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■ エグゼクティブサマリー
現在インターネットは、2007年度に世帯と企業共に普及率が9割を越え1、更に社会生活や経済活動に
係る様々なサービスが提供されていることから、私たちの市民生活に浸透し、不可欠なものになっている。
そして、様々なサービスが広がっていくともに、そのサービスに関連する様々な情報がネットワーク上を
流れ、蓄積されている。
蓄積された情報には、利用者の個人情報が含まれており、それら個人情報は個人情報保護法に則し
てサービス提供者によって管理されている。利用者の個人情報は、例えば、EC サイトやポータルサイトの
レコメンドサービス等の利便性を向上させるような新しいサービスに利用されるようになってきた。しかし、
利用者は、これらのサービスを利用しながらも、知らないうちに自身の個人情報がサービス提供者に蓄
積・管理され、利用されることに対して漠然と不安を抱いている。今後この利用者の不安を取り除いてい
かなければ、利用者情報を利活用した新規サービスの利用が進まず、更なる新規サービスの創出やネッ
トワーク社会の発展の阻害要因になるかもしれない。
このような背景から、近年いくつかの研究会やコンソーシアムで社会的な規範や制度面の枠組みを整
備するための議論がはじまっている。しかし、これら議論では利用者が不安に感じる要因を明らかにして
いない。制度の枠組みができたとしても利用者の不安を十分に拭えない状況が想定される。また、日本
は欧米と比較して制度や技術の観点からの検討が中心であり、経済や社会の観点からの検討がほとんど
なされていなかった。このような現状から、本報告書では、プライバシに関する議論に提供する情報とし
て、経済や社会を背景としたセキュリティやプライバシに関する態度や行動を明らかにすることを目的とし、
調査することとした。
このような調査は、既に EU の研究機関である IPTS (Institute for Prospective Technology Studies)2によって
実施されており、結果が公開されている。IPA では、IPTS の調査を参考にしつつ、サービス提供のために
収集・蓄積される利用者の eID と eID に関連した利用者情報に対して、セキュリティとプライバシに関するリ
スクを利用者がどのように認識し、また受容するのかを明確にするための調査を実施し分析した。
今回の分析結果では、インターネット利用者について主に以下の点が明らかになった。
＇１（ プライバシ侵害にかかるリスクの認知と対策
インターネットへの信用は低く、特にプライバシ侵害へのリスクの懸念が高い状況であった(図１)。
しかし、オンラインでの自己防衛のためのデータ管理手法について、クッキーの消去などの対策
は取っていない回答者が多いという結果であった(表1)。eID を使用したシステムに対して、EU と比
較すると、EU のほうが全般的にリスクの認知が高く、また多くの利用者が対策を取っている。
＇２（ プライバシ情報への自己情報コントロールについて
eID を使用するシステムの利用を推進する策としては、法律などによる保証やロゴなどのラベルで
あると回答したものが多く、自己の情報をコントロールするために必要な情報を得ることや履歴な
どの記録を得ることは、その推進にそれほど役立たない、という結果であった。また、プライバシ情
報について責任を持つべき第一の主体は、サービス事業者であり、次に本人であると考えている
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総務省：インターネット普及率の推移：http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin01.html
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IPTS Home Page：http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
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ことがわかった。これは、プライバシ保護に対する自己情報コントロールについて、抵抗感がある
ことを示唆している。EU と比較すると、推進策として必要な情報は日本と同じ順位であったが、全
般的に日本に比較し、データの管理についての情報、履歴などのログの情報が利用推進に役立
つと回答している。
＇３（ 特に抵抗感が強い情報の存在と、匿名を好む傾向
インターネット上でのサービスへ提供するプライバシ情報には、健康保険番号や自分の写真、財
務情報、など特に抵抗感が強い集合があり、因子分析の結果、4 因子が抽出できた。また、EU と比
較して名前や写真を提供することに抵抗感があることがわかった。これは匿名を好むことをあらわ
すと考えられる。
＇４（ プライバシ侵害の選好順序は相対的に低い場合がある
プライバシ侵害への懸念と、経済的な価値やコスト、サービス内容について、その選好順序を分
析するために、IC カードを利用した eMONEY について利用シーンを想定した分析を行った。多く
の回答者が利用のために必要な条件はプライバシ保護であると答えているが、選好順序の分析
では、経済的価値やコスト、サービス内容、プライバシの順に選好順序を持つことがわかった。例
えばセキュリティ確保のためであれば、プライバシ情報を提供することをいとわないという状況も存
在しうることがわかった。
以上のように、日本人はプライバシ侵害のリスクに関して理解や認識が高いものの EU に比べて低く、また
自分自身でそのリスクを回避する意識も低いことが明らかになった。このような現状を踏まえて、サービス
提供者は利用者情報の取扱いに注意すべきと考える。また、プライバシ保護に関する制度の検討にも参
考になる情報と考えられる。
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第1章

eID に関する現状と課題

1.1．はじめに
インターネット上の多くのサービスでは、利用者がサービス提供者に氏名や住所、性別等の個人情報
を提供することにより、サービス利用が可能となる。個人情報の提供を受けるとき、サービス提供者は利用
者を識別するために、利用者ごとに識別子を割り当てる。この識別子には、利用者から提供された個人情
報や、利用者のサービス利用履歴等が結び付けられ、サービス提供者は利用者の識別子と個人情報に
よって利用者を管理する。サービス提供者に蓄積されているこれらの個人情報は、利用者のおおよその
人物像を知ることができるうえ、プライバシに係る情報も含んでいる。
近年、これら個人情報は、サービスの向上や新規サービスの創出のために利活用されはじめている。
例えば、サービス提供者間で流通させてサービスを連携し、シームレスな 1 つのサービスとして利用でき
るように利便性を向上させるサービスである。また、SNS＇ソーシャルネットワーキングサービス（ のように、
サービス利用者間で個人情報が流通するサービスもある。
これらのサービスは、個人情報保護やプライバシの観点から課題を抱えている。例えば、法制度との整
合性が必ずしもとれているとは言えないことや、利用者の観点からの適切な対策がとられていないことも
ある。これらの課題をクリアしていかねければ、個人情報を利活用した利便性の高いサービスや新規サ
ービスの普及が妨げられると考えられる。
本章では、利用者の識別子となる eID の定義や、日本と EU の eID に関する動向、現状の課題について
述べる。
1.2．eID とは
1.2.1 eID の定義
本報告書では、「eID」を情報システムで用いられる ID と定義する。しかし、一般的に ID という単語
は、”Identifier”と”Identity”の両方の略語として使用されており、それぞれ意味が異なる。
Identifier は、情報システムにおいて、ユーザを識別するために用いるために使われる識別子を意味す
る。一方、Identity は、情報システムにおいて、ユーザの識別子に加えて、その識別子の付属する属性情
報を含むものを意味する。
本報告書では、eID を情報システムの Identity の意味として使用し、1 章では eID をめぐる議論の動向や
課題について概観する。ただし、「識別子」として明記したものに関しては、Identifier の意味で用いてい
る。
1.2.2 eID サービス
本報告書では、「eID サービス」を、利用者の eID がサービス提供者に登録されることにより、利用可能と
なるサービスとする。eID サービスは、提供主体によって分類すると以下の二つに分類することができる。
＇１（ 電子政府サービス
政府が国民に対して電子的手段を用いて提供するサービスのことである。電子行政サービスには、利
用者本人を識別するための eID を発行する「eID の発行サービス」と、eID を活用して電子行政サービスを
提供する「eID サービス」がある。
eID の発行サービスの代表的な例としては、電子パスポート、電子運転免許証、電子保険証等が挙げら
7

れる。eID 利用サービスの代表的な例としては、電子調達、電子納税等が挙げられる。
＇２（ 電子商取引・電子通信サービス
民間企業等が利用者に対して電子的手段を用いて提供するサービスのことであり、ここでは一般的な
電子商取引サービスである「電子商取引サービス」と、電子的なコミュニケーション＇意思伝達・意思交換
等（のサービスである「電子通信サービス」に大別する。
電子商取引サービスの代表的な例としては、電子マネー、オンラインバンキング、オンライン株取引、
電子駐車システム、電子ポイントシステム等が挙げられる。電子通信サービスの代表的な例としては、イ
ンターネット接続サービス、Web メールサービス、SNS 等が挙られる。
上記分類のうち、「(2)電子商取引・電子通信サービス」の動向を 1.3 節で、「(1)電子政府サービス」の動
向を 1.4 節で説明する。
1.3．電子商取引・電子通信サービスにおける eID の動向
電子商取引・電子通信サービスにおける eID の利用サービスの具体例として、国内における電子マネ
ー、および SNS に関する利用状況を紹介する。
1.3.1 電子マネーに関する利用状況
日本の電子マネーの普及状況は、2007 年を「電子マネー元年」として普及に加速がかかり、現在では
電子マネーの総発行枚数が 1 億 3000 万枚を超え3、「１人１枚時代」となった。具体的な普及状況につい
ては、表 1－1 に示すような状況であり、国内におけるシェアは図 1－1 のようになっている。
表 1－1 電子マネーの国内発行枚数
＇出典（2009/08/27 日本経済新聞朝刊 電子マネー1 人 1 枚時代＇下（「第 2 の通貨」へ課題山積
規格名

発行枚数（万枚）

月間決済件数（万件）

加盟店１店当たりの月間決済件数（件）

エディ

5,100

2,600

174

スイカ

2,681

3,019

453

ワオン

1,060

2,450

859

ナナコ

875

3,700

1,350

3

2009/08/25 日本経済新聞朝刊：電子マネー１人１枚時代（上）手間なし決済地方に波及、「メーンカード」への競争激化
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図 1－1 電子マネーの国内発行枚数のシェア

電子マネーの利用場面は、「電車」が最も多く 76.6％＇177 人（、次いで「コンビニエンスストア」74.0％
＇171 人（、「地下鉄」55.0％＇127 人（となっている。以下、「バス」25.1％＇58 人（、「飲食店」24.2％＇56 人（、
「書店・CD ショップ」13.9％＇32 人（、「食料品店」10.8％＇25 人（と続く。
沖縄県では、電子マネーが早くから普及している。普及のきっかけは、電子マネー会社と航空会社との
連携し、電子マネーのポイントが航空会社のマイレージに変換できるようになり、利用者にとってメリットと
して感じられるようになってからである。同様に、現在の日本においても、電子マネーが現金の決済よりポ
イントサービスや携帯電話による利用等のいくつかのメリットを受けることができるになり発展・普及してき
た。
一方、EU では、EU 単一尐額決済市場において電子マネーの発展を図るために、EU 統一の共通の枠
組みを構築する動きが活発になっている。特に、旧電子マネー指令の問題点を考慮した上で、電子マネ
ー指令が新しく定められており、今後に向けての発展が図られている。
日本と EU の普及状況を比べると、日本はクリティカルマス4を越えた普及の段階に移っているが、EU は
まだそのような段階には至っていない。
1.3.2 SNS ＇ソーシャルネットワーキングサービス（
SNS とは、社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービスや Web サイトをいう。友人・知人間
のコミュニケーションを促進する手段を提供し、趣味や嗜好、居住地域、出身校、「友人の友人」といった
自身と直接関係のない他人との繋がりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供する。また、近年ゲ
ームやアバターによってユーザ間の交流を深める携帯電話向け SNS も提供されており、大手のサービス
では 1000 万人を超えるユーザが利用している。
2009 年 1 月末時点の国内での会員数の推計は、7134 万人である5。この推計において、mixi が 1858
万人、Gree1673 万人、モバゲータウン 1581 万人となっている。また、海外では MySpace が、会員数が 2
億人を数える。
4

ある製品やサービスにおいて、急激に普及が加速しはじめる地点の普及率をいう。

5

総務省 情報通信政策研究所：「ブログ・SNS の経済効果に関する調査研究」
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-I-13.pdf

