 25 億円

約 1,518 億円

－

約 353 億円

(12) 保健
(a) 保健のビジネスモデル
日本標準産業分類の保健衛生に該当するか定かではないが、国民の健康維持・増進への関心の
高まりを背景として健康管理を支援するサービスが展開されている。また、この背景としては、
2008 年 4 月から始まった特定保健診査・特定保健指導も存在する。これは糖尿病等の生活習慣
病の有病者・予備群が増加を防ぐため、40～74 歳に対して健康診査を義務づけるとともに、リス
クの高い人に対して、生活習慣のサポートを行うものである。このような保健、健康管理等を支
援するサービス（健康管理支援サービス）は通常、本人から収集したパーソナル情報に基づき提
供され、市場モデルのパターンⅠに該当する。
なお、特定保健診査・特定保健指導を行うのは、日本標準産業分類の社会保険・社会福祉・介
護事業に該当する社会保険事業団体であるが、ここでは保健という区分で算出することとする。
また、健康管理等支援サービスでは、収集した健康情報や保健指導等の履歴を蓄積し、これを
分析することで、より適切な支援サービスへと結び付けており、パターンⅡに該当する。厚生労
働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」においても、特定保健診査・
特定保健指導で収集されたデータについては、
「厳重な管理を行いつつ、積極的なデータの分析・
評価・活用を行うのが適当」と記されている。
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図表 II.5.2-45 に保健におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-45 保健におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデル
利用者
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(b) 保健のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、健康管理支援サービスに関わる IT 投資をパーソナル情報市場として
算出する。
（株）富士経済「2011 ヘルスマネジメント関連市場の現状と将来展望」では、このような健
康管理支援サービスに関わる情報システム等について市場規模を推計している。
同レポートでは、
ICT・エレクトロニクス技術をコア技術として、健康人、又は罹病予備群向けの効率的な健康管
理サポートをヘルスマネジメントとし、そのシステム/サービス部分について図表 II.5.2-46 に記
すように 2011 年で 304 億円を見込んでおり、同年度にといても同様と考える。
パターンⅡについては、健康管理支援サービスの中で行われているものの、市場として十分に
顕在化していないため、ここではパターンⅠに含むこととする。
図表 II.5.2-46 ヘルスマネジメントにおけるシステム/サービスの市場規模
700

（億円）
643

600
500
400
300

275

304

200
100
0

2010年

2011年見込

2020年予測

出典：
（株）富士経済「2011 ヘルスマネジメント関連市場の現状と将来展望」
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パターンⅠ
約 304 億円

図表 II.5.2-47 保健のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
－

－

－

合計
約 304 億円

(13) 福祉
(a) 福祉のビジネスモデル
福祉は非常に広範囲に渡る概念であるが、特にパーソナル情報を活用してサービスを提供する
ものとして介護サービスがある。これは介護を要する人（要介護者）に対して、介護する側、さ
れる側の負担を軽減するために行われるものであり、介護保険を利用する場合には、要介護認定
を受け、介護サービス計画（ケアプラン）を作成する必要がある。このような介護サービスは、
ケアプラン等、本人あるいは家族等のパーソナル情報に基づき提供されるものであり、市場モデ
ルのパターンⅠに該当する。
介護情報に関しては、医療情報と比較して電子化が遅れていると言われているが、ケアプラン
の作成、介護保険の給付・請求管理等、電子化が進められている。これらによって蓄積されたパ
ーソナル情報を活用し、介護サービスの高度化を図ることはパターンⅡに当たる。
また、医療で述べたように、地域内の医療情報を連携する取組が行われており、この中に介護
情報も含めて検討が進められている。介護における医療履歴の参照、医療における要介護度の情
報の参照等、相互に連携する必要性は高いが、現時点では連携途上にある。このような地域にお
ける医療介護情報連携は、
本人や家族の同意のもと行われるものであり、
パターンⅢに該当する。
図表 II.5.2-48 に福祉におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
図表 II.5.2-48 福祉におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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要介護者

(b) 福祉のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、介護情報システムに関わる投資をパーソナル情報市場として算出する。
(株)野村総合研究所「介護情報システムの普及のためのポイント」によると、介護情報システ
ムの市場は 2009 年時点で 150 億円程度と推計されている。
（図表 II.5.2-49）同レポートによる
と、介護情報システムの市場は介護保険給付額の 0.23％で推移しており、同様の割合が介護情報
システムの市場と考える。また、介護保険給付額に関しては、増加傾向にあり、これまでの推移
と人口に占める高齢者の割合の関係性から、2011 年度の介護保険給付額を約 7 兆 4,444 億円と推
計する。
（図表 II.5.2-50）したがって、2011 年度の介護情報システム市場は約 171 億円と推計さ
れ、これをパーソナル情報市場として捉える。
パターンⅡについては、上記の介護情報システム等によって、データの蓄積が進んできている
ものの、これを解析してサービスに役立てるという部分では、現時点において経済的な効果が顕
在化しているとは言えない。そこで、本調査では、推計対象外とする。
パターンⅢについては、地域医療連携に関連した IT 投資をパーソナル情報市場として算出す
る。
医療で述べたように、シード・プランニング「2011 年版 地域医療連携システムの現状と今後
の方向性」
（図表 II.5.2-42）によると、2011 年度は 25 億円程度の市場が見込まれる。ただし、
これは医療と重複した扱いとする。
上記の結果、医療におけるパーソナル情報を活用した市場規模は図表 II.5.2-51 図表 II.5.2-44
に記すように合計約 1,518 億円と推計できる。
図表 II.5.2-49 介護情報システムの市場規模

出典：(株)野村総合研究所「介護情報システムの普及のためのポイント」
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図表 II.5.2-50 介護保険給付額の推移
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出典：厚生労働省の各種資料から作成

パターンⅠ
約 171 億円

図表 II.5.2-51 福祉のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ

合計

約 25 億円（再掲）

約 196 億円

－

－

（再掲含む）

(14) 職業紹介等
(a) 職業紹介等のビジネスモデル
日本標準産業分類では、
「職業紹介・労働者派遣業」という中分類で整理されているが、労働者
派遣業では、労働者派遣法第 26 条第 7 項にあるように、
「派遣労働者を特定することを目的とす
る行為をしない」ことから、パーソナル情報の授受が行われないと考える。一方、職業紹介業で
は、職業紹介業務に必要な範囲において個人情報の取扱が認められており、パーソナル情報が職
業紹介業から求人者である企業へと渡されるため、市場モデルにおけるパターンⅢに該当すると
考えられる。
ただし、労働者派遣業においても、社員として採用される前提で派遣される紹介予定派遣にお
いては、パーソナル情報の受け渡しが認められている。
図表 II.5.2-52 に職業紹介等におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
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図表 II.5.2-52 職業紹介等におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデル

企業
（求人者）

企業

×

職員の紹介不可

人材の紹介
（パターンⅢ）

雇用

紹介予定派遣の
場合のみ可
派
遣
職員
データ

求職者
データ

人材派遣業

人材紹介業

登録、雇用契約

登録

求職者

職員

(b) 職業紹介等のパーソナル情報市場
パターンⅢについては、パーソナル情報の受け渡しそのものをビジネスとして考えることがで
きるため、職業紹介に関わる市場そのものをパーソナル情報市場として算出する。
(株)矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査結果 2011」によると人材紹介業の市場は
2011 年度で 1,000 億円と推計されており、これをパーソナル情報市場として捉える。（図表
II.5.2-53）
図表 II.5.2-53 職業紹介に関わる市場規模

出典：(株)矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査結果 2011」
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パターンⅠ
－