9

1.4．電子政府サービスにおける eID の動向
電子政府サービス＇eGovernment（において、どのように eID の活用を実施・検討しているか、という観点
を中心に、日本と EU の動向について記述する。
1.4.1 EU における eID の動向
ここでは、EU における eID 関連の政策、eID 基盤の大規模なパイロットプログラム、および eID に関する
法制度について、状況を記述する。
＇１（ eID に関連する EU の政策
＇ア（ リスボン戦略と i2010
2000 年 3 月、リスボンで開催された欧州理事会において EU 各国首脳は、「より多くより良い雇用とより
強い社会的連帯を確保しつつ、持続的な経済発展を達成し得る、世界で最も競争力があり、かつ力強い
知識基盤経済社会(knowledge-based economy and society) を構築する」というリスボン戦略に合意した。こ
の戦略において、公共サービス部門の電子情報化がひとつの政策の柱とされた。その後、2005 年 2 月、
欧州委員会は、「成長と雇用のために共に働こう－リスボン戦略の新たな出発」と題するリスボン戦略の活
性化のための報告書を発表した。この報告書は、イノベーションの中心として企業、大学等をハイテク化
することに注力することをうたっており、i2010 という新しい戦略を宣言し、支援をする方針を述べている。
i20106は、2005 年 6 月に「i2010-成長と雇用のためのヨーロッパ情報社会」というコミュニケにおいて提
示された。オープンで競争力のあるデジタル経済を促進し、情報通信技術をすべての人に豊かな生活を
届けるための手段とすることを強調し「単一のヨーロッパ情報スペース」「イノベーションと投資の強化」「万
人のためのヨーロッパ情報社会」を優先事項としている。
このうち「万人のためのヨーロッパ情報社会」は、具体的に「情報社会は、万人に対するものであり、質
の高い公共サービスおよび質の高い生活を促進する」とされている。ここで、公共サービスが提供される
点に関連して、eGovernment アクションプランが提案されることが明らかにされており、この eGovernment
アクションプランを推進するものとして eID が注目されている。
＇イ（ i2010 の実現に向けて
・マンチェスター会議(2005 年)
2005 年11 月に英国のマンチェスターで、電子政府会議“Transforming Public Services”が、開催された。
この会議では、マンチェスター宣言文書およびサインポスト(標識)文書が公開されており、eID に関する欧
州の方針を述べている。
‐ マンチェスター宣言文書
公共サービスを電子ベースに形を変えていくことの重要性や、eGovernment アクションプランの必要
性等の認識をもとに、包括的なサービスの提供、情報通信技術の効率的な利用による公共部門の仕
事の手法の再構築、公共調達の電子化、4 つの内部市場の自由化への貢献、行政負担の減尐を目
指したユーザ指向のアプローチ等について合意したという宣言がなされた。
6

i2010：http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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‐ サインポスト(標識)文書
eGovernment の実施に向けて、マンチェスター会議でサインポスト(標識)文書がリリースされた。この
文書は、公式な政策に関する書類に先立って、eEurope の eGovernmentサブグループによって準備
されたものである。リスボン戦略によって必要とされる 2010年までの eGovernmentサービスを向上す
るために、4 つのサインポストを定めた。この 4 つとは「市民をおいてきぼりにしない」「効率的で効果
的な政府」「利用者のニーズに答えたインパクトの高いサービス」「eGovernment のための鍵となるイ
ネーブラ」である。3 番目の標識においては、電子調達の可能性が明示されており、それを進めるも
のとしての電子署名に注目がなされている。また、4 番目の標識においては、eID が重要な要件にな
ることが記載されている。
この 4 番目の標識は、「安全な eID 手段によって、2010 年までにすべてのヨーロッパの市民、企業お
よび政府は、便宜を享受しうる。eID は、データ保護規制を尊重するとともに、便宜を最大化するもの
である。そのような手法が、加盟国の責任により利用できるようにならなければならず、共同体によっ
て利用可能になる」「2010 年までに加盟国は、電子ドキュメントの参照、利用、認証についての枠組
について同意する」を議論目標とするものである。ここで、eID は、種々の認証とセキュリティのレベル
に応じて対応可能であり、連携について種々の行政部門の自律を尊重し加盟国の責任でなされるこ
とが必要であるとされている。
・i2010 eGovernment アクションプラン
2006 年 4 月に「i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of
All」 が、欧州委員会から公表されている。これは、前述の i2010 イニシアティブの部分をなすものとされて
いる。これは、経済競争にとって、よい政府があることが必ず必用であり、eGovernment を加速させること
が、現代化と発展の見地から重要であるとしている。「落ちこぼれなし」「効率・効果を現実に」「インパクト
の高さ」「重要なイネーブラを実行に」「参加および民主的な政策実現」等、分野ごとにそれぞれの実行目
標が記されている。
・MODINIS プロジェクト
MODINIS プロジェクトは、eEurope 2005 アクションプランを財政的に支援するためのプロジェクトである。
このプロジェクトは、「eEurope 2005 アクションプランの実行に関する 2003 年の理事会決議」にもとづいて
定められたベンチマークをもとにして、データ収集および分析、良き実務の普及、分析および議論、ネッ
トワーク・情報セキュリティの向上を目標としていた。
プロジェクトとしては、完了しているが、「Identity Management Initiative Report」「Identity Management
Issue Report」「Terminology Paper」等の成果が発表されている。Identity Management Initiative Report にお
いては、各国のプロジェクトの実際が紹介されている。一方、Identity Management Issue Report において
は技術的・法律的・組織的な問題点が指摘されている。
またこのプロジェクトにおいて 「Roadmap for a pan-EUropean eIDM Framework by 2010 – v.1.0」が発表
されている。このロードマップは、eID を中心概念として、その概念のヨーロッパ全体での位置づけを考察
することにより 2010 年に至るまでの作業計画を具体的に明らかにしている。
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＇２（ eID 基盤のパイロットプログラム－STORK プロジェクト7
STORK プロジェクトは、前述した政策目標のなかの大規模なインフラとして、実現の可能性を試そうとす
るもののひとつである。
本プロジェクトは、ICT 競争力と革新プログラム＇2007-2013（のフレームワークの一つであり、以下を目標
とするものであった。
‐ 電子公共調達の EU 域内の実装およびアクセス
‐ EU 域内における eID の相互の承認と認証の相互運用性の確保
‐ 安全な文書管理とアーカイブと調和する公共サービスの処理および提供についての行政の努力を
支援する情報通信技術の解決案の提供
‐ 革新的な eGovernment サービスの経験の共有、再利用と採用の協力についてのシミュレーション
大規模なパイロットを通して、これらの目標を実装し、後に STORK(SecureIDentity Across Borders Linked)プ
ロジェクトといわれるようになった。
STORK プロジェクトは、ヨーロッパにおいて国境を越えても自己の国民 eID を利用可能にする、eID の相
互運用可能なプラットホームを構築するというものである。STORK プラットホームの役割は、サービスプロ
バイダに対して識別情報を提供することにある。その一方で、ユーザ自身が、やり取りされるデータをコン
トロールしうるということも重要である。また、このプラットホームは、ユーザのデータを保存しないため、ユ
ーザのデータを失うということはない。
STORK プロジェクトによって、5 つの分野、具体的には、以下の目的の特定のアプリケーションが準備さ
れ実験されている。
‐ 電子サービスのための国境を越える認証プラットホーム
‐ より安全なチャット：子供や未成年者のための安全なインターネットの利用促進
‐ 学生の移動性：異なる加盟国で勉強したい人々を支援
‐ 電子送付：安全に文書をオンラインで送付するための国境を越えたメカニズムの発展
‐ 住所の変更：人々が EU 域内の移動することを支援
STORK は、始まって間もないので、ヨーロッパの eID 管理に対して影響を既に与えているということはい
えないものの、今後、STORK が将来一定の影響を与えると想定されている。
＇３（ EU 地域内サービスに関する指令8
EU 域内サービスに関する指令＇Directive 2006/123/EC of 12 December 2006 on services in the internal
market)＇以降、サービス指令（は、法的もしくは行政的バリアを取り除くことによって、EU 域内のサービス
市場の自由化を達成する事を目標に、2006 年に採用された。
サービス指令は、2009 年内に、他の加盟国からのユーザを識別/認証するのに適切な相互流用可能
なメカニズムを採用した共通のプラットホームをつくることを要求している。

7

STORK プロジェクト HP：https://www.eid-stork.eu/

8

EU 地域内サービスに関する指令：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/srv_statute.html
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サービス指令は、加盟国におけるビジネスの設立を容易にする。加盟国は、手順と手続きを単純化す
る一般的な義務をおっており、しかも、下記のものなどが指令によってい求められている。
‐ 「単一のコンタクトポイント」の設置要請
‐ 手続きと様式が、遠隔からの電子的手段により実行可能であること
‐ サービス活動に関して実施されている認可の枠組が、より制限的でない手段によって代替可能では
ないか、廃止すべきではないかということを見直し、再評価すること
‐ 認可の枠組以外の枠組においても、より明白性、透明性を備えていること
‐ 差別的な条件＇例えば国籍または住居必要条件等（、「経済ニーズ」テストのような特に制限的な条件
を廃止すること
‐不当な制約＇例えば、従業員の領土の制限または最小限の数のような正当化されない可能性がある)
となる条件を再評価すること
これらの政策が実現されれば、離れた場所からの識別と認証の重要性が認識されることになり、このた
め電子署名に関する議論が注目されつつある。具体的に、新しい研究として DG INFSO＇情報社会総局（
後援で CROBIES(Study on the CROss Border Interoperability of Electronic Signatures)という調査プロジェクト
が最近開始されている。
1.4.1 日本の eID の動向
国内における eID 関連の動向として、近年の行政における検討状況と、既に運用を開始している住民
票コードの利用状況を記述する。
＇１（ i-Japan 戦略 20159
我が国においては、平成21年7月6日に、ＩＴ戦略本部が i-Japan 戦略2015 を決定している。そこでは、
2015 年の我が国の将来ビジョンとして、下記 2 点が述べられている。
＇ア（ Digital Inclusion
デジタル技術が「空気」や「水」のように抵抗なく普遍的に受け入れられ、経済社会全体を包摂する存
在となること
＇イ（ Digital Innovation
デジタル技術・情報により経済社会全体を改革して新しい活力を生み出すこと
このビジョンのために、「国民＇利用者（の視点に立った人間中心＇Human Centric)のデジタル技術が、
普遍的に国民＇利用者（によって受け容れられるデジタル社会を実現する戦略」がとられなければならな
いとしている。そのために、「使いやすいデジタル技術」、「デジタル技術の活用に立ちはだかる壁の突
破」、「デジタル技術利用にあたっての安心の確保」、「デジタル技術・情報の経済社会への浸透を通じた
新しい日本の創造」が基本の視点とされ、以下の三つの柱にスコープをあてることとされた。

9

i-Japan 戦略 2015：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai9/9siryou2.pdf
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- 三大重点分野
①電子政府・電子自治体分野
②医療・健康分野
③教育・人財分野
- 産業・地域の活性化及び新産業の育成
- デジタル基盤の整備
特に電子政府・自治体の分野においては、電子政府の推進体制の整備＇政府 CIO の設置等（、過去の
計画のフォローアップと PDCA の制度化、国民への便利なワンストップ行政サービスの提供、「行政の見え
る化」の推進が謳われている。また、ワンストップ行政サービスの検討においては、利用を希望する国民・
企業に対してサービスを提供するという考えの下、個人・企業の ID の在り方を検討する事が述べられてい
る。
＇２（ 社会保障・税に関わる共通番号制度
平成 22 年 2 月 8 日より、内閣官房国家戦略室において「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討
会」が開始され、税と社会保障を共通番号制度で管理する仕組みを構築するべきではないかという議論
がなされている。共通番号制度は、「真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実」、「国民負担
の公正性」、「国民の利便性向上」等を目的とするものである。今後、「利用する分野・番号等の特定」や
「個人情報を保護する仕組みの構築」を検討し、1 年以内を目処に結論が出される予定である。
＇３（住民票コードの利用状況
平成 14 年 8 月 5 日に、住民票を持つ日本国民を対象に住民票コードが割り当てられ、住民基本台帳
ネットワークシステム＇以下「住基ネット」（の運用が開始された。また、平成 15 年 8 月 25 日から、希望した
住民に対して、住民票コードが記録された住民基本台帳カード＇住基カード（の交付が開始されている。
住基ネット・住民票コードの導入が議論された際に、セキュリティやプライバシに関する不安が取
りざたされた。住基ネットではこれらに対処するために、情報提供を行う行政機関の範囲や利用目
的を限定し（データマッチングの禁止）
、民間での住民票コードの利用は禁止している。これらに違
反した場合には、都道府県知事の中止の勧告、命令を経た上で、命令違反に対する罰則を科すこと
とし、民間利用が厳しく禁止されている。
1.5．eID の利活用に向けた課題
現在電子商取引では、利用者本人が気付かぬうちに利用者の個人情報から嗜好に関する分析がなさ
れ、その分析結果から消費者に望ましい商品やサービスを提案するリコメンドサービス等が提供されるよ
うになり、利用者の利便性が向上している。その一方で、利用者のプライバシへの合理的な期待という観
点から、プライバシが侵害されたと感じる人もいる。また、過去にも、住民基本台帳制度ネットワークの導
入が議論された際に、国民のプライバシを守るという観点から、民間での住民票コードの利用を厳しく規
制することとなった。現在も民間機関による住民票コードの告知要求を禁止している。
これらの eID サービスにおいて情報処理の観点から、プライバシをどのように考えればよいかについて
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の議論がいくつかの研究会10ではじまっている。これらの研究会では、いずれも、一定の社会的規範や
制度的な枠組み等が必要なのではないかということが議論されている。しかしながら、それら議論されて
いる社会的規範や制度的な枠組み等は、利用者がどのような情報をどの程度、プライバシに関して危惧
しているのか分析されずに検討されている。例えば、利用者にどのような情報分析がされると、利用者に
心理的に影響を与えうるのか、また、利用者の行動に社会的行動規範がどのような影響を与えているの
か等である。そのため、eID サービスにおいて、プライバシに関して規制をもうけつつ、利用者の eID を利
活用する上で、現実に即した議論がなされていない可能性がある。
本調査では、eID サービスの効率的・効果的な発展を実現するための社会的規範や制度的な枠組み
等に関する議論への示唆となる情報を提供することを目的とし、eID サービスの利用に至る行動を把握す
るための調査を実施する。調査内容の詳細は 2 章で詳細を述べる。
本章の次節以降は、本調査に関連する前提知識について説明している。2 章以降読み進める上で、必
要に応じて参照するとよい。
1.6．プライバシ
eID サービスの普及とその便宜を最大に活かすには、「1.4.1 ＇1（ ＇イ（」で述べたサインポスト文書の
「eID は、データ保護規制を尊重するとともに、便宜を最大化するものである」というように、「データ保護規
則」等のプライバシの観点がきわめて重要である。ここで、eID サービスの普及とその便宜の最大化を考
えるために、プライバシについて述べる。
1.6.1 プライバシとは
法的な観点からのプライバシの最大公約的な定義は、一般的に「ひとりでいさせてもらいたいという権
利＇the right to be let alone)」というものであり、不当な公開から自由である人間の権利である。現代社会に
おいては、プライバシがきわめて重要な人権であり、人間の自律のために基本的なものであると認識され
ている。
EU では、欧州人権条約 8 条1 項において、「プライベートと家族生活の尊重の権利＇Right to respect for
private and family life（」について「何人も、プライベートと家族生活、家庭と通信を尊重される権利を有す
る ＇Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.（」であ
ると定めている。
日本でも、プライバシという用語が一般化するとともに、過去の判決例11においても「他人にみだりに知
られたくないプライバシ」と用いられるようになり、プライバシの権利に対して一定の配慮がなされるように
なった。
また、プライバシの範囲は次第に拡張されるようになっており、特に米国では、プライバシに対する不
法行為が「不法侵入」、「指摘事実の公開」、「公衆の誤認」、「盗用」の類型に分けて議論されるようになっ
ている。そして、現代の情報化社会において更に拡張している。
10