図表 II.5.2-54 職業紹介等のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ

合計

約 1,000 億円

約 1,000 億円

－

－

(15) 公務
(a) 公務のビジネスモデル
中央省庁や地方公共団体では、その業務を遂行する上で国民（住民）の個人情報の取扱が不可
避である業務も多い。代表的なものとして、戸籍や住民基本台帳等の情報が地方公共団体で管理
されており、また、医療、年金、福祉等の社会保障サービスを受ける際にも個人情報が用いられ
る。このように国民（住民）のパーソナル情報を蓄積、管理し、これに基づき行政サービス等を
提供することは、市場モデルにおけるパターンⅠに該当する。
また、国民（住民）に関する情報は、上述したような業務を通じて収集されるだけでなく、様々
な調査によっても収集されており、これらを統計的に分析することで国民（住民）のニーズや嗜
好の把握、社会課題の導出が行われている。このような分析結果を活用することで、政府は政策
の有効性、効率性を高めることを目指しており、パターンⅡに当たると考えられる。
行政機関を跨がった情報連携については、従来から検討が行われており、総務省や経済産業省
において引越ワンストップサービスの検討等が進められてきた。このような経緯や社会保障と税
の一体改革を推進という背景から、政府では社会保障と税に関わる番号制度の導入が検討されて
おり、
これによって行政機関を跨がったパーソナル情報の受け渡しが可能になる。
番号制度では、
社会全体として制度を運用するため同意を前提としない仕組みではあるものの、自己情報コント
ロール等の対応を図ることになっており、このような仕組みで組織を跨がったパーソナル情報の
授受が行われることもパターンⅢに該当する。
中央省庁や地方公共団体で収集、蓄積された国民（住民）に関するデータが第三者に提供され
るケースはほとんどないが、2007 年の統計法改正によって、政府の統計データについて、学術研
究や教育等の目的に限定して、ミクロデータが提供されるようになっている。これらは市場モデ
ルのパターンⅣに当たる。
図表 II.5.2-55 に公務におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデルを記す。
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図表 II.5.2-55 公務におけるパーソナル情報を活用したビジネスモデル
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(b) 公務のパーソナル情報市場
パターンⅠについては、行政機関における国民に関連した IT 投資額をパーソナル情報市場と
して算出する。
IT 戦略本部「高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する平成 22 年度予算について」によ
ると、2010 年の中央省庁の IT 投資額は約 5,715 億年である。また、総務省「地方自治情報管理
概要」によると、地方公共団体の 2010 年の IT 投資額は 4,083 億円（図表 II.5.2-56）であり、
合計約 9,798 億円が行政機関における IT 投資額となる。
経済産業省「企業の IT 投資動向に関する調査報告書」によると、サービス産業において CRM
等の顧客情報関連の情報システムへの重点投資の割合は 15％（図表 II.5.2-15）になっており、
これを国民に関連した IT 投資額の割合と読み替える。したがって、上記の市場規模に 15％をか
けた約 1,470 億円がパーソナル情報市場規模と推計され、2011 年度においても同様と考える。
パターンⅡについては、民意を政策に反映するためパーソナル情報の活用は継続的に行われて
いるものの、現時点においてその市場や経済的な効果の把握は難しい。そこで、本調査ではパタ
ーンⅠに含まれていると考える。
パターンⅢについては、現時点において実現していないため本調査では推計対象外とする。
パターンⅣについては、
（独）統計センターによると、2012 年 3 月時点で統計データの提供件
数は 33 件であるが、1 件当たりの手数料は 11,350 円と、市場としては現時点で非常に小さい。
そこで、本調査では推計対象外とする。
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図表 II.5.2-56 地方公共団体におけるIT投資額

出典：総務省「地方自治情報管理概要」

パターンⅠ
約 1,470 億円

図表 II.5.2-57 公務のパーソナル情報市場
パターンⅡ
パターンⅢ
パターンⅣ
←

－
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－

合計
約 1,470 億円

(16) パーソナル情報市場全体
これまで述べたパーソナル情報市場の推計結果を合計すると図表 II.5.2-58 市場モデル毎の
パーソナル情報市場、図表 II.5.2－59 に記すように我が国のパーソナル情報市場全体の規模は
約 1 兆 7,048 億円と推計される。
市場モデルにおいて最も市場が大きいのは、パターンⅠで 6,000 億円以上の規模がある。パタ
ーンⅠはパーソナル情報を取り扱うための IT 投資であり、各グループで投資が行われているも
のの、業種、業態によってその割合は異なっている。
また、
パターンⅡ、
パターンⅢについても 4,000 億円以上の規模があることが明らかになった。
パターンⅡについて推計されているのは、ほとんどがパーソナル情報をデータベースとして解析
し行われる広告に関わる市場であり、データ解析によるサービスの付加価値向上としての経済効
果は計上されていない。しかしながら、今後はこのようなデータ解析による経済価値創出が増大
することが想定される。パターンⅢについては、職業紹介、認証・決済、信用情報照会等、パー
ソナル情報を受け渡すことを生業としている産業が存在し、それが市場のほとんどを占めている。
今後は、サイバー空間におけるパーソナル情報の蓄積がさらに進むこと、あるいは自己情報コン
トロールへのニーズの高まり等を背景として、このようなパーソナル情報を受け渡すことで価値
を創出するオンラインサービスが拡大すると予想される。
最も市場規模が小さいのはパターンⅣであり、規模は約 1,910 億円であるものの、現時点にお
いて産業分類、業態としては限定的である。しかしながら、個人を特定しないための技術等を活
用することで安全性と担保しつつ第三者への提供が可能になった場合、情報量が飛躍的に増大し
てきているパーソナル情報の再利用としてパターンⅣの市場が発展する可能性がある。
一方、産業で見ると、金融・保険業（約 6,036 億円）が最も大きな市場を形成しており、次い
で小売業（約 4,487 億円）
、宿泊業、旅行業（約 4,368 億円）となっている。しかしながら、これ
らはパターンⅡの広告関連の市場を重複して計上しているため、一概に大きい言うことはできな
い。このような重複を排除した場合、パーソナル情報市場として大きいのは通信業（約 3,675 億
円）であり、個々のパーソナル情報を第三者へ提供するパターンⅢが大きいことが大きな特徴と
なる。
また、
現時点において市場が小さいものの、将来的に大きな市場が期待できるグループもあり、
それについては後述することとする。
図表 II.5.2-58 市場モデル毎のパーソナル情報市場

パターンⅠ（約6,296億円）

本人

本人情報

サービス
／事業者

パターンⅡ（約4,273億円）

パターンⅢ（約4,569億円）
他のサービス
／事業者

パーソナル パターンⅣ（約1,910億円）
情報ＤＢ
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図表 II.5.2-59 パーソナル情報市場の全体推計
単位：億円
パターン
Ⅰ

パターン
Ⅱ

パターン
Ⅲ

パターン
Ⅳ

合計

インフラ関連産業

262

43

←

←

305

通信業

295

320

3,060

－

3,675

情報処理・提供サービス業

－

－

－

1,555

1,555

インターネット附随サービス業

34

320

271

2

627

パターンⅡ

鉄道業、航空運輸業

296

320

－

－

616

パターンⅡ

道路貨物運送業、郵便業

82

－

－

－

82

小売業

257

4,230

－

－

4,487

パターンⅡの一部

1,593

4,230

213

－

6,036

パターンⅡ

宿泊業、旅行業

138

4,230

←

－

4,368

パターンⅡ

教育、学習支援業

254

－

－

－

254

医療

1,140

－

25

353

1,518

保健

304

－

－

－

304

福祉

171

－

25

－

196

-

－

1,000

－

1,000

1,470

←

－

－

1,470

6,296

4,273

4,569

1,910

17,048

グループ

金融・保険業

職業紹介等
公務
合計
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重複部分

パターンⅢ

5.2.2. 産業横断的なパーソナル情報市場と将来の市場
(1) 産業横断的なパーソナル情報市場
パーソナル情報を活用した市場規模の推計では、抜け漏れを回避するため日本標準産業分類に基
づいて算出を行ったものの、この場合、網羅性が確保される一方で産業を跨がったパーソナル情報
の活用を捉えることが難しくなる。前述した市場規模の推計では、基本的に産業間の関係性につい
ても可能な限り整理を行い、どちらかの業種に片寄せしたり、産業横断的なものについては重複し
た市場として取り扱うように配慮した。
しかしながら、昨今、
「2.2 パーソナル情報活用によるビジネス創出事例」でも整理したように、
共通ポイントカードを活用することでより広範囲で産業横断的なパーソナル情報活用する取組が出
てきている。そこで、以下で市場規模の推計とは別に、このような共通ポイントカードの市場にお
ける可能性について検討を行うこととする。
一方、
位置情報については、
パーソナル情報市場において多様な分野において活用が進んでおり、
産業横断的な活用や連携も期待される。位置情報を活用したサービスについては既に顕在化してお
り、前節までの市場規模推計に含まれていると考えられるが、その実態は明らかではない。そこで、
以下で位置情報を活用したパーソナル情報市場についても別途、検討を図る。

(a) 共通ポイントカードの経済的効果
共通ポイントカードについては、大きく二つのグループが形成されている。一つはカルチュア・
コンビニエンス・クラブ(株)の T ポイント（
「2. パーソナル情報活用に対する個人情報保護・プ
ライバシー懸念の影響調査」にて詳述）
、もう一つは(株)ロイヤリティ マーケティングの Ponta
があり、双方とも会員数は 4 千万人を超えている。
このような共通ポイントカードには、大きく二つの経済効果があると考えられる。一つ目の効
果は、一つのポイントカードを複数の店舗で利用し、ポイントを貯めることができるため、消費
者側において利便性が高く、また消費者側も同じような店舗であればポイントが貯まる方を選択
するため、集客効果が期待できる。このため、T ポイントも Ponta も加盟店舗の拡大を進めてお
り、T ポイントは 2011 年 12 月末時点で 42,157 店舗、Ponta は 2012 年 3 月 1 日時点で 17,239
店舗において利用できる。
二つ目の効果は、顧客データの統合による効果的なマーケティングである。双方とも加盟企業
において相互にデータを活用することができることを会員規定に定めており、企業を跨がった顧
客データの解析を行えることが大きなメリットとなる。従来のポイントカードでは、発行企業に
閉じた形で顧客データが解析されるため、自社の販売商品に閉じた形で顧客のプロファイル分析
等が行われていた。共通ポイントカードでは、業態の異なる複数の企業において、同一顧客がど
のような商品を購入しているかを把握することが可能であり、より精緻な顧客分析を行うことが
可能である。例えば、T ポイントでは、図表 II.5.2-60 に記すように様々な加盟店舗における顧
客の購買履歴等を横断的に解析することで、従来では把握できなかった顧客のライフスタイルや
嗜好等がより精緻に把握できると考えられる。
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図表 II.5.2-60 Tポイントで想定される共通ポイントカードのメリット
ライフスタイルや価値
観の把握

統合データ
解析

より精度の高い
プロファイリング

より効果的な
行動ターゲティング広告

(b) 共通ポイントカードにおけるパーソナル情報市場
前述した共通ポイントカードの経済的効果の内、
前者、
共通のポイント付与による集客効果は、
ビジネススキームによるものであり、パーソナル情報を活用していると捉えることはできない。
一方、後者の顧客データ統合による効果的なマーケティングはパーソナル情報の活用に該当する。
顧客データの統合解析を行うことで、より行動ターゲティング広告の効果が期待できると考え
られ、実際、インタビュー調査を行ったカルチュア・コンビニエンス・クラブでも、飛躍的にコ
ンバージョン率（広告を配信した人や Web サイトの訪問者の中で、実際に商品を購入したり会員
登録を行ったりした人の割合）が高いケースも出ているそうである。
Howard Beales（2010）78によると、Web 広告平均のコンバージョン率は 2.8％であり、行動
ターゲティング広告のコンバージョン率79は 6.8％とされる。
（図表 II.5.2-61）仮に顧客データの
統合解析を行うことで、行動ターゲティング広告（通常広告比）の効果が 1.5 倍になると仮定す
ると、2011 年度の行動ターゲティング広告の市場規模（約 320 億円）から、その効果は約 94 億
円と推計される。
ただし、行動ターゲティング広告自体が発展途上であるため、より大きな経済的効果が期待で
きる反面、顧客データの統合解析は緒に着いたところであるため、その普及には更に時間を要す
ると考えられる。
図表 II.5.2-61 行動ターゲティング広告のコンバージョン率

2009年
Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

平均

広告全体

2.1%

3.6%

2.2%

3.1%

2.8%

行動ターゲティング広告

5.5%

8.8%

6.4%

6.6%

6.8%

出典：Howard Beales（2010）

78

Howard Beales,The Value of Behavioral Targeting, Network Advertising Institute, 2010
Web サイトを訪問した件数、あるいは広告をクリックした件数に対して、実際に商取引やユーザー
登録に結び付いた件数の割合をコンバージョン率と言う。
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(c) 位置情報を活用したパーソナル情報市場
スマートフォンを含む携帯電話に GPS が装備されるようになったため、位置情報をビジネス
に活用することが飛躍的に容易になった。カーナビゲーションを装備した自動車も普及が進んで
おり、昨今では携帯電話のモジュールを実装することで情報通信ネットワークに接続したカーナ
ビゲーションを珍しくない。このように位置情報を捕捉する GPS とインターネット等の情報通
信ネットワークが結びつくことで、位置情報を活用した様々なサービスが開花し始めている。
Stefan Steiniger et al.（2005）80によると、位置情報を活用したサービスは図表 II.5.2-62 のよ
うに分類することができる。これらのサービスを活用する産業も多岐に渡ると考えられる。位置
情報を用いた管理であれば、外回りの営業が多い様々な産業での活用が想定され、昨今では警察
等の公務でも活用されている。また、情報提供であれば、店舗や施設の案内だけでなく、昨今で
は周辺のアルバイト情報を提供する職業紹介業でも使われている。
一方、GPS を補完する準天頂衛星システムも 2010 年に初号機「みちびき」が打ち上げられ、
2013 年までにすべてが運用開始されるほか、屋内の測位システムに関しても研究が進められてお
り、位置情報を活用できるインフラ面の整備も引き続き進められている。
このような状況を踏まえ、(株)シード・プランニング「GPS 新時代のモバイル位置情報活用ビ
ジネス展望

―スマートフォンと準天頂衛星によりサービス拡大へ―」では、民生用モバイル位

置情報活用サービスを「ナビゲーション」
「スポット情報」
「位置ゲー」
「チェックイン」
「拡張現
実」
「トラッキング」の六つに分野に分類し、市場規模を予測している。同レポートによると、
2010 年の市場は 430 億円、2015 年には 3.4 倍の 1,470 億円になると推計されている。
（図表
II.5.2-63）

分類

図表 II.5.2-62 位置情報を活用したサービスの分類
概要

ナビゲーション

現在地から目的地に向けた経路案内。

情報提供

現在地等の情報に基づいた周辺情報（店舗、施設等）の提供等。

トラッキング

位置情報を用いた物や人の追跡等。

位置ゲーム

位置情報を用いたゲーム等。

緊急通報

位置情報を付加した緊急通報。

広告

位置情報を用いて、場所に最適な広告配信。

課金

位置情報を用いた課金。

管理

施設、資産、車や人員配置等の管理。

遊び

友人の位置探索等。
出典：Stefan Steiniger et al.（2005）

80

Stefan Steiniger, Moritz Neun, Alistair Edwardes, Foundations of Location Based Services,
Lesson 1, Lecture Notes on LBS, V.1.0, 2005
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図表 II.5.2-63 モバイル位置情報活用サービスの市場規模

出典：(株)シード・プランニング「GPS 新時代のモバイル位置情報活用ビジネス展望

―スマートフ

ォンと準天頂衛星によりサービス拡大へ―」

(2) 将来的に期待されるパーソナル情報市場
上記の産業横断的なパーソナル情報市場以外に、前節の市場規模の推計において、市場が現時点
において顕在化していないため、推計対象外とした事業分野がいくつか存在する。そこで、これら
について将来的な市場の可能性について以下で考察する。

(a) インフラ関連産業
インフラ関連産業においては、インフラ事業者が収集したエネルギー消費量を個人単位、ある
いはコミュニティ等のまとまったデータとして、第三者へ提供し、活用するパターンⅢ、パター
ンⅣについては、現時点について顕在化していないため、パターンⅠ、パターンⅡに含まれると
考えた。
しかしながら、家庭のエネルギー関連情報が収集できる環境が整備されてくると、インフラ事
業者だけがこれらのデータを活用するのではなく、そのデータを用いてサービスを提供する専門
事業者が出てくることが想定される。また、地方公共団体等の公的な側面からこれらのデータを
活用することも考えられる。そこで、このような市場について将来的な可能性を検討する。
(株)富士経済「スマートハウス関連技術・市場の現状と将来展望 2012」によると、家庭向け省
エネ支援サービスが 2012 年～2013 年から立ち上がると考えられており、同市場は 2020 年で 1
億円と予測されている。
（図表 II.5.2-64）
コミュニティ等の地域単位での再利用となるパターンⅣの可能性については明らかではないが、
パターンⅢについては、大きくはないものの市場として立ち上がりが期待される。
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図表 II.5.2-64 家庭向け省エネ支援サービスの市場規模
1.2

（億円）

１億円
1
0.8

0.6
0.4
０．２億円

0.2
0
2013年予測

2020年予測

出典：(株)富士経済「スマートハウス関連技術・市場の現状と将来展望 2012」

(b) 教育、学習支援業
学校教育においては、ようやく一人一台の IT 環境の整備が進みつつあり、今後、各生徒の学
習データに基づき、より効果的な教育や最適な学習コンテンツの提供、つまりパターンⅡに該当
するサービスの発展が期待される。これは生徒の成績等を管理してきた従来の校務支援システム
とは別であり、現存するものとしては LMS（Learning Management System）が近いが、単な
る進捗管理ではなく、個々の学習や理解を把握するとともに、学習データを解析し、その結果を
配信するコンテンツや学習サービスに反映する点が大きく異なる。サービスの提供形態はクラウ
ドとなり、電子教科書等のコンテンツの電子化と合わせた教育クラウドサービスになることが想
定される。
電子教科書に関しては、(株)シード・プランニング「2011 教育 ICT の現状と最新動向 ～教育
用タブレット、電子黒板、電子教科書等～」によると、2015 年から急速に立ち上がり約 400 億
円となっている。
（図表 II.5.2-65）一方、教育クラウドサービスについては、同時期以降の立ち
上がりとなるであろう。文部科学省の「学校基本調査」によると、小学生以上の学生・生徒は約
1,771 万人であり、仮に各生徒が 500 円／月程度、教育クラウドサービスに支払うと考えた場合、
約 1,062 億円の市場が見込まれる。
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図表 II.5.2-65 電子教科書に関する市場規模