11

「パーソナル情報研究会：http://www.meti.go.jp/report/data/g81110aj.html」、
「次世代パーソナルサービス推進コンソーシアム：http://www.coneps.org/charter.html」、
「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会：
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000018.html」
長良川リンチ殺人事件報道訴訟（最判平 15 年 3 月 14 日）
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1.6.2 プライバシに関する制度
現在、情報社会において、個人情報に関するプライバシが問題として議論されている。個人情報に関
するプライバシ制度には、大きく分けて「プライバシの制度」と「データ＇個人情報（保護の制度」の 2 つが
存在する。ここでは、この 2 つの制度について概説する。
＇１（プライバシの制度
プライバシの制度は、プライベートと家族生活、家庭と通信を尊重される権利を守るという観点から、本
人が公開を望まない情報の開示について損害賠償や差止を求める制度である。本制度では情報の性質
という観点が含まれる。情報の性質とは、個人の私生活に関する情報であって、公開を望まない性質のも
のであり、また、いまだ知られていない情報であることが必用となる。このような情報を公開する行為に対
しては、損害賠償請求や差止請求が可能となる＇民法 709 条等（。
＇２（データ＇個人情報（保護の制度
データ保護の制度は、EU データ保護指令を参照すると、個人情報に関するデータの処理について公
正性、適法性、妥当性等の原則に従うことを求める制度である。ここでの個人情報の定義は、「生活する
個人を特定することができるのに関連するデータ」である。
1.6.3 行動科学からみたプライバシに関する課題
日本では、プライバシに関してこれまで法律的な議論が中心であり、欧米と比較して経済的、社会的な
議論が低調であった。今後、日本でも経済的、社会的な観点からの議論も必要であると考える。
本節では先行海外の研究として、プライバシの経済分析を専攻分野とするカーネギーメロン大学
Alessandro Acquisti 准教授の研究内容を紹介するとともに、行動経済学からの見たプライバシに関する課
題を述べる。
Acquisti 准教授に、RSA カンァレンスの「カエルと知恵付け：行動経済学とプライバシ」 ＇Of Frogs＆
Herds；Behavioral Economics and privacy（の講演後に、講演の内容に関連したインタビューを実施した。
インタビュー内容をまとめたものを以下に記述する。
プライバシは、利用者の関心と行動に分かれる。「人は本当にプライバシを気にしているのか」というこ
とに対し、「もし気にしているならば、その懸念をもとにして行動できるのか」、「気にしていないならば、ポ
リシの作成者は人々のためにどうすべきか」を議論する必要がある。
プライバシに関する意思決定を妨げるハードルは、「不完全情報」「限定合理性」「認知論／行動論的
バイアス」が挙げられる。特に、「認知論／行動論的バイアス」の中には、「楽天的バイアス」「hyperbolic デ
ィスカウンティング」「曖昧性忌避」等が含まれる。これらは人がプライバシを懸念したり、それを重要だと
評価したりするときには、状況に左右されるだけではなく一貫性がないことを言っている。
具体的には、実験から、事前の状況に影響を受けることが知られており、以下のことが言える。
-

情報を守るための値段＇WTP（は、情報を譲り渡すための値段＇WTA（よりも明確に高くなる

-

人は、微妙な行動を受容し、行うかどうかは他人もまた微妙な行動を行うかどうかによって左右される

-

微妙な行動は、最初に質問されたときに、より容易に認められる
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これらの考察のもと、ポリシの策定方針として参考になるのは、プライバシを「ナッジする」という考え方
である。「ナッジ12する」というのは、「ソフト・パターナリズム13」を用いて、行動論的・認知論的バイアスを予
測し、それらを用いて、プライバシに関する意思決定を明確にし、改善するということである。そのため、
プライバシに関する意思決定について行動分析する必要がある。
1.7．行動分析による調査
本調査は、経済学的アプローチと心理学的アプローチを考慮し、eID に対する行動分析を行うものであ
る。経済学的アプローチ、および心理学的アプローチについて、以下で概説する。
1.7.1 経済学的なアプローチ
プライバシが、受容行動に与える影響を考えるときには、まずプライバシが経済的にどのような位置づ
けにあるかということを考えることが有意義である。以下に、プライバシの経済的位置づけについて、時系
列的にまとめる。
プライバシの経済分析の先駆者としては、1970 年代における Posner、Hirshleifer、Stigler が挙げられる。
Posner は、プライバシとは、本人に関する情報を隠すことと把握して、情報の利用可能性を減尐させること
は、市場の効率性を阻害し、価格の高騰をもたらすとした。
その後、1990 年代には、社会のネットワーク化の進展に呼応するかのように、再度、プライバシ研究が
盛んになされるようになった。当時は、暗号技術、情報市場、情報の二次利用等についての議論がなさ
れた。
さらに 2000 年代になると、ミクロ経済学のモデルをプライバシの論議のいろいろいな局面に適用すると
いう新しい局面に発展し、多様な議論がなされている。具体的には、インターネット時代を反映して、個別
化・動態的行動、差別価格、情報と競争、消費者へのアクセス費用等についてのモデリング、調査・実験
等の実証的研究、法と経済的分析、情報セキュリティの経済学等の議論がされている。
経済学的なアプローチは、市場経済においてプライバシに関する事実を消費者が開示するか否かに
ついての一定の決定権を有していることを率直にとらえ、それを市場経済の枠組みから分析するというも
のである。消費者がどのような状況のもとで開示をなすかという検討のためにきわめて有意義なものであ
る。
1.7.2 心理学的なアプローチ
新規技術の採用に与えるプライバシの影響について考えるとき、心理学的な見地からの考察も十分に
留意する必要がある。もっとも、この分野では、プライバシはきわめて多義的なものとして扱われている。
弾力性のある用語であるとか、定義自体、骸骨みたいなものであるといわれることもある14。
プライバシの心理学的な分析では、「プライバシがある状況とは、どのようなものか」を記述することが一

12

もともとは、人を肘でおすしぐさを指し示す。

13個人や社会の福祉を増すように、個人の選択肢を拡張するようにシステムをデザインするという考え方のこと。

Stephen Margulis ”Privacy as a Social Issue and Behavioral Concept” Journal of Social Issues vol59 No2（Blackwell,2003）
p244
14
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般的なアプローチとして採用されている。プライバシがある状態とは、個人の発展、自律をはかるものとさ
れている。具体的には、リラックスし日頃の緊張から解き放たれる状態であり、通常の心理的機能＇確固と
した対人関係をなし個人の発展をさせる（にさせるものである。また、プライバシは、情報的側面と時・空
間的側面に分けて論じられる。このうち、時・空間的側面においては、「熟考」、「自律性」、「元気回復」、
「創造性」等の機能がある。
一方、プライバシは、侵入や信頼破壊によって失われる。不必要な汚名が課せられることもあり、そうな
ると人は、困惑し、不快に感じることになる。
行動分析において、プライバシの観点からの検討は重要な要素である。また、特に社会心理学、産業・
組織心理学、環境心理学15の分野において、プライバシの観点からの検討は重要性が認識されているが、
具体的な研究が発達しているのは、環境心理学の分野であって、それ以外の分野においては、たびた
び見過ごされてきた。現在、プライバシ関係の研究においては、プライバシ概念の適切さやその意味、他
の概念との関係について組織的に考察する段階にあるものと指摘されている。これらの整理がなされた
先には、プライバシが何故に保護され、どのように保護されるべきかという問題について検討がなされる
ものと思われる。
心理学的検討は、プライバシが何故に社会制度として保護されなければならないかという根本的な点
についての考察をあたえてくれるものであろう。しかしながら、本報告書で検討すべきデータプライバシ
が、人間の行動分析の観点から、どのような意義をもつものかという点については、現時点において、あ
まり研究が進んでないということがいえる。
1.8．認知と受容
ユーザが情報システムを利用するかしないかを決定するにあたり、どのような行動をとるのか、その行
動に規則性はあるのか、またその行動に関して数値化や理論化できないかという観点での分析は、新規
テクノロジーの検討にあたって重要な留意点となる。具体的には、ユーザがプライバシに対するリスクを
いかに認知しているのか、その知識がシステムを利用するかどうか＇受容するかどうか（にどのように影響
を与えるのかという分析は、eID の検討において重要な観点となる。
上記分析における有効なモデルとして、イノベーション普及論や TAM＇技術受容モデル（理論等があり、
IPTS 調査においても考慮されている。以下に、イノベーション普及論や TAM 理論の概説を記述する。
1.8.1 イノベーション普及論
新規技術の採用においてどのような傾向があるのかを調査するためには、イノベーション普及論を活
用する事が有用である。本調査が元にしている IPTS 調査においても、イノベーション普及論に基づいた
採用性向を考慮している。以下に、イノベーション普及論の概説を記述する。
＇１（普及論の概要
イノベーション普及論とは、イノベーションの普及に際して、文化やイノベーション、採用する人々の違
いを超えて共通に見られる規則性についての考察をいう。代表的なものとしては、エベレット・M・ロジャ
ース教授が著書“Diffusion of Innovations”＇邦題『イノベーションの普及』（で提唱したイノベーションの普
15

パーソナルスペースや他者の存在による環境の変化等、環境のもつ内包的な意味としての環境も含めて人間と環境をひとつの系と
して研究する心理学
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及に関する理論がある。彼の理論は、消費者のイノベーション＇新しいと知覚されたアイディア、習慣、あ
いは対象物（に対する態度を、その採用の速度について、1.イノベータ、2.初期採用者、3.初期多数派、4.
後期多数派、5.ラガードの 5 つのタイプに分類した点でもっとも良く知られている。
彼は、普及について、「イノベーション」「コミュニケーション・チャンネル」「時間の経過」「社会システム」
の四要素が重要な役割をはたすものであると判断している。
＇２（イノベーションの要素について
一つ目の要素である「イノベーション」は、イノベーション普及過程論とイノベーション属性の普及速度
に関する研究にわけて論じられている。普及過程論においては、「知識」「説得」「決定」「導入」「確認」の
5 つの段階を経てイノベーションに対する個人の意思決定がなされることが論じられている。また、イノベ
ーション属性の普及速度については、イノベーションごとに、「相対的優位性(relative advantage)」「両立可
能性(Compatibility)」「複雑性(complexity)」「試行可能性(trialability)」「観察可能性(observability)」等の知覚
属性があり、これらの属性が採用に至る速度を決定すると主張している。
「コミュニケーション・チャンネル」要素は、イノベーションが互いに情報を創造し分かち合う過程におい
て、情報が交換される伝達手段をいう。「マスメディア・チャンネル」「対人チャンネル」「双方向コミュニケ
ーション」がある。そして、ロジャースによれば、同類性と異類性の観点からコミュニケーションの効率性が
決まるということが言われている。
「時間の経過」要素においては、「イノベーション決定過程」「革新性と採用速度」「採用速度」の観点が
議論されている。特に「革新性と採用速度」の議論においては、1.イノベータ、2.初期採用者、3.初期多数
派、4.後期多数派、5.ラガードの 5 つの分類が議論さている。
「社会システム」要素においては、「社会構造が普及に与える影響」「シテテム規範が普及に与える影
響」「イノベーション決定の種類」「イノベーションの帰結」等の点が議論されている。
＇３（特徴
ロジャースのイノベーション普及理論は、コミュニケーション・チャネル要素を中心としている。特に、イ
ノベーションは情報の不確実さを生むものであり、その不確実さを減尐させるものとしてのコミュニケーシ
ョンに焦点をしぼって議論している点で興味深いものと思われる。これに関する彼の論述として、「イノベ
ーション決定過程は、本来、情報探索活動と情報処理活動であり、この活動によって人はイノベーション
のもたらす優位性と劣位性に関する不確実性を減尐させるように動機づけられる」というものがある。
1.8.2 技術受容モデル
情報システムの利用行動＇採用決定要因（を説明するためには、技術受容モデル＇Technology
Acceptance Model、以下「TAM モデル」と記す（を活用する事が有用である。本調査が元にしている IPTS
調査においても、TAM モデルに基づいた技術認知要素の策定を考慮している。以下に、TAM モデルの
概説を記述する。
＇１（基本モデル
新規テクノロジー採用の決定要因を説明するモデルの一つとして、TAM モデルがあり、簡便で理論的
なモデルとして幅広い分野で利用されている。TAMモデルは、Davisによって導入された人間の行動意思
モデルである。TAM モデルは、特に、重要な要素に集中することによって、情報システムの利用行動を予
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測、説明することにその目的がある。TAM モデルの概念構成は、図 1-2 のように示される。
図1-2 において、「知覚された有用性」とは「ある組織の状況のもとで特定のアプリケーションシステムの
利用が仕事のパフォーマンスを向上させると期待するユーザの主観的な見込み」のことである。「知覚さ
れた使いやすさ」というのは、「対象となるシステムについて、利用努力がいらないとユーザが期待する程
度」のことである。これらの二つの要素は、ユーザの主観的な判断である。
「利用への態度」というのは、そのシステムを利用することの望ましさの程度を評価してものであって、
個人の肯定的または否定的な感情である。「行動意思」とは、行動をとろうとする意思である。
なお、「知覚された有用性」と「知覚された使いやすさ」というのは、上述したとおり、ユーザの主観的な
判断であり、自己申告による反応で測定される。