出典：(株)シード・プランニング「2011 教育 ICT の現状と最新動向 ～教育用タブレット、電子黒板、
電子教科書等～」

(c) 医療
医療では、EHR に蓄積したデータの活用、分析が緒に就いたばかりであり、今後、これを活
用した臨床判断支援システム等による費用対効果の向上、センサー等による新たな患者データを
活用した疾病予防等による経済的な効果が期待できる。市場モデルでは、パターンⅠ、パターン
Ⅱに該当する部分であり、特にパターンⅡについては、今後、市場の拡大が予想される。
McKinsey Global Institute が 2011 年に発表したレポート“Big data: The next frontier for
innovation, competition, and productivity”では、医療データを活用した比較効果研究、臨床判断
サポート、患者モニタリングによる予防、患者特性に応じた最適治療あるいは情報の透明性確保
等により、米国において 6.6％の医療費（1,650 億ドル/2 兆 5,000 億ドル）の医療費が削減できる
としている。
日本の医療費は 2010 年で 36.6 兆円であり、同様の割合の効果が期待できると考えると、約 2.4
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兆円の医療費削減効果が想定される。
一方、同レポートでは、データを活用した技術革新、価格の最適化、公衆衛生の向上、新たな
ビジネス創出等の経済的効果も試算しており、我が国でも少なからず同様の効果が期待できると
考えられる。
図表 II.5.2-66 医療データ活用の米国医療に対する経済的な影響

出典：McKinsey Global Institute“Big data: The next frontier for innovation, competition, and
productivity”

(d) 公務
公務においては、国民（住民）に関する情報が蓄積され、これを活用したサービスが提供され
るとともに、これらを統計的に分析した政策展開も行われている。しかしながら、行政機関等に
蓄積されたパーソナル情報は現時点において十分に活用されているとは言えず、これらを活用す
ることで更に経済的な効果を創出することが期待できる。特に今後予定されている社会保障と税
に関わる番号制度が導入され、パーソナル情報を統合した活用が行えるようになることで、効果
の創出も助長されると考えられる。
前述した McKinsey Global Institute のレポートによると、EU の公共分野においてパーソナル
情報を含む大規模データの活用を進めることで、業務の効率化、年金給付ミスの減少、税収の改
善等が進み、全体で 1,500～3,000 億ユーロの経済的な効果が創出できるとされる。我が国におい
ても、パーソナル情報の活用、すなわち市場モデルのパターンⅡを発展させることで、同等の効
果があると仮定した場合、
図表 II.5.2-67 に記すように 1 兆 2,160 億円～2 兆 9,370 億円の効果が
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試算できる。具体的には、公務における業務の効率化として 3.00～5.00％の改善が期待され、財
務省「日本の財政関係資料」にある国と地方公共団体の公務員人件費の合計 29 兆 2,000 億円か
ら、8,760 億円～1 兆 4,600 億円の効果を試算している。同様に、年金給付ミスの減少として 0.28
～1.20％の改善が期待され、財務省「日本の財政関係資料」にある年金給付額 56 兆 6,000 億円
から、経済的効果は 1,500～6,430 億円となる。また、税収の改善として 0.46～2.04％の効果が
期待され、財務省「日本の財政関係資料」にある税収 40 兆 9,270 億円から、経済的効果は 1,890
～8,940 億円となる。
なお、番号制度の導入効果については、
（社）日本経済団体連合会において、に記すように経済
的効果の推計が行われており、国民、民間企業、行政機関で合計 3 兆円以上の効果が期待されて
いる。
図表 II.5.2-67 パーソナル情報活用における公務の改善効果

項目

改善割合

金額（十億円）

効果（十億円）

業務の効率化

3.00% ～

5.00%

29,200

876 ～

1,460

年金給付ミス減少

0.28% ～

1.20%

53,600

150 ～

643

税収の改善

0.46% ～

2.04%

40,927

189 ～

834

1,216 ～

2,937

合計

出典：McKinsey Global Institute“Big data: The next frontier for innovation, competition, and
productivity”を参考に作成
図表 II.5.2-68 番号制度の導入効果

出典：
（社）日本経済団体連合会「豊かな国民生活の基盤としての番号制度の早期実現を求める
参考資料」
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5.3. パーソナル情報を取り巻く環境変化の市場への影響
前節まで 2011 年度におけるパーソナル情報を活用した市場規模の算出と将来的な可能性について
検討を行った。本節では、前章までの各調査結果を踏まえ、市場において生じる様々な事例、技術や
制度の変化がこのようなパーソナル情報市場に対して与える影響について考察する。

5.3.1. 個人情報保護・プライバシー懸念の影響
「2. パーソナル情報活用に対する個人情報保護・プライバシー懸念の影響調査」では、パーソナ
ル情報活用によるビジネス創出事例、あるいは活用の阻害事例、そして露出や悪用事例について調査
を行った。そこで、それぞれの事例が市場に与える影響について以下で検討を行うこととする。

(1) ビジネス創出事例の影響
ビジネス創出事例からも明らかなように、パーソナル情報の高度な活用はマーケティング分野を
中心に進んでおり、通信業、小売業、共通ポイントカード等で前述したように今後、より個々の嗜
好やライフスタイルに適した情報提供が進むと予想される。個人の特性を推定する技術等を活用す
ることで、需要と供給のマッチング精度の向上による経済的な効果を生むだけでなく、新たな行動
の誘発や潜在的なニーズの開拓が進み、市場の拡大が期待できる。2011 年度の行動ターゲティング
広告市場は約 320 億円であるが、広告全体に占める割合が高まるとともに、企業を跨がったデータ
の統合解析等で付加価値も高まり、将来的には 1,000 億円以上の市場への拡大することが想定81さ
れる。もちろん、プライバシーへの配慮は不可欠であり、非常に精度の高い行動ターゲティング広
告でも、個人が不快に感じた場合、このような市場は縮小、停滞する可能性がある。
一方、ポケットカルテのような PHR に代表されるように、IT 機器が個人レベルに普及したこと
等を背景として、これまで事業者が管理していた自分の情報を各個人が管理、活用するようなサー
ビスも普及すると考えられる。これは PHR のような保健に限定するものではなく、購買履歴、移
動履歴等を含め自分が主体となって管理するという側面からライフログと呼ばれる場合もある。
(株)矢野経済研究所「ライフログ市場に関する調査結果 2011」では、ライフログ市場が急速に発展
し、2015 年度に 52 億円まで拡大すると予測している。
（図表 II.5.3-1）
このようにビジネス創出事例からは、市場モデルのパターンⅠ、パターンⅡにおいてパーソナル
情報市場の発展を促すという影響が窺える。

81

図表Ⅱ.5.2.-9 の傾向から 2016 年には 1,000 億円を超えると想定される。
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図表 II.5.3-1 ライフログ市場の推移

出典：(株)矢野経済研究所「ライフログ市場に関する調査結果 2011」

(2) 阻害事例の影響
阻害事例として取り上げたビジネスの多くは、パーソナル情報の流通性を高めるものであり、阻
害要因が無くなることで市場モデルにおけるパターンⅣが発展すると考えられる。
パターンⅣの市場が発展するためには、個人を特定しないための技術の活用が不可欠であり、加
えてこれが適切に運用されるための制度的な環境が整備されることや、それらを通じて社会として
プライバシー懸念等が払拭されること等が重要となる。
このような市場の影響については、
「5.3.2. 個人を特定する、又は特定はしないための技術の影
響」において後述することとする。

(3) 露出、悪用事例の影響
(a) 露出、悪用事例の影響の整理
パーソナル情報を活用する事業において、パーソナル情報が露出・悪用した場合、図表 II.5.3-2
に記すように、当該企業には経済面で三つの直接的な影響が出ると考えられる。一つ目は対策コ
ストであり、
現状のマネジメントや仕組み、
あるいは技術面において問題があった可能性があり、
同様の事象が起こらないように対策を行う必要がある。二つ目は損害賠償であり、露出や悪用が
行われた場合、当該パーソナル情報の提供者である本人に対して何らかしらの賠償が必要になる。
三つ目は事業活動における売上低下であり、露出や悪用が顕在化した場合、十分な対策が行われ
るまで、事業活動を自粛（停止）する場合があるだけでなく、信用の低下から利用者が離れるこ
とで、事業が収縮する可能性がある。
一方、経済面では間接的な影響も想定される。一つは同業他社等への影響である。例えば、あ
るパーソナル情報を活用したサービスプロバイダーが本人の知らないうちにパーソナル情報を収
集し、これを無断で第三者に提供していた事象が発覚した場合、同様の事業を行う他のサービス
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プロバイダーにおいても利用者が減少する等、何らかしらの負の影響を受けることが予想される。
さらに、このような間接的な影響はパーソナル情報を取り扱うビジネス全般に波及する可能性
も存在する。例えば、ある露出、悪用事例が社会的に非常に大きなインパクトを与え、結果とし
て政府によって何らかの規制強化が行われた場合、パーソナル情報を活用するすべての企業にお
いて対策コストが課されることになる。もちろんこのような規制には、違った見方をすることも
できる。すなわち、規制を行うことで将来的に起きる可能性がある露出・悪用事例を防ぐことで、
結果として、前述した事象を起こした企業による経済的な損失、あるいは同業他社の間接的な損
失等を防ぐことが期待できる。この場合、規制が過剰であるかどうかが論点となる。今後、同様
の露出、悪用事例が発生する可能性とその経済的な損失に対して、規制によって生じる対策コス
トが下回っていればむしろこのような規制は経済的な便益となる可能性もある。事象が発生する
ことによる損失を対策コストが上回っている場合、規制は過剰となり、パーソナル情報を適切に
扱ってビジネスを展開している事業者にとって負担となる危険性もある。
図表 II.5.3-2 に露出、悪用事例の経済的な影響を整理する。
図表 II.5.3-2 露出、悪用事例による経済的な影響