図 1－2 TAM モデルの概念構成

（２）発展モデル
上記で紹介した TAM モデルは、情報システムに限定してその利用行動を説明しようとするもの
であり、簡易かつ説明力のために、説明要素を「有用性」と「使いやすさ」という二つに限定して
いるという特徴をもつ。しかしながら、その特徴ゆえに、社会的要因が関わる場合や、客観的に行
動に影響を与える要素がある場合については、説明力に限界があると指摘されている。また、TAM
モデルの各要素間の連携についても、具体的な実証的研究によって疑問が提示されている。
具体的には、
（１）
「態度」というのが、直接に「行動意思」につながらない場合も多く見受けら
れること、
（２）
「有用性」と「使いやすさ」が常に並列な要素とは考えられないこと、
（３）経験要
因の追加が必要ではないかと考えられること、
（４）フィールド研究においては、社会的規範等の要
求が大きいと考えられることなどがいわれている。
これらの指摘を受け、現時点では、
「社会的規範を上記モデルに追加すべきではないか」や、
「実
際に行動ができる可能性を要素として追加すべきではないか」等について、種々の研究がなされて
いる。また、イノベーション普及理論におけるイノベーション特性を組み合わせる研究等も行われ
ており、様々な発展モデルが検討されている。
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第2章 調査設計
2.1．調査目的
本調査は、eID サービスの効率的・効果的な発展を実現するうえでの社会規範や制度的な枠組み等を
議論するために、eID サービス利用者のプライバシについての認知と行動に関するデータを提供すること
が目的である。
本報告書では、利用者が eID サービスの利用に至るまでの動機や意図、行動を把握するための統計
調査を実施し、その結果を分析することで、プライバシについての認知と行動に関するデータとする。こ
のような統計調査は既に EU の IPTS (Institute for Prospective Technology Studies)16において実施されている。
本報告書の統計調査では、調査内容の検討が効率化できることと、日本での調査結果と IPTS 調査の結果
が比較できることから、IPTS の調査を参考に調査内容を作成することとした。IPTS の調査内容を参考にす
るにあたり、2010 年 1 月 11 日より、スペイン国セビリア市に所在する IPTS を訪問して、聞取り調査を実施
した。
まず、参考とする IPTS 調査について述べて、その後日本での調査内容について述べる。
2.2．IPTS 調査の概要
2.2.1 背景
IPTS では、2009 年に「個人情報をオンラインで提供することに対するヨーロッパ人の認知」を題材として
調査を実施して、調査結果を公開している17。この調査は、eID サービスがもたらすリスクに対する人々の
認知を明らかにし、それらのリスクを受容し、個人情報を提供するに至る動機や意図を明らかにするもの
である。そして、個人情報のマネジメントに対する意見、考え方、動機をより深く考察するものである。
また、IPTS は、DG INFSO SC118と協力し、個人のアイデンティティの情報の開示の問題に注目して、
2010 年中に EU 27 ケ国に対するフィールドワークに発展させる予定がある。これにより、性別、年齢、イン
ターネットスキル、地域による影響を比較した上で、eID についての社会学的意義および法的意義につい
ても調査をしようとしている。
2.2.2 目的
IPTS 調査は、EU における eID サービスのシステムの採用や認識に関する大規模な調査の一環である。
今後の望ましい eID サービスの姿に向けて、みのりある姿に何が必要であるか、一般市民に受け入れら
れるか等、近い将来 eID および eID サービスの要件、需要等を観測するために、健全で、信頼しうるベン
チマークを提供することを目標としている。調査の具体的な概要は、eID サービスに関して、EU の若者に
関する認知、リスクの受容、一般的動機、態度および行動について調査している。
2.2.3 調査に用いたモデル
理論的に技術受容モデル(TAM model)、イノベーション普及理論(DOI Theory)をもとに、構築された図
16

IPTS：http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

Young People and Emerging Digital Services An Exploratory Survey on Motivation, Perception and Acceptance of Risks：
http://www.epractice.eu/files/Young%20People%20and%20Emerging%20Digital%20Services%20-%20An%20Explanatory%20S
urvey%20of%20Motivations,%20Perceptions%20and%20Acceptance%20of%20Risks.pdf
17

18

Gallup, Gonfidence in Information Society.
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2-1 の枠組みにもとづいて、調査事項が設定され、個別設問、シナリオを用いた設問等を準備している。
この枠組みは、以下の項目を明らかにしたものである。
＇１（技術受容モデルにもとづいて個人の技術認知要素の策定
＇２（イノベーション普及理論にもとづいた採用性向
＇３（個人のリスクおよび負の結果に対する認知
＇４（組織、eID 技術、インターネットに対する信頼
＇５（技術受容モデルと同様の予測量をもとに、EU における市民の認知
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図 2－1 調査に用いたモデル

この枠組みでは、技術受容モデル：「技術認識＇知覚された有用性、知覚された使いやすさ（」やイノベ
ーション普及理論：「採用特性＇両用性、経済的利得（」の概念をもとに、「個人変数」や「状況変数」から、
「利用者の態度」としてシステム利用することの望ましさの程度を評価することによって、eID の採用が決定
される＇行動的意図（という考え方をベースとしている。ただし、「利用者の態度」の決定に際して「信頼＇組
織、技術、インターネット（」によって左右されるリスク感覚が影響を与える。
2.2.4 調査概要
調査概要は、以下のようなものである。
・EU の 4 ケ国の 15 歳から 25 歳までを対象とし、各国の回答数を最低 1000 とする
・実際の調査は、1000Merics.com に委託し、オンライン調査で回答を求める
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・プレテストを行い、開封率、クリック率、回答率から質問項目を検討する
・2008 年 7 月から 8 月に EU 各国の 53 万 1443 名にオンライン調査のメールを送付する
調査の質問項目に対する回答から、以下のような結果が得られた。以下の内容は、「3 章 調査結果」の
項目と対応している
＇１（インターネット接続方法と専門知識
インターネット利用に関して、国ごとに文化や市場の影響から相違があった。例えば、スペインでは、SNS
の普及は低く、フランスではブログ文化、ドイツはスキルが高い。
・インターネットへの接続環境：
インターネット接続は、一般的にブロードバンド環境においてパソコンを使用している。5 年以上の経験の
ある者は、デジタルリーダーであり、インターネットに一日あたり数回接続している。携帯電話によるインタ
ーネット接続の割合は低い。
・インターネットの利用形態：
若者は Web2.0 のサービスをよく知っており、SNS や写真供給等のサービスを利用している。若者のインタ
ーネットの利用形態は、以下の 3 つのグループに分けることができた。
-

ベーシックユーザ＇電子メール、検索エンジン等のクラシックな利用（

-

アドバンスユーザ＇ネット電話・プラグイン利用・ウエブデザイン(ブログ以外)等をするユーザ（

-

SNS＇ブログや会議室への参加等の種々の行為に参加している積極利用するユーザ（

・eID 技術についての知識：
PIN・パスワードは 90%以上に知られており、バイオメトリックスは意外にも 70%以上に知られている。しかし、
電子署名は 50%程度であり、無線タグは 20%未満と一般的でない。
・革新性：
革新性は、実験傾向、早期採用、意図等よって判断している。国民性において、フランス、スペインが革
新的である。性別において、男性が一般的に革新的である。一方、女性は一般的に臆病であり、リスクを
高く認識し、また、情報を開示しないという傾向がある。
＇２（個人情報保護
・インターネットへの信頼：
若者は、インターネットに対して懐疑的で、個人情報の保護に疑問を抱いており、プライバシのリスクを認
知している。例えば、個人情報を交換する環境として十分ないと認識している。
・個人情報に関する危険：
個人情報の取扱いに関して、見えない形での利用や、不適切な共有、不正使用について心配している。
具体的にスパムへの利用やＩＤ窃盗等を心配している。これらを心配する傾向の強い国として、イギリス、
スぺインが挙げられる。この心配は、インターネットの信頼の低さと関係が見られる。
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個人情報の取扱いに関して気にしているが、自己に対する評価に関する個人情報や、個人情報を所有
している企業に関してあまり気にしていない。
・eID サービスの利用を促進する要素：
データ保護法に遵守すると、eID サービスの利用が促進すると感じており、個人情報・プライバシが技術
的に守られているという保障を示すもの＇ロゴやラベル（を求めている。また、データをコントロールするシ
ステムにより、それほど利用促進につながらないと感じている。
・保護手法の効率性：
個人情報の保護手段について、有効な手段が存在していると認知しており、技術的手段が好まれている。
そして、利用者にコントロールを与えるのが有効であると感じている。しかし、それが効率的であると感じ
ていない。
・個人情報の取扱い／処理の信用についての関係者による違い：
個人情報の管理について、友人や家族をもっとも信頼している。また、知っている会社はある程度信頼す
るが、知られていない会社や NPO は信頼が低い。公共機関の信頼は低い。
・法制度についての知識と意見：
EU のデータ保護法における彼らの権利について、大多数はそれなりに知っていたが、3 分の 1 は知らな
かった。スペインやフランスよりも英国とドイツの方が権利について知っている割合が高かった。また、公
の機関がセキュリティとプライバシを守ると考えているが 22％であり、これを全く信用しないが 28％であっ
た。また、懐疑的が 50％であった。
＇３（個人情報の取扱い
・オンラインで提供される情報：
個人データは、以下の 4 つのグループに分けることができる。
-

センシティブデータ「医療・司法情報等の人々が開示したいと全く思わないもの」

-

市民立場データ＇公表されている（「氏名、年齢、住所、国籍等」

-

变述的データ＇進化した SNS（ 「容姿、思考や振る舞い」

-

交際データ＇基本的 SNS（「SNS や活動によってえられる情報」

氏名、年齢、国籍はインターネット上で 85%以上の回答者によって提供される。次いで意見、住所や自身
の写真が提供される。センシティブデータ＇銀行、司法、生体的、金融（は 15%も提供されない。
・オンラインでの情報提供の理由：
個人データの開示は ID の漏えい等の被害に対する認識と関連性を持っていない。オンラインで個人デ
ータの開示理由は、主にログインするためである。また、他人と交遊を深めるためにはある程度の開示を
する。コンシェルジェサービスによるデータ開示は、ほとんど評価されていない。
・オンラインでのデータ管理手法：
EU の若者は、米国の調査と比較すると、オンライン環境でのリスクをとらない傾向にある。
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情報セキュリティおよびプライバシともにリスクに対して高い認知を示し、オンラインでもより安全なままで
いようとする。eID を提供する場合に、プライバシのリスクを回避するために、虚偽の情報を用いたり、回答
しなかたりという手法を使用する。技術的に関連する手法としては、ダミーの電子メール、自己の情報を細
工するという手法を使用する。
・オンラインで個人情報を保護する責任：
オンラインにおける個人データ保護の責任については、自己もしくは取引する会社の責任であるという認
識であり、組織や政府、警察、裁判所が責任を負うものと考えていない。
＇４（シナリオによる分析
・eID サービスの発展：
eID サービスに関するシナリオについて調査した結果、バイオ認証＇アレックス（のシナリオが、一番便宜
が大きいと認識され、一方モバイル SNS＇クラウディア（のシナリオにおいてはあまりメリットが認識されなか
った。個人的な生活に関わるようなバイオ認証＇アレックス（のシナリオに対して、より肯定的な傾向がある
と思われる。また、プライバシや個人データコントロール、料金無料である事も重要視された。
これらより、eID サービスの発展には、ライフスタイル適合性、個人データコントロール等の観点を考慮す
る必要がある。
2.2.5 行動科学からみたプライバシに関する課題
今後は、各国の差異についての研究をなすこと、より広い社会的傾向のもとで、公共機関に対する信頼
感の喪失の実際および原因を検討すること、eID についての個人的認知・管理という観点のみならず、そ
のツールおよびシステム、eID技術、eIDサービスという種々のレイヤーごとに分析を広げること、ベンチマ
ークを策定すること等の研究を進めていく。
2.3．日本の調査概要
2.3.1 日本における調査事項と趣旨
日本における調査では、付録 A に示す質問事項を策定して統計調査を実施した。質問事項は、IPTS 調
査との比較を目標の1つとしているため、IPTS調査の質問事項を翻訳して実施している。また、シナリオに
よる質問も、IPTS 調査のモバイル SNS＇クラウディアシナリオ（、バイオ認証＇アレックスシナリオ（を参考にし
ている。モバイル SNS＇クラウデゥアシナリオ（は、あおいさんシナリオに対応している。また、バイオ認証
＇アレックスシナリオ（はだいすけさんシナリオと類似している。
あおいさんシナリオとだいすけさんシナリオを以下に示す。
あおいさんシナリオ：
あおいさんは、16 歳であなたの友人です。彼女は、いつも友達と一緒に遊んでいます。友達といつもつ
ながっていられるように、そして、新しい友達と知り合えるようなサービスの広告を見かけました。
この会社のサービスでは、会ってもいいと思う人や好み(飲食、趣味、スポーツ、学校など)が同じ友達
に、利用者がどのような人か分かるように、年齢、性別、住所などの個人情報を提供することになっていま
す。
このサービスは、携帯電話で提供されます。
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だいすけさんシナリオ：
あなたの友達のだいすけさんは、旅行が大好きです。彼は、日本各地で利用できる電子マネーの IC カ
ードを保持しています。
この電子マネー(タイプ A といいます)は、公共交通機関が発行しています。そして、全国の駅で、現金と
引き換えにカードに金銭をチャージすることができます。
この度、この発行会社が、だいすけさんに、住所、氏名、電話番号を登録するタイプに変更することがで
きるという案内をしてきました。
このタイプにも、いろいろなタイプがあるということです。
案内によるとタイプ B は、電子マネーの IC カードの利用履歴を分析して、電子マネーを落としたときに、
発行会社からだいすけさんに連絡がいき、また、利用履歴の分析から、他人が利用している可能性のあ
る場合にだいすけさんに問い合わせがいくようになるということです。
また、タイプＣの案内もなされ、タイプＣでは、あなたの「電子マネーの IC カードの利用履歴」につい
て、提供会社側での＇市場調査・おすすめの商品・広告の提供などのマーケティング目的の（分析に利
用されることに同意をすると、あなたの行動履歴を分瀬した上で、おすすめの商品などの情報があなた
に届きます。
また、タイプＢにもいろいろなオプションがあり、通常は、自分の住所、氏名を登録すれば、上のような悪
用防止処置をとってもらえる上、保険もつけてもらえるが、ユーザが、利用履歴の分析に同意しないので
あれば、月額利用料を支払うことで保険機能＇電子マネーを落としたときの損害は保険がカバーされる（
を附加することができます。また、発行の交通機関は、個人を特定しない形で利用履歴を分析して、車両
の適切な機材・混雑緩和などの目的にも利用履歴を使うこともあります。
あおいさんシナリオとだいすけさんシナリオは、日本の状況や調査関心事項を考慮して、IPTS 調査に
若干の質問事項を追加している。また、だいすけさんシナリオをもとに追加調査を実施している。それぞ
れ追加した内容について述べる。
＇１（ IPTS 調査に追加した質問事項
＇ア（ 質問 5、質問 7
携帯電話等の利用期間＇質問 5（および利用行為＇質問 7（についての質問は、日本において携帯電話
等におけるインターネット接続自体が、かなり一般的であると予測されること、PC によるインターネットと比
較して、海外通信によるセキュリティに対する懸念がいらないこと、携帯電話会社の公認サイトなどが完備
していることなどから、利用者において、PC によるインターネットと信頼性が異なる認識される可能性があ
ることから、別個の質問を準備した。
＇イ（ 質問 9、質問 10、質問 11
電子マネーについての質問を準備しているので、その経験・利用金額等についての質問である。
＇ウ（ 質問 20、質問 21、質問 23、質問 25、質問 32、質問 34、
これは、あおいシナリオ＇携帯ソーシャルネットワーク・システム-以下、携帯 SNS という（およびだいすけ
シナリオ＇電子マネー（についてのモデルの各要素について、詳細化を図るために追加されたものであ
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る。
質問 20 は、携帯 SNS が生活のパフォーマンスを増加される見込を精神的な面に注目をなして質問して
いる。一方、質問 21 および質問 32 は、経済的利得に注目をして質問している。
質問 23、質問 34 は、新規サービスが行為者の規範意識との関係でどのように認知されるかを質問して
いる。以下、本報告書においては、この認知を規範正当性と呼ぶことにする。
質問 25 は、新規サービスの受容に際して、コミュニケーションがどのようなルートでなされるのかという
のを質問している。
＇エ（ 質問 39
eID という概念のもとに、EU 諸国において国民 eID 制度をめぐる議論および実装がおこなわれているこ
と、我が国においても統一番号制度等の議論がなされるようになってきていることは第 1 章でふれたとお
りである。
質問を明確化する工夫として、その他、あおいさんシナリオにおいて、携帯 SNS において、どのような情
報が、利用者に開示されるのかを特定しうるように、SNS サイトのモックアップを作成し、これを回答用に提
供している。