露出／悪用
事例

当該企業の
経済損失

同業他社の
経済損失

対策コスト

売上低下

損害賠償
売上低下

防止

防止

予防便益

予防便益

規制強化

事業者全体への規制
対策コスト

(b) 露出、悪用事例の市場への影響
まず、露出、悪用事例が生じた際の当該企業の経済損失について検討する。
露出、悪用事例について対策コストの試算を行った既存の文献は見られないものの、
（独）情報
処理推進機構「2010 年度国内における情報セキュリティ事象被害状況調査」を参考にすることが
できる。同調査では、コンピュータウイルスやサイバー攻撃の被害を受けた際の対策について調
査を行っており、このようなインシデントが起こった際、元の状態に復旧する作業に労力を要す
るだけでなく、原因の究明、問い合わせ窓口の設置等にも労力が必要であることが示されている。
（図表 II.5.3-3）これらを参考とすると、露出、悪用事例においても、原因の究明、再発防止対
策、問い合わせ窓口の設置等で少なくとも数人日、事象が深刻な場合は数十人日の労力が必要に
なると考えられる。
損害賠償に関しては、(財)日本ネットワークセキュリティ協会「2010 年情報セキュリティイン
シデントに関する調査報告書～個人情報漏えい編～」
（以下、
「インシデント調査」と言う）にお
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いて情報漏洩事件に関する想定損害賠償総額を試算しており、2010 年度は約 1,215 億円と推計さ
れている。露出、悪用事例については、必ずしも損害賠償に至るわけではないが、パーソナル情
報の取扱の問題を契機として各個人に対して賠償するという観点では共通しており、参考にする
ことができる。
売上の低下に関しては、問題への対策に関わる日数だけでなく、利用者の減少等を含めて 2 週
間程度の事業活動の停止を想定する。一定の規模を有する企業に対して露出、悪用事例が発生す
る確率をインシデント調査におけるインシデント数（1,679 件）と総務省「平成 21 年経済センサ
ス-基礎調査」
（100 人以上の企業数 42,820 社）から 3.92％とする。前節で試算したパーソナル情
報市場において、同割合で 2 週間の事業停止が発生した場合の経済損失は約 19 億円となる。
露出、悪用事例が発生した場合の同業他社の売上低下については既存の文献は存在せず、影響
を定量的に評価することは難しい。しかしながら、同業他社に対しても少なからず影響があるこ
とは否定できない。
規制強化による対策コストについては、これを研究した文献として Robert W. Hahn（2001）82
がある。同文献では、米国において当時、議論の訴状に上っていたオンライン・プライバシー法
案が成立した場合、企業側の対策コストとして数十億ドルが必要という研究結果が示されている。
一方、我が国を対象に検討すると、例えば、プライバシーマーク制度に相当する規制強化が行わ
れた場合、登録に 60 万円程度（中規模）の費用が必要であり、これを一定の規模を有する企業
（42,820 社）に適用すると、費用は約 257 億円となる。もし、この規制によってインシデント調
査による被害（1,215 億円）がすべて回避できるのであれば、規制は適切であると評価できるし、
逆に回避できる割合が 1 割に満たないのであれば、規制は過剰となる。
図表 II.5.3-3 コンピュータウイルス被害の対策労力
復旧作業に要した労力

復旧以外の作業に要した労力

出典：
（独）情報処理推進機構「2010 年度国内における情報セキュリティ事象被害状況調査」

82

Robert W. Hahn “An Assessment of the Costs of Proposed Online Privacy Legislation” Working
Paper, AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies,(2001)
221

図表 II.5.3-4 個人情報漏えいインシデントの概要（2010年）

出典：(財)日本ネットワークセキュリティ協会「2010 年情報セキュリティインシデントに関する調査
報告書～個人情報漏えい編～」

5.3.2. 個人を特定する、又は特定はしないための技術の影響
(1) 個人を特定する、又は特定しないための技術の影響の整理
個人を特定するための技術あるいは特定しないための技術の社会への実装が進んだ場合、パーソ
ナル情報を活用した市場モデルにおいてパターンⅡとパターンⅣが促進されると考えられる。
個人を特定するための技術のうち、厳密ではない個人の特定、つまり個人の特性推定する技術に
ついては、パターンⅡにおいて顧客データベースを活用したマーケティング活動の精度や効率の向
上への貢献が期待される。ただし、既にユーザプロファイリング技術を活用した行動ターゲティン
グ広告等は使われ始めていることから、パターンⅡへの経済的な影響は大きくないと考えられる。
一方、厳密な意味での個人の特定、つまり個人の識別する技術については、本人の意図しないと
ころで行われることは望ましくなく、空港等においてセキュリティ用途で用いられる以外には、基
本的に本人認証の効率化等に用いられることが想定される。代表的なものが顔認証であり、スマー
トフォンの中には顔認証によって操作ロックを解除できるものも出てきている。逆に、悪意を持っ
た人の攻撃を防ぐために、個人を識別する技術を用いることも考えられる。HPN では、匿名化し
た医療データに対して専門家による個人を特定する攻撃を行い、識別することができないことを確
認した後、そのデータを公開し、予測アルゴリズムの開発コンテストに供している。つまり、個人
を識別する技術は、個人を特定しないための技術と併用されることで、後者の有効性を検証するこ
とに用いられ、結果として匿名化したパーソナル情報の再利用等を促進することができる。
以下、パターンⅣの匿名化したパーソナル情報の再利用促進の可能性について検討する。
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図表 II.5.3-5 個人を特定する、若しくは特定しないための技術の市場への影響

個人を特定するための技術

パターンⅡ：行動ターゲティング
広告等の精度向上

個人特性を推定する技術
個人を識別する技術

パターンⅣ：パーソナル情報の
再利用促進

開発促進

個人を特定しないための技術

(2) パーソナル情報の再利用促進
個人を特定する、若しくは特定しないための技術によって、パーソナル情報が安全に再利用可能
になれば、パターンⅣの市場の拡大が期待できる。
米国では、既にパーソナル情報を含むデータの流通を促すビジネスが立ち上がりつつあり、我が
国においても同様の経済的な効果が期待できる。
データの流通性を高めるビジネスとして企業間のデータをオンラインで仲介するデータマーケッ
トプレイスがあり、米国では、Bluekai、Infochimps、Factual 等、複数の企業が立ち上がってい
る。Bluekai は、データの Exchange Platform としてビジネスを成立させており、2011 年の 1 年
間で売上が 3 倍に拡大しており、データの取引量も 1 日 7 億 5 千万レコードに達している。
Infochimps も Bluekai と同様のプラットフォームモデルであるが、データだけでなく API 形式で
の提供も行っており、2009 年 1 月以来、15,000 件の利用が行われている。
また、マイクロソフトも Windows Azure Marketplace を立ち上げており、SaaS 等のアプリケー
ションだけでなく、データセットの販売、提供を行っている。
（図表 II.5.3-6）同マーケットプレイ
スには統計、環境、金融、小売、スポーツ等幅広い分野のデータが提供されており、有償のものと
無償のものがある。パーソナル情報を含むデータも提供されており、例えば、Practice Fusion とい
う電子カルテの SaaS を提供する会社のデータは、匿名化した医療情報である。このようなデータ
がインターネットを介して公開されているのは、匿名化技術だけでなく、HIPAA 等の法制度によ
って匿名化の手法とその法的な担保が行われているためと考えられる。
一方、このようなデータ流通によって、イノベーション創出を促す動きも米国で見られる。つま
り、データマーケットプレイス等で公開されているデータを用いて、データ解析コンテストが多数
行われている。Kaggle はこのようなデータ解析コンテストのためのプラットフォームを提供する企
業であり、前述した HPN のコンテスト等もこれを活用している。Kaggle の賞金総額は 2012 年 2
月時点で 3,228,867 ドルである。この他、データ解析に限定せずコンテストによってイノベーショ
ンを促進するための非営利組織（NPO）
、X Prize Foundation では、ゲノムデータの解析に 1,000
万ドルの賞金が提供される等の事例がある。
このような米国の事例から、個人を特定する、若しくは特定しないための技術によって、パーソ
ナル情報を含むデータの流通性が高まり、データマーケットプレイス等のビジネスの創出、あるい
はデータ解析コンテスト等のイノベーション手法の適用が我が国でも進むことが予想される。
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図表 II.5.3-6 Windows Azure Marketplaceで提供されるデータ