図 2－2 SNS サイトのモックアップ
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＇２（電子マネーシナリオによるコンジョイント分析19の調査
電子マネーは、データ自体に価値があるものとして支払い手段として決済に用いられる。利用者は公
共交通サービス提供者が提供する電子マネーを用いることで、尐額決済を瞬間的できるようになる。
利用者は、駅の電子マネーシステムにおいて、現金と引き換えに価値をチャージすると、匿名で小額決
裁を瞬間的にできるようになる。その一方で、発行体である公共交通サービス提供者に住所、氏名等を提
供する必要があるとき、それらの情報を安全目的のみに使用する場合や、マーケッティング目的に使用
する場合考えられる。このことから、プライバシとのトレードオフを考察するために、コンジョイント分析によ
る調査を実施する。
具体的には、プライバシの観点から、「匿名」、「安全目的での利用」、「マーケッティング目的での利
用」の 3 つのケースを想定した。また、機能の観点から、機能なし、「落とした場合に保険によって損害＇第
三者による濫用被害額および使えなかった交通費（を填補してもらうという機能」、「経済的な割引機能＇利
用料金が１バーセント割引されるメリット（」の 3 つのケースを想定した。さらに、価格の観点から、「無料の
場合」、「インセンティブがもらえる場合」、「利用料がかかる場合」の 3 つのケースを想定した。プライバシ
の観点、機能の観点、価格観点のそれぞれのケースを組み合わせて、これらの組み合わせを回答者が
どのような順番で好むかを調査した。組み合わせ表は、以下に示す。
表 2－1 コンジョイント分析の各属性に関する 3 つのケース
属性

水準 1

水準 2

水準 3

プライバシ

完全匿名

安全利用限定処理

マーケッティング利用可

機能

割引付き(1 パーセント)

安全機能

なし

価格

負の使用料(インセンティブ)

無料

月利用料(315 円)

この組み合わせ表をもとに、3 属性、3 水準の場合に、直交表で作成した 9 枚のカードを並び替えによ
る質問をおこなった 。
また、付録 C 「電子マネーシナリオにおける質問事項」記載のとおり個別の質問を行った。具体的な質
問の趣旨は、以下のとおりである。
質問 26-1 は、安全利用限定同意・安全機能付きの電子マネーを初期値をとして、完全な匿名性を守るた
めに、いくらまでお金を支払って良いかというのを問うものである。
質問 26-2 は、電子マネーにおいて、いくらだせば、第三者に対して利用を許諾＇無限定（するかという額
を問うものである。
質問 26-3 は、割引機能に匹敵するものとして、具体的なメリットとして、どのようなものを好むかという質問
である。
2.3.2 調査の実施
調査は質問事項を、NTT レゾナント株式会社＇Goo リサーチ（に対して二段階抽出法による統計調査を
委託して実施した。

19

複数の要因の間でどの要因が重視されているかを分析するための手法。
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＇１（調査対象
一般市民を対象とし、IPTS 調査の対象層である 15 歳から 25 歳までの青年層を対象とする調査＇以下、
IPTS 対応調査という（と、対象年齢を設けていない一般市民を対象とする調査＇以下、一般対象調査とい
う（を行った。IPTS 対応調査では、対象とした 15 歳から、25 歳までを、15－18 歳、19－21 歳、22－25 歳
での 3 つの層に分けて調査した。また、一般市民対象調査では、の年齢層を 15－25 歳、26－35 歳、36
－45 歳、46 歳以上の 4 つに分けて調査した。
＇２（対象サンプル数およびその妥当性
本調査では、調査内容の精度を高めるために、仮調査を実施したのちに、本番調査を実施している。
仮調査は、2010 年 2 月 23 日ら、2 月 25 日まで、「インターネット利用に関する意識調査」と題して、NTT
レゾナント株式会社に対して委託して行われた。消費者に対するクローズド調査であり、総回答数は、66
サンプルであった。調査委員会では、回答の状況を分析し、若干の質問項目の訂正、追加等を行い、本
番調査を実施した。
本番調査は、2010 年 3 月 12 日から 3 月 16 日まで、「インターネット利用に関する意識調査」と題して、
NTT レゾナント株式会社に対して委託して行われた。消費者に対するクローズド調査であり、インターネッ
ト調査の手法を用いた。IPTS 対応調査および一般市民対象調査は、サンプル数としてそれぞれ 1000 の
回答数を得た。
それぞれの調査のサンプル数は、以下のとおりである。なお、IPTS 対応調査においては、年齢構成が
IPTS と同一であるし、また、総合調査においても、年代ごとの構成は、同一にして、標本としての偏りがな
いようにしている。
表 2－2 IPTS 対応調査の年齢構成
実数

割合＇%（

全体

1,006

100.0

15－18 歳

315

31.3

19－21 歳

331

32.9

22－25 歳

360

35.8

表 2－3 一般市民対象調査の年齢構成
実数

割合＇%（

全体

1,076

100.0

15－25 歳

259

24.1

26－35 歳

269

25.0

36－45 歳

269

25.0

46 歳以上

279

25.9

電子マネーシナリオをもとにしたコンジョイント分析のための調査として、2010 年 4 月 6 日から、4 月 8
日まで「電子マネーに関する調査」と題して、NTT レゾナント株式会社に委託して追加調査を実施した。こ
の追加調査では、114 のサンプル数が得られている。
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第3章 調査結果
本章では、2.3.1 節で述べた質問事項について調査を実施し、回答データを分析した結果を述べる。
分析結果は以下＇１（～＇６（の 6 つに分類し、それぞれ 3.1 節～3.6 節で分析結果を述べる。
＇１（情報技術の採用と利用
IPTS 調査＇2.2.4 節（の「＇１（インターネット接続方法と専門知識」に対応するものである。また、日本の特
徴を考慮し、携帯電話等の利用機関＇Q5（および利用行為＇Q7（を追加して調査を実施した。
対応する質問項目は、Q1－Q７＇情報技術採用と利用（、Q36＇eID システムについての知識（、Q8＇革新
性（である。
＇２（個人情報保護
IPTS 調査＇2.2.4 節（の「＇２（個人情報保護」に対応するものである。
対応する質問項目は、Q38、Q41、Q42、Q44、Q50＇個人情報保護（、Q48、Q49＇個人情報保護法（であ
る。
＇３（個人情報の取扱い
IPTS 調査＇2.2.4 節（の「＇３（個人情報の取扱い」に対応するものである。
対応する質問項目は、Q40、Q43、Q45、Q47 である。
＇４（電子マネーの採用行動および国民 ID 付帯サービス
日本の特徴を考慮し、独自に追加した項目である。
対応する質問項目は、Q9-Q12＇電子マネー採用、利用（、Q39＇国民 ID サービスに付帯されるサービ
ス（である。
＇５（e サービス・シナリオ
IPTS調査＇2.2.4節（の「＇４（シナリオによる分析」に対応するものである。本調査では、IPTSで用いられた
シナリオをベースとして、日本の特徴を考慮したシナリオを作成し、調査を実施した。
対応する質問項目は、Q14-Q15、Q17-Q24、Q27‐35 である。
＇６（eID サービスに関するプライバシと利便のトレードオフ
日本独自の観点から、電子マネーのシナリオについて、独自の質問を行い分析した。
対応する質問項目は、Q26 である。
なお、第 2 章で述べた通り、調査は 2 つの集団で実施した。一つは、15 歳から、25 歳までの若者に対
する調査で、IPTSの調査と比較するためであり、もう一つは、すべての年齢に対する調査である。結果とし
て、二つの調査について同様の傾向をもち意味のある相違は、認められなかった。このため、以下の結
果は、若者を対象とした調査の結果を示す。また、3.6 節における調査結果は、国内独自の調査であるた
め、年齢層を拡大した調査対象の調査結果に基づいて考察する。各質問のアンケート結果は付録 D に
示す。
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3.1．情報技術の採用と利用
3.1.1 インターネット専門知識と接続の方法
＇１（利用期間＇Q1（、利用頻度＇Q3（
日本の若者の 76%は、5 年以上のインターネット利用経験をもち、14%は、3 年ないし 5 年の経験をもっ
ている。さらに、回答者のおよそ 69%は、1 日につき数回、インターネットに接続している。回答者の 24%
は、日に一度接続している。
＇２（利用場所＇Q2（,利用手段＇Q4（
インターネット接続の方法に関して＇表 3－1（、回答者の 91%は、家庭ブロードバンドを用いたインター
ネットに接続しており、学校または大学や仕事で、接続しているのは、それぞれ、36%、13%にのぼる。家
庭でダイアルアップを用いてインターネットに接続するのは、9%であり、インターネットカフェや、有料の
wi-fi ネットワークで接続するのは、それぞれ、7%、1%しかない。
表 3－1 インターネット接続の方法
接続の方法

割合

通常生活している場所（家、親の家、大学宿泊設備）

91%

で、ブロードバンドを使っている
通常生活している場所（家、親の家、大学宿泊設備）

9%

で、ダイアルアップで使っている
職場で

13%

学校または大学で

36%

有料 wi-fi ネットワーク（空港、駅など）で

1%

インターネットカフェで

7%

また、回答者の 37%は接続手段として個人のデスクトップ PC を使うと回答している。そして、66%は、ノー
トブックパソコンを利用しており、また、32%が共有しているデスクトップ PC で接続していると回答している。
第３世代・多機能電話/PDA を使って接続しているという回答は、64%を占めている。この結果は、日本の
若者の大多数がモバイル機器によってインターネットに接続していることを示している。しかし、テレビで
インターネットに接続しているのは、3%未満だけである。
3.1.2 インターネットとモバイルインターネット活動＇Q6,7（
パソコンを用いてインターネットで行う活動に関して、若者の 93%は、電子メールのチェックに利用して
おり、そして、83%は、インターネット上で検索エンジンを利用している。大多数が、写真、動画、その他を
共有するためにウェブサイト＇mixi、Youtube、その他（を使っている＇81%（、ソーシャルネットワークサイトで
プロフィールを管理する＇46%（となっている。
携帯電話を用いてのインターネット利用は、若者の 98%以上が電子メールをチェックしており、また、そ
して、情報を見つけるために検索エンジンを利用するものが、76%である。回答者の過半数＇52%（は、ソ
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ーシャルネットワークサイト＇例えば Youtube、myspace またはフェイスブック（で、写真、ビデオ、映画を共
有するために、ウェブサイトを使っている、ソーシャルネットワークサイトでプロフィールを管理するとなっ
ている＇41%（。携帯電話でのインターネット活動の PC と違う 1 つの機能は、モバイルペイメント＇モバイル
Suica, Edy, nanaco, iD（である。
パソコンでのインターネット利用とモバイルでのインターネット利用と比較すると、1, 2 位が同じでそれ
ぞれ電子メールの利用、検索エンジンの使用である。3, 4 位はパソコンでのインターネット利用では動画
等の利用で、次にソーシャルネットワークサイトでのプロフィール公開であった。モバイルインターネット
では、3, 4 位が入れ替わっている。
表 3－2 インターネットとモバイルインターネット利用
活動

インター

モバイルイン

ネット

ターネット

93%

98%

-

40%

インスタントメッセージング(MSN メッセンジャーなど)への参加

28%

-

チャットルーム、ニュースグループまたは掲示板への参加

23%

18%

情報を見つけるための検索エンジンの使用

83%

76%

画像、動画、映画その他を共有するためのウェブサイト（Youtube、ニコニコ動画、

81%

41%

インターネット上での音声会話(スカイプなど)の利用

22%

-

ソーシャルネットワークサイト（mixi， gree， myspace またはフェイスブックなど）で

46%

52%

ウェブサイト（ブログ以外）の構築・管理

20%

12%

ウェブログ（またはいわゆるブログ）の作成

31%

28%

つぶやきサイト(Twitter など)の利用

17%

20%

ブラウザーを拡張するためのプラグイン(Flash など)をインストール

28%

36%

映画、音楽、その他を交換するために、ピア・ツー・ピア・ソフトウェアの

13%

-

-

19%

1%

2%

電子メールの利用
PC のメールのチェック

その他）の利用

のプロフィール公開

使用
おサイフ機能（モバイル Suica、Edy、nanaco、iD など）の利用
他

IPTS と同様に因子分析20をすると、パソコンでのインターネット利用については、表 3－3 に示すように、
3 つの因子に分析されるものと考えられる。なお、電子メールは、きわめて一般的なために、除外した。

20

測定された多数の変数の相関関係から、潜在的に隠れている因子を抽出する手法のことである。
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表 3－3 インターネット活動の因子分析
情報発信
Q6．ウェブログ（またはいわゆるブログ）の作成

0.541

Q6．ウェブサイト（ブログ以外）の構築・管理

0.517

Q6．チャットルーム、ニュースグループまたは掲示板への参加

0.442

Q6．つぶやきサイト(Twitter など)の利用

0.384

Q6．ブラウザーを拡張するためのプラグイン(Flash など)をインストール

0.337

Q6．インスタントメッセージング(MSN メッセンジャーなど)への参加

0.325

Q6．画像、動画、映画その他を共有するためのウェブサイト（Youtube、ニコニ

情報発見

意思伝達

0.531

コ動画、その他）の利用
Q6．情報を見つけるための検索エンジンの使用

0.521

Q6．インターネット上での音声会話(スカイプなど)の利用

0.214

Q6．ソーシャルネットワーキングサイト（mixi， gree， myspace またはフェイス

0.453

ブックなど）でのプロフィール公開
Q6．映画、音楽、その他を交換するために、ピア・ツー・ピア・ソフトウェアの使

0.311

用

因子得点表：回転後 (ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法)
IPTS の調査結果と比較した場合に、個別の意思伝達の因子と一般への情報発信の因子が分かれてい
るように見えるのが日本の特徴と考えられる。
また、携帯電話での活動の因子分析の表を表 3－4 に示す。なお、携帯電話によるインターネット利用
では、携帯メールと検索が、きわめて一般的なために、これを除外して検討した。
表 3－4 モバイルインターネット活動の因子分析
便利
Q7．便利なアプリケーション(i アプリ、ガジェットなど)のインストール

0.723

Q7．おサイフ機能(モバイル Suica、Edy、nanaco、iD など)の利用

0.459

情報発信

Q7．ウェブサイト（ブログ以外）の構築・管理

0.578

Q7．ウェブログ（またはいわゆるブログ）の作成

0.447

Q7．チャットルーム、ニュースグループまたは掲示板への参加

0.386

Q7．ソーシャルネットワーキングサイト（例えば Youtube、mixi，myspace または

意思伝達

0.506

フェイスブック）の利用
0.418

Q7．つぶやきサイト(Twitter など)の利用
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Q7．画像、動画、映画その他を共有するためのウェブサイト（Youtube、ニコニ

0.339

コ動画、その他）の利用
0.302

Q7．パソコンのメールの利用

3.1.3 eID 技術についての知識＇Q36（
eID 技術に関する知識については、 技術によってかなりの差異が見受けられる。個別の eID 技術につ
いて以下に説明する。
・ 識別符号：主として、いわゆるＩＤ番号のことをいい、利用者が、誰であるかを特定するための符号
をいう。
・ パスワード：特定の機能を使用する際に認証を得るため入力する文字及び数字の羅列をいう。
・ RFID タグ：RFID とは、Radio Frequency Identification＇電波による個体識別（の略であって、ID 情報を
埋め込んだチップを用いて、無線通信によって近距離で情報をやりとりするもの、および技術全般
をいう。
・ 虹彩認識：個人の目の虹彩の高解像度の画像について、パターン認識技術を応用して、行われる
生体認証方法をいう。
・ ＩＰアドレス：インターネット通信等で使われる手段であるパケットを送受信する機器を判別するため
の番号をいう。
・ 電子署名：電子文書に添付されるその文書が、作成者本人の意思にもとづいて作成されたもので
あるかを判断するための電子的な徴証をいう。
識別符号とパスワードは最もよく知られている。バイオメトリックス＇特に指紋認知（と IP アドレスは十分理
解されている。それに対して、RFID と電子署名は、あまりよく知られていない。表3－5 は、eID 技術につい
ての知識についての結果を示す。
表 3－5 eID 技術についての知識
このテクノロジーにつ

聞いたことはあるが、何で

聞いたことがあるし、何

いてこれまで聞いた

あるかについて説明するこ

であるかについて説明

ことがない

とはできない

することができる

ID/パスワード

5%

26%

69%

製品の追跡機能を有している無線タグ

35%

42%

23%

指紋認識

7%

27%

66%

虹彩認識

26%

31%

43%

［インターネット・サービス・プロバイダを

13%

43%

44%

29%

49%

22%

eID 技術

通した］IP アドレス
電子署名
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3.1.4

革新性＇Q8（

回答者は、友達と比較して、革新性＇新しいことへの意欲など（がどのようなレベルにいるかについてた
ずねられた。全体として、日本の若者は、新技術について積極的であるように見える。彼らの 3 分の 1 以
上＇38%（は、新技術を試してみる最初の人物の内の一人であるというのに、まったくそのとおりであると強
く同意したり、同意したりする傾向がある。新技術について聞くと採用する方法を探すことに強く同意した
り、同意したりするのが、47%でより高い比率を示している。そのうえ、新技術で実験するのが好きであると
いうのに、54%が、強く同意または同意している。
表 3－6 革新性
強く同意する

全く違う／違う

／同意する
友達の中で最初に新しい技術を試す方です

38％

21％

新技術の話を聞くと、利用する方法を探します

47％

17％

新技術を試すのが好きです

54％

15％

3.2 個人情報保護
全般的に、日本の若者は、インターネットについて懐疑的で、プライバシについて高いリスクがあると認
識している。彼らは、個人情報を保護する責任と必要を認識している。
3.2.1

インターネットへの信頼＇Q42（

大部分の若者は、インターネットが個人情報の交換のための環境としては懐疑的である＇表 3－7（。個
人情報やプライバシの保護に関して大きな疑いを有している。回答者の間で、インターネットが彼らの個
人の詳細をオンラインで伝えて快適であると感じさせるのに十分な安全装置を備えているに、41%がまっ
たく同意しない、もくしは同意しないを選択している。同様に、彼らのプライバシをオンラインで保護するこ
とができると確信しているかについて、35%が、まったく同意しない、もくしは同意しないを選択している。
表 3－7 インターネットへの信頼
インターネットの信頼

IPTS 調査に

平均値(注)

おける平均

まったく違

まったくそのと

う・違う

おりだ・そのと

値
インターネットは、十分に安全で、個人の詳細をオ

おりだ

3.33

2.92

41%

3%

3.59

3.6

22%

7%

仕事でも余暇でも信頼できる環境を提供する

3.94

3.81

16%

8%

私のプライバシを維持するのに十分安全な環境

3.57

2.4

25%

5%

4.44

3.04

35%

3%

ンラインで伝えても快適である
インターネットは、現在、頑強で安全な環境であっ
て、オンラインショッピングなどの取引を行える

を提供する
インターネット上で自分のプライバシを保護するこ
とができると確信している
(注（中央を＇４（として、全くそのとおりだ＇７（から全く違う＇１（までで質問した。
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IPTS 調査と比較した場合、調査結果は、日本人が、EU 市民と比較して、インターネットに対して信頼感
が低いことをしめしている。特に、プライバシ保護についてはそうである。どのようにして日本におけるイ
ンターネットへの信頼を増加させるかは、興味深い問題である。
3.2.2

個人情報に関する危険＇Q44（

日本の若者は、プライバシに関して個人情報が広範囲に広まってしまう可能性があると、かなり心配して
いる。彼らは、個人情報が、大部分は見えない形で利用されたり、不正に共有されたりすることを心配して
いる。しかし、オンラインでの個人情報によって、評判が傷つけられることについては、あまり心配してい
ない＇表 3－8（。
調査結果はインターネットとプライバシの安全に関して懐疑的であるということを示した。オンラインに
おいて、大多数の人々は、プライバシが脅かされることについて「懸念」か「非常に懸念」している。
表 3－8 個人情報に関するリスク認知
リスク

非常に懸念している/い

懸念してい

それほど/ま

くぶん懸念している

るわけでも

ったく懸念し

ないし、懸

ていない

念していな
IPTS

日本

いわけでも
ない

1.企業は、私について、プライバシだと思う情報を

61%

54%

36%

10%

82%

65%

28%

8%

81%

64%

28%

8%

n.a.

42%

41%

17%

n.a.

55%

34%

11%

75%

43%

40%

17%

69%

42%

40%

18%

62%

33%

39%

28%

74%

47%

38%

15%

保有している
2.私の個人情報が、私の知らないところで使われ
ている
3.私の個人情報が私の合意なしで第三者間で共
有されている
オンライン上で私のふるまい・活動をモニターする
ことができる
オンライン上での個人情報を利用して、私に広告・
宣伝が送られている
4.いろいろなところから個人情報を用いて、私がど
んな人であるかという情報が形成されている
5.オンラインでは、個人情報によって、私の考えて
いることや行っていることがゆがめて伝わる場合
がある
6.オンラインでは、個人情報によって、私は、評判
が悪くなっているかもしれない
7.オンラインでは、第三者が私になりすます危険
にさらされている
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8.オンラインにある個人情報によって身の危険に

65%

50%

36%

14%

79%

54%

35%

11%

さらされる場合がある
9.オンライン金融詐欺の被害にあう場合がありま
す

IPTS 調査と比較した場合に、EU 市民は、日本の市民と比較して、よりプライバシのリスクに対して高い認
知をしていることを示している＇図 3-1（。

1
100%
80%

9

2

60%
40%
20%

8

3

EU
日本Y
日本A

0%

7

4

6

5

図 3-1 リスク認知における EU との比較
＇チャートの 1~9 は表 3-8 の各項目を示す.また、日本 Y は若者、日本 A は一般人を対象とした回答者（

また、上記のようなリスク認識は、因子分析によって、表 3－9 に示す２つのカテゴリにわけることができた。
IPTS 調査と個々の項目については、若干の相違が存在するが、全体的な傾向には、相違がないと言うこ
とができる。
表 3－9 個人情報に関するリスクの認知についての分析

Q44 項目 8．オンラインでは、個人情報によって、私は、評判が悪くなっ
ているかもしれない
Q44 項目 7．オンラインでは、個人情報によって、私の考えていること
や行っていることがゆがめて伝わる場合がある
Q44 項目 9．オンラインでは、第三者が私になりすます危険にさらされ
ている
Q44 項目 6．いろいろなところから個人情報を用いて、私がどんな人で
あるかという情報が形成されている
Q44項目4．オンライン上で私のふるまい・活動をモニターすることがで
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アイデン

コントロール

ティティ損害

喪失

0.890

0.805

0.663

0.631
0.547

きる
Q44項目10．オンラインにある個人情報によって身の危険にさらされる

0.479

場合がある
Q44 項目 11．オンライン金融詐欺の被害にあう場合があります

0.515

Q44 項目 5．オンライン上での個人情報を利用して、私に広告・宣伝が

0.466

送られている
Q44 項目 1．企業は、私について、プライバシだと思う情報を保有して

0.600

いる
Q44 項目 3．私の個人情報が私の合意なしで第三者間で共有されてい

0.893

る
Q44 項目 2．私の個人情報が、私の知らないところで使われている

0.923

因子得点表：回転後 (ﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法)
3.2.3

eID システムを利用促進する要素＇Q38（

個人情報保護に関する法律を尊重しているという保証や個人情報の利用に関する情報は、利用者に
よる eID システムの利用を奨励すると考えられる。日本の若者は、オンラインの取引が、技術的に安全で、
個人情報・プライバシを守ることができるというのが保障されることを望んでいるということができる。表 3－
10 は、eID システムの利用の促進を図るものを示す。EU と日本の若者＇日本 Y（、一般＇日本 A（を比較した
レーダチャートを図 3-2 に示す。
表 3－10

eID システムの利用推奨策の要素
はい

推奨策

IPTS

日本 Y

日本 A

1.情報を提供した後の受領通知

49%

34%

33％

2. 識別システムに関する情報

54%

39%

36％

3.提供したデータの利用に関する情報

59%

39%

39%

4.識別システムを使ったことのある人の推薦

42%

18%

15%

5.個人情報保護に関する法律が守られるという保証

72%

52%

56%

6.システムが安全であるということを証明しているラベルまたはロゴ

52%

44%

44%

7.情報が第三の組織に売却されたり再利用されないという保証

69%

49%

52%

8.自分に関連するすべての取引、行動履歴に関する記録で簡単に

49%

28%

31%

みられるもの
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図 3-2 eID システム利用推奨要素の比較＇チャートの 1~8 は表 3-10 の項目（