出典：https://datamarket.azure.com/browse/Data

5.3.3. 自己情報コントロールの影響
(1) 自己情報コントロールの影響の整理
自己情報をコントロールできるサービスとそうでないサービスがある場合、消費者によって前
者が選択されるということは既存の調査からも明らかになっており、自己情報コントロール機能
の実装が進むことでパーソナル情報市場そのものが活性化すると考えられる。
特に本人情報に基づいてサービスが提供されるパターンⅠの市場モデルでは、利用者が自分の
情報にアクセスし、必要に応じて訂正、削除、利用停止等を行えることで、利用者の便益が高ま
り、経済的な価値に結び付くと想定される。また、データのポータビリティという点では、本人
の意思によって自分の情報を他の事業者へ移すことでパターンⅢの市場が進展することが予想さ
れる。
さらに、このような自己情報コントロールによって、サービスや事業者に対する安心感、信頼
感が醸成されれば、間接的にパターンⅡのようなデータ解析に基づいたサービスの提供やパター
ンⅣのような匿名化したパーソナル情報等の再利用も促されると考えられる。
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図表 II.5.3-7 自己情報コントロールの市場への影響

パターンⅠ：自分の情報
へのアクセス、訂正、削除

パターンⅢ：データポータ
ビリティ

サービス
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本人

他のサービス
／事業者

安心感、信頼感の醸成

パターンⅡ：データ解析に
基づくサービス提供

パターンⅣ：パーソナル情
報の再利用促進

(2) 自己情報コントロールの市場への影響
自己情報コントロールが市場に与える影響を定量的に把握することは困難であるが、このよう
なプライバシーに配慮した機能が経済的な価値を創出するという研究がいくつか存在する。
Il-Horn Hann et al.（2003）83 によると、Web サイトにおいてパーソナル情報が正しく記録さ
れ処理されること、許可していない二次利用が行われないこと、情報への不正アクセスが行われ
ないこと等に対して、30.49～44.62 ドルの経済的な価値があるとされる。また、Janice Tsai et al.
（2007）84では、このようなパーソナル情報の取扱いが明らかになっている電子商取引サイトの
方がそうでないサイトと比較して15ドル前後の商品に対して約0.6ドルの付加価値を付けること
が示されている。
実際、パターンⅢについては、前述したように Personal Data Service（本人が把握している個
人情報だけではなく、本人が預り知らない場所に保管され、本人が知らない用途に利用されてし
まっている個人情報も含めて、個人本人が管理するための仕組み）が海外では出てきており、複
数の事業者が見られる。英国では、Mydex、Allow 等があり、米国では STATZ、Personal 等が
存在する。これらは着実に市場を形成しており、The Wall Street Journal（2011）85にいくつか
の事例が紹介されている。Allow では、ある人が同社を介して購買履歴を 8.95 ドルで売り、7 割
に当たる 5.56 ドルを自分の収入としている。逆に IntelliPotect はパーソナル情報を保護するサ
ービスを 8.95 ドル/月で開始している。また、パーソナル情報に関連した投資も進んでいる。
Personal は 760 万ドルを増資しており、個人情報の適性利用を推進する TRUSTe、オンライン
での個人の評判を管理する Reputaiton.com もパーソナル情報に関連した投資をそれぞれ 1,200
万ドル、1,500 万ドル行っている。

83

Il-Horn Hann, Kai-Lung Hui, Tom S. Lee, I.P.L. Png, The value of online information privacy:
an empirical investigation, Working Paper, 2003
84
Janice Tsai, Serge Egelman, Lorrie Cranor, Alessandro Acquisti, The Effect of Online Privacy
Information on Purchasing Behavior: An Experimental Study, The 6th Workshop on the Economics
of Information Security, 2007
85
The Wall Street Journal,Web's Hot New Commodity: Privacy, February 27, 2011
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このようにパーソナル情報を管理あるいはコントロールするニーズは海外において既に顕在化
し始めており、我が国においても Personal Data Service 等によって自己情報コントロールに関
わる市場の形成が期待される。
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6. パーソナル情報活用による健全な市場の発展のために
6.1. パーソナル情報市場の可能性
パーソナル情報市場は 2011 年度において約 1 兆 7,048 億円という規模であるが、前述したように
パーソナル情報の活用については発展途上の部分も多くあり、今後も様々な側面から市場の成長が期
待できる。
市場モデルのパターンⅠでは、
各産業においてパーソナル情報を管理するための IT 投資が進展し、
データに基づいた本人へのサービス提供は進んでいるが、今後は、PHR、ライフログ等、本人が主体
的に自分の情報を活用するようなサービスの発展が想定される。ポケットカルテに代表されるように
医療機関が蓄積した電子カルテ等の医療情報を、PHR として本人が参照、活用できるようにする事
例も出てきており、従来、事業者が蓄積、管理していたパーソナル情報を本人が活用する機会も徐々
に拡大すると考えられる。
パターンⅡでは、パーソナル情報のデータベース化は進展してきているが、それを分析し、サービ
スに反映する部分は産業分野によって取組みの差が存在する。商業分野では古くからデータベースマ
ーケティングとして取り組まれており、近年は行動ターゲティング広告として活用が進んでいる。今
後は共通ポイントカードに見られるように企業を跨がったデータ解析によって、より精度の高いマー
ケティング活動が発展すると考えられる。一方、教育、学習支援業、医療、保健、福祉、公務等の産
業分野においては、データ解析自体が緒に就いたところであり、解析した結果をサービスへ反映する
仕組みも含め、潜在的な市場が大きく存在する。これらの分野が発展する背景には、従来、捕捉が難
しかったパーソナル情報の取得が可能なってきていることもある。例えば、公務においては都市計画
等を進める上で、個人の移動情報が重要になるが、従来はアンケート調査や目測による交通量調査等
で情報を収集していたが、カーナビやスマートフォンの GPS 情報を活用することで容易かつ正確に
収集することが可能になってきている。
パターンⅢでは、認証、決済等、特定のサービスを享受するためのパーソナル情報の受け渡しは既
に行われており、サービスとしても成熟化してきている。一方、パーソナル情報の生成、蓄積が多様
化していることから、パターンⅠで見られる自己情報コントロールの一環として、本人の意思によっ
てある事業者から他の事業者でパーソナル情報を移すケースは増えると予想される。Personal のよう
に散在している自分のパーソナル情報を集約化し、その開示制御を行うようなビジネスも今後、我が
国において発展する可能性がある。
パターンⅣでは、これまでもアンケート調査や POS 等によってパーソナル情報を収集し、このデ
ータを提供するサービスが存在していたが、生成されるパーソナル情報の多様化が進むことで、その
流通が活発化すると予想される。
本人の同意に基づいたデータの流通も更に拡大すると考えられるが、
匿名化等によって安全性と有効性を担保した（本人の同意を必要としない）パーソナル情報の再利用
の進展も期待される。パーソナル情報を含め、データの流通性が高まることで、海外で普及し始めて
いるデータマーケットプレイス等についても、今後、我が国でも出現すると考えられる。
このように、パーソナル情報市場ではすべての側面において、今後、市場の拡大の可能性があり、
このような市場の発展を促す上で求められる技術面、制度・政策面の対応について、以降で整理する
こととする。
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図表 II.6.1-1 パーソナル情報市場の発展の可能性
•顧客管理等、利用者のパーソナル情報のIT
化は進展し、成熟化してきている。
•今後は、PHR、ライフログ等、個人自ら情報を
活用コントロールするようなサービスの展開
が想定される。

パターンⅠ

•認証、決済等、必要に応じて情報の受け渡し
を行うサービスは成熟化してきている。
•パーソナル情報が散在していることから本人
が自己情報コントロールの一環として第三者
へ移すケースは増えると予想される。

本人情報
サービス
／事業者

本人
パターンⅡ

•パーソナル情報のDB化は進展してきている
が、それを分析し、サービスに反映する部分
は産業分野によって取組格差が存在する。
•組織や産業を跨がった解析も今後は進むと
考えられ、これによって更なる市場の拡大が
期待される。

パターンⅢ

他のサービス
／事業者
パーソナル
情報ＤＢ

パターンⅣ

•匿名化等によって安全性と有効性を担保した
形でパーソナル情報の再利用が進むと予想
される。
•海外で普及し始めているデータマーケットプ
レイス等についても、今後、我が国でも出現
することが期待される。