これらの要素も二つのカテゴリにわけられるのは、本件調査からも明らかである。これは、IPTS の分類
や値の傾向ともに同じである。
表 3－11 eID システム利用推奨策についての因子分析
コントロール
Q38．提供したデータの利用に関する情報

0.635

Q38．情報を提供した後の受領通知

0.615

Q38．識別システムに関する情報

0.607

Q38．自分に関連するすべての取引、行動履歴に関する記録で簡単にみられるも
の

保証

0.471
0.459

Q38．識別システムを使ったことのある人の推薦
Q38．システムが安全であるということを証明しているラベルまたはロゴ

0.510

Q38．個人情報保護に関する法律が守られるという保証

0.689

Q38．情報が第三の組織に売却されたり再利用されないという保証

0.643

因子負荷量：回転後 (ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法)
3.2.4

有効な保護手法＇Q50（

若者にとって、大多数の回答者は、オンラインのアイデンティティ関連のために、有効な解決があると考
えている＇表 3－12（。望ましい保護としては、ユーザのプライバシを維持する技術的な解決策や、安全で
はない行動に対してできる限り警告をしてくれることを最も高く評価している。
表 3－12 保護手法の効果
望ましい保護

非常に効果

効果がある

合計

EU

18%

56%

74%

74%

8%

48%

56%

78%

がある
自分の個人情報についてのアクセスの履歴をみたり、その情
報を修正したり、削除する権利を直接付与する
個人情報の処理者が既存の規制に従っているかを、主務官庁
が、監視・監督をすることに、予算と人材を割り当てる
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サービス提供者が顧客の個人情報保護に、より留意することを

22%

52%

74%

81%

24%

52%

76%

87%

安全な個人情報管理に関して教育機会を提供する

16%

50%

66%

74%

個人情報を危なくする行動の意味についての意識を向上させ

23%

52%

75%

80%

21%

52%

73%

82%

27%

49%

76%

83%

義務づける
利用者のプライバシと安全性を確保するより良い技術的な解
決を見つける

る
オンラインとオフラインでの安全な個人情報管理のためのはっ
きりしたガイドラインを設定する
危険をまねきかねない行動がわかるように警告やマークを使
用する

因子分析によると、二つのカテゴリに分析される。この分類および項目等は、IPTS 調査と同様である(表
3－13)。
表 3－13 保護手法についての因子分析
意識向上
Q50 項目 6．個人情報を危なくする行動の意味についての意識を向上させる

0.774

Q50 項目 8．危険をまねきかねない行動がわかるように警告やマークを使用する

0.734

Q50 項目7．オンラインとオフラインでの安全な個人情報管理のためのはっきりした

法社会制度

0.733

ガイドラインを設定する
Q50 項目 4．利用者のプライバシと安全性を確保するより良い技術的な解決を見つ

0.667

ける
Q50 項目 3．サービス提供者が顧客の個人情報保護に、より留意することを義務づ

0.647

ける
Q50 項目 5．安全な個人情報管理に関して教育機会を提供する

0.585

Q50項目1．自分の個人情報についてのアクセスの履歴をみたり、その情報を修正

0.364

したり、削除する権利を直接付与する
Q50 項目 2．個人情報の処理者が既存の規制に従っているかを、主務官庁が、監

0.880

視・監督をすることに、予算と人材を割り当てる

因子負荷量：回転後 (ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ法)
3.2.5

個人情報の取扱い/処理の信頼についての関係者による違い＇Q41（

日本の若者は、個人情報の管理に関して、友人と家族を最も信頼している＇表 3－14（。地方議会、中央
政府、国際組織を、ある程度は信頼している。会社については、それほどではなく、無名の会社やNPOを
一番信用していない。
表 3－14 個人情報保護に関する機関に対する信用
組織/機関

平均値(注)

友人・家族

2.04

地方自治体

2.92
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国

2.97

国連などの国際機関

3.00

有名な会社

3.07

親しみを感じる会社

3.17

知らない会社

4.29

非営利団体

3.78

＇注（中央を＇３（として、「大変信頼している」＇１（から「全く信用していない」＇５（までで質問した。

因子分析の結果を表 3－15 に示す。分析結果は、IPTS 調査と同じ傾向を示す。
表 3－15 個人情報保護に関する機関についての因子分析
公的機関
Q41 項目 3．国

0.977

Q41 項目 2．地方自治体

0.831

Q41 項目 4．国連などの国際機関

0.692

身近さ

Q41 項目 1．友人・家族

0.460

Q41 項目 6．親しみを感じる会社

0.868

Q41 項目 5．有名な会社

0.615

遠さ

Q41 項目 7．知らない会社

0.821

Q41 項目 8．非営利団体

0.719

因子負荷量：回転後 (ﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法)
3.2.6

個人情報保護についての本人の権利についての知識と意見＇Q48,49（

個人情報保護に関して 、処理者に対してもとめうる内容について、大部分の若者は、聞いたことはある
が、すこし知っているか、あまり知らないということであった。また、46%は、聞いたことがないということであ
った＇表 3－16（。非常によくそれを知っているというのは、わずか 2%にすぎなかった。この結果は、日本
の個人情報保護の現在の法的手法に関して、認識が不足していることを示している。
表 3－16 個人情報についての本人の権利についての知識
個人情報保護に関して、個人情報取扱事業者（お客様の個人情報を持つ事

パーセント

業者）に何を求めることができるか、知っていますか。
聞いたことがない

46%

聞いたことがあるが良く知らない

40%

少し知っています

12%

良く知っています

2%
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知識が相対的に不足しているにもかかわらず、若者は、個人情報がきちんと保護されていないと考え
ている＇表 3－17（。個人情報保護に関する問題が発生したときに、公共組織が、役に立つとは、考えてい
ない。個人情報に関する本人の利益がきちんと守られていると考えているのは、非常に尐数で、4%以下
であった。 また、IPTS 調査と比較するとき、日本人は、EU 市民の認識と比較して、個人情報が適正に保
護されてはいないと強く認識していることを示している。

表 3－17 個人情報保護に対する認識
個人情報保護に対する認識

そうとは全く

全くそのとおりだ/そのとおり

思わない/全

だ

く思わない

IPTS

日本

日本（国内）において、個人情報は、きちんと保護されている

30%

38%

4%

インターネット上に個人情報がたくさん残されており、日本の法律は対処で

33%

23%

3%

26%

30%

3%

人々は、自分の個人情報に対してうまくコントロールをすることができる

29%

25%

3%

自分の個人情報に関して問題が起きたときには、常に関係する国や地方

34%

22%

2%

36%

26%

2%

きる
国や自治体によって市民の個人情報を管理するのに用いられているシス
テムは、技術的に安全である

自治体に頼ることができる
自分の個人情報を管理している国や地方自治体は、プロであり有能であ
る

3.3 個人情報の取扱
3.1.1

オンラインで提供する情報への意識＇Q40（

オンラインで提供できる情報を聞いたところ、インターネット上では、回答者の 75%前後の人が、国籍、
年齢、趣味やよくすることを挙げており、その次に多いのは嗜好/意見である＇69%（。回答者のわずか
37%が、名前／姓をオンラインで提供しておらず、IPTS 調査と比較して明確な差異がある。センシティブ
(機微)な情報＇銀行、裁判、バイオメトリックス、財政的な（や自身の写真を提供するものは、回答者の 8%
未満である。 IPTS 調査と比較した場合に、日本と EU において特定の情報について大きな相違が見受け
られる。日本では、氏名、実際の住所、自分の写真は、オンラインで提供することが非常に尐ない。
表 3－18 オンラインで提供する情報
情報提供

はい
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いいえ

わからない

IPTS

日本

名前/姓

86%

37%

50%

13%

年齢

90%

75%

17%

8%

国籍

87%

80%

13%

7%

身分証明書番号(保険証、パスポートなど)

13%

7%

82%

11%

住所

65%

19%

67%

14%

容姿(身長、体重など)

39%

36%

52%

12%

趣味やよくしていること

53%

75%

17%

8%

志向/意見

75%

69%

20%

11%

友人やよく会う人達、同好会の人達など

37%

22%

65%

13%

私が通常行く場所

27%

31%

54%

15%

mixi やフェイスブックのような SNS に提供して

50%

41%

45%

14%

自分の写真

58%

7%

83%

10%

財務情報（収益、残高など）

9%

7%

83%

10%

医学情報（健康保険番号など）

7%

4%

87%

9%

銀行情報（銀行カード番号、アカウント番号な

30%

4%

86%

10%

裁判の情報（前科情報・破産宣告の有無など）

5%

6%

85%

9%

バイオメトリックス情報（指紋、虹彩など）

4%

5%

85%

10%

いる情報

ど）

IPTS 同様に因子分析をおこなうと表 3－19 のようになる。比較すると、日本においては、写真自体が、
センシティブ情報と同様に認識されていることが非常に興味深い。
表 3－19 提供される情報の因子分析表
センシティブ
Q40 項目 14．医学情報（健康保険番号など）

プライベート

0.900

Q40 項目 15．銀行情報（銀行カード番号、アカウント番

0.775

号など）
Q40 項目 13．財務情報（収益、残高など）

0.746

Q40項目16．裁判の情報（前科情報・破産宣告の有無な

0.738

ど）
Q40 項目 17．バイオメトリックス情報（指紋、虹彩など）

0.736

Q40 項目 4．身分証明書番号(保険証、パスポートなど)

0.545

Q40 項目 12．自分の写真

0.448

Q40 項目 7．趣味やよくしていること

0.877
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ソーシャル

基本

Q40 項目 3．国籍

0.716

Q40 項目 8．志向/意見

0.669

Q40 項目 2．年齢

0.669

Q40 項目 6．容姿(身長、体重など)

0.305

Q40 項目 10．私が通常行く場所

0.765

Q40 項目 9．友人やよく会う人達、同好会の人達など

0.660

Q40項目11．mixiやフェイスブックのような SNSに提供し

0.459

ている情報
Q40 項目 5．住所

0.649

Q40 項目 1．名前/姓

0.711

因子負荷量：回転後 (ﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法)
3.3.2

オンラインでの情報提供の理由＇Q43（

オンラインで情報を提供する理由について聞いたところ、システムにログインすること＇有望な回答者の
56%（、贈り物またはサンプル＇54%（を受けるため、お金または割引を受けるため＇55%（、価値ある情報を
受けるため＇53%（ことが、主要な理由である。より良いサービスから利益を得こると、時間を節約することも、
情報提供を正当化する。個人にカスタマイズした宣伝の提供や他の人と知り合いになることは、正当化す
るものとしては、ほとんど評価されていない。
表 3－20 オンラインでの情報提供の理由
理由

十分にありうる/ありう
る

時間の節約のため（例：情報を何度も入力しないために）

50%

より良いサービスから利益を得るため（例：教育、健康など）

51%

価値ある情報を受けるため

53%

楽しんだり、喜んだりするため

45%

良い行動をしたり、人助けをするため

31%

他人につながっているために

25%

本人用にあつらえられた宣伝等の申込から利益を得るため

26%

ギフトまたはサンプルを受けるため

54%

金銭を受け取ったり、料金の減額をうるため

55%

システム（オンラインバンキング、大学ネットワーク、その他）の上へ、確実にログオンするため

56%

これに対する因子分析をおこなうと以下のような３つのカテゴリに分類することができる。
表 3－21 オンラインでの情報提供の理由(因子分析)
情報
Q43 項目 2．より良いサービスから利益を得るため（例：教育、健康など）
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0.826

メリット

ソーシャ
ル

Q43 項目 3．価値ある情報を受けるため

0.800

Q43 項目 1．時間の節約のため（例：情報を何度も入力しないために）

0.644

Q43 項目 4．楽しんだり、喜んだりするため

0.506

Q43 項目 10．システム（オンラインバンキング、大学ネットワーク、その他）の上へ、

0.515

確実にログオンするため
Q43 項目 9．金銭を受け取ったり、料金の減額をうるため

0.919

Q43 項目 8．ギフトまたはサンプルを受けるため

0.699

Q43 項目 6．他人につながっているために

0.805

Q43 項目 7．本人用にあつらえられた宣伝等の申込から利益を得るため

0.658

Q43 項目 5．良い行動をしたり、人助けをするため

0.562

3.3.3

オンライン上のデータ管理手法＇Q47（

日本の若者は、オンラインでのデータ管理手法について、深く考えていないように思える。全体として、
日本の若者は、最小限の自己防衛処置をするのみである＇表 3－22（。ダミーの電子メールアドレスをまっ
たく、もくしは、ほとんど使わないのが 80%以上であるし、また、プロフィールをマッチされないように調整
することがないのも同様である。その上、回答者の 75%以上は、時々、クッキーを消したり、ブラウザーの
セキュリティ・セッティングを変えたりすることもない。若者が、オンラインにおける個人のデータ管理手法
を採用するのを奨励する必要があるのではないかということを示す結果となっている。
表 3－22 オンライン上のデータ管理手法
自己防衛のためのデータ管理策

したことはな

常にする/頻繁にする

い/時々する

IPTS

日本 Y

ウェブサイトのプライバシ-ポリシを読む

67%

69%

33%

自分を特定されないように偽の電子メール・アカウントを使用する

84%

84%

16%

ウイルス保護ソフトを最新版にする

47%

n.a.