6.2. パーソナル情報活用に向けた技術
パターンⅠ、パターンⅢの市場を促すためには自己情報コントロール機能の実装が期待される。こ
れは図表 II.5.3-7 で示したように、サービスや事業者に対する個人の安心感、信頼感にも結び付くも
のであり、間接的にはパターンⅡ、パターンⅣの市場の発展にも結び付くと考えられる。自己情報コ
ントロール機能については、情報伝達経路の追跡技術等、一部に高度で実装まで時間を要するものも
存在するが、多くの機能は現時点の技術で実装可能と考えられる。ただし、自己情報コントロール機
能として、制度と関連づけて体系化されておらず、今後、実装を促進するためには、全体構成や各機
能について、共通概念を形成していくことが必要である。また、パーソナル情報の種類によって必要
な自己情報コントロール機能と、
それを実現するための本人認証の厳格さも異なってくると考えられ、
このような部分を業界毎で整理してくことが技術実装を支援する上で重要と考えられる。
一方、データポータビリティには技術よりも運用面においてデータの標準化という大きな課題が存
在する。パターンⅢのようにパーソナル情報をあるサービスから別のサービスに移す場合、データの
内容やフォーマットが同じでなければ再利用は困難である。このようなデータの標準化はその必然性
が高い、医療や公務等の分野で進んでいるものの、逆に商業分野では進んでいない。例えば、自分の
購買履歴をある電子商取引サイトから抽出できたとしても、それを他の電子商取引サイトに移そうと
した場合、データフォーマットや商品コードの違いから、使えないことが容易に想定される。したが
って、データポータビリティ等の機能を実装していく上ではデータの標準化を進めることが不可欠で
あり、パーソナル情報を多く蓄積しているサービス、事業者あるいは業界団体としてこれを主導する
ことが期待される。
パターンⅡにおいては、個人の特性を推定する技術の発展が期待されるが、この部分は既に市場か
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らニーズで牽引されている部分もあり、様々な事例が出てきている。今後は、どれだけ多様なデータ
を取り扱えるか、あるいはリアルタイムで解析を行えるかという面で技術課題が残るが、これらの実
装についてはサービスや事業の性質によって費用対効果が異なるため、必要性に基づいて取捨選択さ
れることになろう。
パターンⅣを促進するため、個人を特定しないための技術の発展、社会的な普及が不可欠である。
匿名化手法、撹乱手法、暗号化手法等、個人を特定しないための多様な技術が研究されているものの、
実用化に至っているものはまだまだ少ない状況である。一つの理由として、実運用を重視した実装が
進んでいないことが考えられる。例えば匿名化技術では、k-匿名性だけでなく、l-多様性、t-近似性、
m-invariance 等、様々な指標が出されているものの、実際に匿名化を行う人がこれらを理解すること
は容易ではなく、まずは利用者が理解でき、運用できることを踏まえて、必要最低限の機能からの実
装を進めることが求められる。また、個人を識別するための技術の活用も有効である。個人を識別す
るための技術は、本人の認証以外での活用がプライバシーの問題から難しいものの、個人を特定しな
いための技術の安全性を担保するため、攻撃者としてこれ活用することが想定され、表裏一体となっ
た発展が期待される。さらに、このような技術の活用においては、誰が安全性を担保するのか、とい
う問題があり、制度環境の整備と一体に進めること、実装事例を一つずつ積み重ねて安心感を醸成す
るということが重要になると考えられる。
図表 II.6.2-1 パーソナル情報市場の発展に向けた技術面での提言

自己情報コント
ロール機能

・多くの自己情報コントロール機能は実装が難しくないものの、体系化され
ておらず、全体構成や各機能について共通概念の形成が必要である。
・情報の種類に応じて必要な自己情報コントロールと認証の厳格さが異なる
ため、業界毎でこれらを整理し、実装を促すことが重要である。
・情報の追跡性等の部分では研究開発の余地が存在する。
・データポータビリティを実装するためには、データの標準化が必要である。

個人を特定す
る、または特定
しないための技
術

・個人の特性を推定する技術は市場ニーズにより発展が牽引されており、
サービスの性格に応じて技術レベルを使い分けることになる。
・個人を識別するための技術については、活用分野が限定されているが、
個人を特定しないための技術を発展させるために表裏一体となった研究の
推進が不可欠である。
・個人を特定しないための技術については、実利用を促すため、運用面も含
めた実装が求められており、制度環境と一体となった事例の積み重ねが必
要である。

6.3. パーソナル情報活用に向けた制度、政策
パーソナル情報市場の発展を促すためには、パーソナル情報が価値の源泉となることについてコン
センサスを形成し、
産官学一体となった活用促進のための政策を推進することが重要である。
例えば、
米国では、医療分野においてデータを活用して医療におけるパフォーマンスの改善を図る the Health
Data Initiative という取組を進めている。この政策では官民共同により、データの公開と、データを
活用した医療のパフォーマンス改善策の検討という大きく二つの施策を展開しており、これから医療
サービスに資するイノベーションの創出が期待されている。
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パーソナル情報市場全体の健全な発展を促すためには、
「2. パーソナル情報活用に対する個人情報
保護・プライバシー懸念の影響調査」で整理した露出、悪用事例等を防止することが重要である。利
用者のプライバシー懸念に対応するためには、個人情報保護法への準拠だけでは十分でなく、パーソ
ナル情報を活用したビジネス展開においては、本調査で用いたプライバシー侵害の評価項目等により
事前評価を行うことが求められる。このような取組は Privacy by Design（PbD）86として注目を集
めてきており、パーソナル情報を活用したビジネスの興隆と併行して、OECD、EU 等の国際機関で
も大きな方向性として取り上げられている。我が国においても、制度としてではなく、常識あるいは
思想としてこのような考え方の普及を図ることが重要と考えられる。PbD の 7 原則を参考までに図表
II.6.3-2 に記す。
次に各市場モデルから制度、政策面での対応について整理する。
パターンⅠ、パターンⅢの市場を促すためには自己情報コントロール機能の実装が期待されるもの
の、
これを自己情報コントロール権として制度化するべきかどうかは慎重な議論が必要である。
実際、
パーソナル情報を活用してビジネスを展開している事業者の中には、自己情報コントロールに配慮す
ることの重要性を鑑み、機能の実装を進めているものも存在する。また、個人情報保護法においても、
権利としては言及していないものの、事業者の義務として規定されている部分も多い。したがって、
当面は事業者側の自主的な取組としてその実装を促すことが望ましいと考えられ、必要に応じて業界
団体等で推進を図ることが期待される。ただし、前述したようにデータポータビリティ等を実現する
際は、各企業のみでは対応が困難であり、データの標準化を業界団体や公的な機関が主導して進める
ことが必要となる。
一方、パターンⅡ、パターンⅣの市場の発展においても、業界団体や公的機関における制度面での
環境整備が求められる。
パターンⅡでは、個人の特性を推定する技術等を用いた解析により、より付加価値の高いサービス
の提供が期待されるものの、推定精度が高すぎた場合、あるいはセンシティブな部分に踏み込んだ場
合、利用者側が不快に感じ、プライバシー懸念の問題が生じる可能性がある。したがって、T ポイン
トサービスで見られるように、単に情報を解析した結果をサービスとして展開するのではなく、プラ
イバシーにできるだけ配慮した上で活用することが不可欠である。プライバシーの基準はサービスの
内容や質によって大きく異なるため、制度によって画一的に規制するのではなく、業界団体によって
対応を検討することや、各企業が自主的に基準を定めて取り組むことが求められる。
パターンⅣでは、パーソナル情報の再利用を促すため、個人を特定するため、また特定しないため
の技術の進展を踏まえた制度整備が求められる。
データマイニング等、個人を特定するための技術の研究開発が進み、合わせてパーソナル情報の活
用、流通が増えていることから、個人が容易に識別できてしまう可能性は確実に高まっている。そこ
で、匿名化等を施したパーソナル情報に対して、個人を特定する行為を基本的に禁止する等、このよ
うな個人を識別するための技術の悪用を防止するような制度の整備が求められる。個人を特定するた
めの技術が悪用された場合、
パーソナル情報を活用したビジネスにおいてプライバシー懸念が増大し、
市場の発展が阻害される危険性がある。そのようなことが起こらないよう、個人を特定しないため技

86

カナダ、オンタリオ州のプライバシーコミッショナーAnn Cavoukian 博士が提唱した概念であり、
プライバシー侵害のリスクを低減するため設計段階から事前にプライバシー対策を行うことである。
パーソナル情報の活用と保護の両立を説いている部分も大きな特徴である。
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術の有効性評価や研究等、限定的な用途において個人を識別するための技術が適切に活用されるよう
制度環境を整備するべきと考えられる。
個人を特定しないための技術が適切に用いられるような制度環境の整備が求められる。例えば、匿
名化手法に関しては、匿名化の基準や手法が明示されていないことが大きな課題として存在する。し
たがって、方法論や匿名性を担保するための仕組み（プロセスや検討体制等）について何らかしらの
基準を記すことが期待され、これらの基準に沿って作成した匿名化データを再利用することで、その
信頼を積み重ねることが重要である。また、暗号化手法では、暗号化した情報の個人識別性や容易照
合性の再評価、電子政府推奨暗号等の基準の見直しが期待される。準同型暗号等では、データそのも
のは暗号化し、計算結果だけを復号化し活用する仕組みが確立してきており、パーソナル情報を活用
したビジネスに適用するためには、適切な暗号化をほどこしたデータ自体は個人情報ではない取扱と
なることが望ましい。また、電子政府推奨暗号の基準を準同型暗号で満たすことは現時点では難しい
が、今後、政府等でも当該技術の活用を可能とするため、運用面と合わせたセキュリティ担保方法の
検討も必要と考えられる。
図表 II.6.3-1 パーソナル情報市場の発展に向けた制度、政策面での提言

パーソナル情
報市場の発展

・パーソナル情報が価値の源泉であることについてコンセンサスを形成し、
産官学一体となった活用促進を図ることが重要である。
・パーソナル情報を活用するビジネスでは、個人情報保護法への適合だけ
でなく、プライバシーの観点らかも事前評価を行うことが重要である。
・このようなPrivacy by Designの考え方を、制度としてではなく常識、思想と
して普及させることが求められる。

自己情報コント
ロール

・自己情報コントロール権の制度化は慎重な議論が必要である。
・まずは事業者側の自主的な取組として自己情報コントロールの実装を促
すことが望ましい。
・データポータビリティ等を実現するためには、データの標準化を業界団体
や公的な機関が主導して進めることが必要となる。

個人を特定す
る、又は特定し
ないための技
術の適用

・個人の特性を推定する技術は、各企業や業界において基準を定めプライ
バシーに配慮して活用を図ることが望ましい。
・匿名化手法に関しては、方法論の明示や匿名性を担保するための仕組み
（プロセスや検討体制等）について基準を定めることが必要である。
・暗号化手法では、暗号化した情報の個人識別性や容易照合性の再評価、
政府推奨暗号等の基準の見直しが期待される。
・匿名化等を施したパーソナル情報に対して、個人を識別する行為を基本
的に禁止する等の制度面の検討も必要である。
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図表 II.6.3-2
原則

PbDの7つの基本原則
内容

受身ではなく、能動的に： ・ PbD は、プライバシー侵害が発生する前に、先手を打って予防す
対処ではなく、予防を

る。
・ PbD は、プライバシーリスクの顕在化を待つものではなく、プラ
イバシー侵害への対応策を提供するものでもなく、予防すること
を目的とするものである。
・ PbD は、事後ではなく事前にこそ必要となる。

プライバシーをデフォル ・ PbD は、どのような IT システムやビジネスであっても自動的に
トとして設定する

個人情報が保護されるようにすることで、プライバシーを最大限
守ろうとしている。
・ PbD は、個人にプライバシーを守るためのアクションを求めるも
のではなく、システム側にデフォルトとして組み込まれるもので
ある。

プライバシーを設計に組 ・ PbD は、IT システムやビジネスの設計や構造に組み込まれるもの
み込む

であり、事後にアドオンされるようなものではない。
・ プライバシーは、結果的に機能として必須の要素となり、システ
ムに組み込まれる。

完全な機能性 – ゼロサム ・ PbD は、ゼロサムのような不必要な背反を生まず、win-win のポ
ではなく、ポジティブサム

ジティブサムによって利益や目的について調整を行う。
・ PbD は、プライバシーとセキュリティの対立といった誤った二元
論を避け、両者の両立が可能であることを記すものである。

始めから終わりまでのセ ・ PbD は、情報収集に先立ってシステムに組み込まれ、データのラ
キュリティ – ライフサイ

イフサイクル全体に渡って適用されるが、このようなセキュリテ

クル全体に渡る保護

ィ規準はプライバシーにとって重要である。
・ PbD は、ゆりかごから墓場まで、あらゆるデータが保持から消去
に至るライフサイクル全体で安全に管理されていることを確かめ
る。

可視性及び透明性 – オー ・ PbD は、どのようなビジネスや技術においても、ステークホルダ
プンに保つ

ーが正当な契約や目的に従って活動しているかを確かめる。
・ PbD では、ビジネスや技術における要素や運用が、利用者や提供
者に対して可視化され、透明性が維持される。
・ ただし、PbD を信用しても、確かめることは必要である。

利用者のプライバシーの ・ PbD は、設計者や運用者に対し、プライバシーをデフォルトとと
尊重 – 利用者を中心に据

らえ、利用者に適切な通知を行って選択権を与えるような手法を

える

とって個人の利益を最優先することを要求する。
・ 何よりも、ユーザー中心であることである。
出典：Privacy by Design The 7 Foundational Principles
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6.4. パーソナル情報市場の発展に向けて
これまで述べたパーソナル情報市場、技術、制度の関係を総括すると図表 II.6.4－1 に記すように
整理できる。健全なパーソナル市場の発展のためには、関連した個人を特定するための技術や特定し
ないための技術の活用促進、プライバシー懸念に配慮した企業等の自主的な取り組みの推進やこれを
支援する制度・政策面での整備、また、技術の活用に対する推進や不適切な利用防止のための制度面
からの整備等が不可欠である。
パーソナル情報市場については、既に約 1 兆 7,048 億円の市場が存在するものの、海外の事例等を
参考とすると更なる発展が期待できる。そのためには、既存のデータに加え、携帯電話やソーシャル
メディア等によって集積が進むパーソナル情報の安全かつ高度な活用、流通を可能とする環境整備が
不可欠である。
技術においては、個人を特定するため、又は特定しないための技術が進展してきており、この適切
な活用促進と不適切な利用の防止が非常に重要である。現時点において、このような技術の進展に対
して、制度面の環境整備は十分とは言えない。例えば、個人を特定するための技術の進展は、個人情
報保護法の個人情報に該当するデータの範囲を広めている。また、米国の HIPAA のように、個人を
特定しないための技術によって処理した情報を活用できることを明示した制度は規定されていない。
今後、個人の識別性を排除したパーソナル情報を活用するため、あるいは悪意のある個人の識別を防
止するため等に向けた制度設計が求められる。
また、個人がパーソナル情報を企業へ提供する際に、自己の情報の流通をコントロールする機能（自
己情報コントロール機能）が有効であるとの調査結果があるが、自己情報コントロールについては、
法制度上も、技術実装上も、その言葉の意味する概念は規定されていない。本報告書では、試みに個
人の権利としての自己情報コントロールの構成要素をまとめた。そして、実例の調査を通して自己情
報コントロール機能の技術的な実装が進められていることが明らかになった。しかし、個人、企業の
間の共通的な概念形成が必要であり、ビジネスへの適用には企業、業界団体等の自主的な取り組みが
求められる。また、この点で制度面での関与が役立つと考えられる。
一方、パーソナル情報のビジネス活用全般において個人情報保護法だけでなくプライバシーへの配
慮がより求められるようになってきている。本報告で述べた露出、悪用事例では、制度に順守しても、
消費者に受容されないため、ビジネスが成立しないケースが目立った。これは、企業によるビジネス
展開が、制度とともに、個人の受容性にも立脚していることを意味している。特に法律等の制度面の
整備においては、このビジネス、制度、個人の受容性のバランスを前提として進める必要がある。ま
た制度整備に相応の時間を要すると考えられ、急速に変化するパーソナル情報を活用したビジネスの
中では、
「利用者の視点に立った対応が最終的にビジネスの発展につながる」という観点から各企業や
業界団体で対応を図ることが求められる。
以上のことから、進展する技術を活用したパーソナル情報市場の発展のためには、制度面での拡充
が求められるものの、制度整備に依存するだけではなく、ビジネス側での自主的な取り組みも踏まえ
たバランスのあるパーソナル情報市場のエコシステムの形成が望まれる。

233

図表 II.6.4-1 パーソナル情報市場の発展を支える、技術、制度

パーソナル情報市場
・2011年度の市場は約1兆7,048億円で
あるが、更なる発展が期待できる。
・既存のデータに加え、携帯電話やSNS
ア等によって集積が進むパーソナル情
報の安全かつ高度な活用、流通を可能
とする環境整備が不可欠である。

プライバシーに配慮した
企業等の自主的な動き
の促進／制度面の整備

匿名化技術、自己情
報コントロール機能等
の活用促進

パーソナル情報に係る技術

パーソナル情報に係る制度

・個人を特定するため又は特定しない
ための技術開発が進展している。
・自己情報コントロール機能の実装は
難しくないものの、体系化されていな
い。

・自己情報コントールを含め、パーソ
ナル情報に係る制度的な検討が世
界的に進んでいる。
・パーソナル情報の活用においては個
人情報保護法だけでは不十分であ
り、プライバシーへの配慮が不可欠
である。

技術適用促進、
不適切な利用防
止のための制度
面の整備
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