63%

アンチ・スパイウエアソフトでディスクをスキャンする

63%

n.a.

37%

基本ソフト(OS)のアップデートプログラムをインストールする

58%

n.a.

42%

クッキーを消去する

77%

56%

23%

不必要な電子メール（迷惑メール）を制限するツールや手法を利用する

58%

n.a.

42%

重要な個人情報を入力する前に、取引が保護されている、あるいは、サイトが

60%

28%

40%

個人情報を少しアレンジする

83%

68%

17%

プライバシを確保するためにブラウザーのセキュリティ設定を変える

76%

64%

24%

コンピュータから個人情報を収集するのを制限するツール（例えばファイアウォ

60%

42%

40%

安全であるという表示を持っていることを確認する

ール、クッキー・フィルタリング）を使用する
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IPTS 調査と比較して、EU のほうが、日本に比較して自己防衛手段等を採用している。 また、因子分析
の結果を表 3－23 に示す。
表 3－23 オンライン上のデータ管理手法の因子分析
基本

変数名

ツール

防衛
確認

行為

詐術

0.797

Q47 項目 3．ウイルス保護ソフトを最新版にする
Q47 項目 5．基本ソフト(OS)のアップデートプログラムをインストール

0.795

する
Q47 項目 4．アンチ・スパイウエアソフトでディスクをスキャンする

0.748

Q47 項目 11．コンピュータから個人情報を収集するのを制限するツ
ール（例えばファイアウォール、クッキー・フィルタリング）を使用す

0.441

(0.435)

る
Q47 項目 8．重要な個人情報を入力する前に、取引が保護されてい
る、あるいは、サイトが安全であるという表示を持っていることを確

0.765

認する
0.473

Q47 項目 1．ウェブサイトのプライバシーポリシーを読む

0.327

Q47 項目 6．クッキーを消去する
Q47 項目 7．不必要な電子メール（迷惑メール）を制限するツールや

0.305

手法を利用する
Q47 項目 10．プライバシーを確保するためにブラウザーのセキュリ

0.688

ティ設定を変える
0.411

Q47 項目 9．個人情報を少しアレンジする
Q47 項目 2．自分を特定されないように偽の電子メール・アカウント

0.791

を使用する

因子負荷量：回転後 (ﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法)
3.3.4

オンライン上で個人情報を保護する責任＇Q45（

大部分の日本の若者は、データをオンライン上で保護する責任があるのは、「取引を行っている会社」
と「自分」であると考えている＇表 3－24（。政府や警察／法廷に責任があると考えているのは、ほんの尐
数派＇15%未満（にすぎない。社会みんなの責任であるという考えも、回答者の21%によって、強く同意、も
しくは同意されている。 ITPS 調査と比較した場合に、日本国民は、EU 市民と比較して情報を処理する企
業が責任をもつべきだと期待することが多い。
表 3－24 オンライン上での個人情報保護責任
信頼できる当事者

全くそのとおりだ/そのとおりだ
IPTS
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日本

インターネットでは、個人情報保護については、自分が責任をもつべきだ

32%

38%

インターネットでは、個人情報保護については、政府が責任をもつべきだ

8%

14%

インターネットでは、個人情報保護を安全にするのは、社会全体の責任だ

26%

21%

インターネットでは、個人情報保護については、情報を処理する企業が責

27%

40%

7%

13%

任をもつべきだ
個人情報がオンラインで保護されるようにするのは警察・検察・裁判所の
責任だ

3.4.電子マネーの採用行動および国民 ID 付帯サービス
3.4.1

電子マネー採用と利用＇Q9,10,11,12（

日本で、若者は、電子マネーをよく採用している。回答者のおよそ 3 分の 2 は、尐なくとも 1 種類の電子
マネーを使っている＇表 3－25（。交通機関で利用される IC カードが電子マネーの例である。
表 3－25 電子マネーの利用種類
電子マネー

パーセント

電子マネーを持ったことがない

33%

1 種類

36%

2 種類

18%

3 または 4 種類

11%

5 種類以上

2%

回答者の使用期間については、大多数＇78%（が電子マネーを 1 年以上用いている＇表 3－26（。具体
的には、41%は 1～3 年の間使用しており、また、25%は、3～5 年の間、使用している。
表 3－26 電子マネーの使用期間
年

パーセント

電子マネーを使ったことはない

4%

1 年未満

18%

1 年以上 3 年未満

41%

3 年以上 5 年未満

25%

5 年以上

12%

使用金額について、平均して、1 ヵ月につきおよそ 4,500 円を使っている。
回答者の 40%は住民基本台帳カード(住基カード)を保有している一方で、10%が保有していない。42%は、
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住基カードを知らないとの回答であり、かなりの数が知らないことになる。
3.4.2

国民 ID サービスに付帯するサービス＇Q39（

国民 ID を用いたサービスで、一緒にあると望ましいものについての質問が行われた。国民 ID に対して、
望ましいとされるサービスのトップ 3 つは、診察券/健康保険証、書類等の申込料または税の割引、そして、
民間取引においての公式の身分証明書としての機能である＇表 3－27（。最もサービスとして人気がなか
ったのは、おすすめの製品のような情報の提供であった。

表 3－27 国民 ID に付帯するサービス
さらなるサービス

平均値(注)

民間主体との協力によるおすすめ商品などの情報の提供

3.21

政府機関の利用・書類申請料の減額または減税(住民票謄写代金など)

2.18

政府のポイント（エコポイントのようなもの）の受領

2.26

民間業務における公式身分証明書としての機能(銀行の利用時など)

2.21

病院等における診察券・保険証機能

2.16

社会保障制度(年金等)に関する情報サイトへのアクセス手段

2.46

他の政府部門における便宜（市民スポーツ機関の予約）

2.58

民間企業との提携による電子チケット機能(交通機関の利用)

2.50

民間企業との提携による電子マネー機能

2.67

＇注（中央値を＇３（として「大変望ましい」＇１（から「まったく望ましくない」＇５（まで

3.5

eID サービス・シナリオ

「あおいシナリオ」＇モバイル SNS シナリオ（および「だいすけシナリオ」＇電子マネーシナリオ（の二つの
シナリオを用いて、質問を実施した。なお、だいすけシナリオにおいては、タイプ C＇電子マネーの利用履
歴の分析（について、質問を実施した。
3.5.1

eID サービスの採用態度＇Q14，15，27（

シナリオは、2 つの異なる eID サービスにおいて、どのような選択がなされるかを調べるために選ばれ
ている。あおいシナリオが、携帯電話でのソーシャルネットワーク・サービスを意味し、だいすけシナリオ
は、電子マネーのサービスを意味している。
結果からみると、回答者は、友人に推薦する際に、それらのサービスを利用することによるメリットを受
けいれることを推薦したり、または回避したりを区別している＇表 3－28（。具体的には、人間関係構築に関
連したアプリケーション＇あおい（には、注意深いように思え、より、個別的、単一のメリットのある eID サー
ビス＇だいすけ（に、より好意をもっているように思える。だいすけシナリオ＇電子マネー（は、あおいシナリ
オ＇携帯ソーシャルネットワーク（より、実際的に受け入れやすいように思える。
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表 3－28 各々のシナリオにおける推薦意図
あおい

だいすけ

強く推奨する

1%

3%

推奨する

8%

23%

もっと考えるべき

35%

45%

推奨しない

33%

23%

まったく推奨しない

24%

6%

さらに、シナリオに無関係に、若者は注意をすることを強調している＇表 3－29（。できるだけ早くこのサ
ービスを採用したり、スタートした後、すぐに適用せず、とくに携帯ソーシャルネットワーク・サービスに関
するあおいシナリオについては、そうである。回答者は、主にこれらの eID サービスを採用する前に尐し
待つことを勧めている。だいすけシナリオについては、より中間的な意見が多いのに対して、あおいシナ
リオについては、サービスを利用することに関して注意すべきという割合が、非常に高い。
表 3－29

eID サービスの採用に関する提案

提案

あおい

だいすけ

全く違う

72%

48%

どちらでもない

22%

40%

彼は、このサービスが開始されたら、早めに利用したほうが

全く違う

73%

46%

いい

どちらでもない

23%

38%

彼は、友人が利用するまで待った方がいい

全く違う

34%

33%

どちらでもない

32%

41%

全く違う

11%

13%

どちらでもない

19%

24%

彼は、できるだけ早くこのサービスに申し込んだほうがいい

彼は、利用するより前に詳細に情報を取得すべきである

3.5.2

eID サービス採用促進＇Q17，29（

eID サービスの採用要因に関して、種々の方策が若いユーザに採用を促進するものと考えられる＇表 3
－30（。両方のシナリオにおいて、若者たちは、プライバシが維持されるかどうかに大きな意味を置いて
いる＇あおいシナリオでは 78%とだいすけシナリオでは 76%（。さらに、あおいシナリオ＇携帯ソーシャルネ
ットワーク（においては、64%の人が、提供するデータをコントロールすることができるかどうかを採用しや
すくするものとして評価している。サービスが無料であることと利用の容易さは、だいすけシナリオ＇電子
マネー（でも、魅力的である。両方のシナリオともに、eID サービス採用に関して、友人の推薦が、より影響
力があるというわけではない。
表 3－30 eID サービスの採用要因
あおい

だいすけ

もし、他の友人が利用を強く進めたとき

28%

30%

サービスが無料であるとき

55%

68%
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3.5.3

提供する個人情報について選択ができるとき

64%

62%

サービスを利用すれば、時間が節約できるとき

31%

55%

使いやすいとき

53%

67%

プライバシが十分に守られるとき

78%

76%

個々の要因と利用態度＇Q19～23，Q31～34（

以下、上記採用態度に影響を与えうる個々の要因について分析する。
コスト／便益の利点に関しては、シナリオで提供されるサービスは、比較的、利用しやすく、安全である
と判断する人がほとんどである。その一方で、お金を節約するものとはあまり思ってはいない＇表3－31（。
若いユーザは、あおいシナリオで自分がどのような人であるかを伝えること＇61%（と使いやすさ＇58%（に
大きな価値を見いだしている。だいすけシナリオでは、回答者は使いやすさを最も高く評価し＇61%（、努
力がいらないこと＇57%（が次に評価されている。全体的に、「わからない」という回答のパーセンテージが
高い＇22～41%（が、これは、実際に、システムを見て、ためす必要があると考えていることを意味すると思
われる。
2 つのシナリオの間には、認識される潜在的利益において、違いが存在する。だいすけシナリオは、あ
おいシナリオより、お金を節約するものと認識されている。だいすけシナリオのほうが、価値あるサービス
を提供しているものとより高く認識されている。言い換えると、コスト削減と価値あるサービスを提供すると
いう観点から、電子マネー＇だいすけ（は携帯ソーシャルネットワーク＇あおい（より多くの便益があると認
知されている。
表 3－31 認知された e サービスの便益＇Q19 ，31（
利益
手間がかからない

欲しいもの・情報が簡単に入手できる

知人とプロフィールを安全に共有できる

お金の節約につながる

価値のあるサービスを提供する

知人とプロフィールを簡単に共有できる
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あおい

だいすけ

はい

49%

57%

いいえ

25%

21%

わからない

26%

22%

はい

58%

61%

いいえ

20%

17%

わからない

22%

22%

はい

45%

43%

いいえ

30%

28%

わからない

25%

29%

はい

16%

40%

いいえ

49%

32%

わからない

35%

28%

はい

31%

53%

いいえ

32%

20%

わからない

37%

27%

はい

61%

28%

個人情報を提供するレベルをうまくコントロールできる

いいえ

19%

35%

わからない

20%

37%

はい

30%

25%

いいえ

35%

34%

わからない

35%

41%

e サービスの特徴に関しては、信用、システムの信頼性、ライフスタイルとの一致に関して、むしろ否定
的な見方がなされている＇表 3－32（。信頼性のなさは、両方のシナリオともに、最も高い数値がでている。
他方、双方のシステムは、利用するのに、比較的、手間がかからないと認識されている＇52%以上が同意（。
全体として、電子マネーに関するだいすけシナリオが、携帯ソーシャルネットワークに関するあおいシナ
リオよりも明確に評価されているように思える。
表 3－32

e サービスの特徴＇Q22，33（
あおい

だいすけ

強くそう思う/そう思う

59%

52%

どちらでもない

23%

30%

強くそう思う/そう思う

58%

54%

どちらでもない

26%

29%

強くそう思う/そう思う

10%

25%

どちらでもない

29%

44%

強くそう思う/そう思う

12%

33%

どちらでもない

35%

40%

自分のプロフィールを、教えたい人に好きな方法で提供で

強くそう思う/そう思う

35%

25%

きる

どちらでもない

36%

45%

私のライフスタイルに合ったサービスである

強くそう思う/そう思う

19%

27%

どちらでもない

31%

40%

強くそう思う/そう思う

19%

36%

どちらでもない

37%

41%

操作方法をマスター（習熟）することは簡単そうである

利用方法が簡単である

信用できるサービスである

頼りになるサービスである

利用するメリットが明らかなサービスである

＇注（「そう思う」もしくは「そう思わない」以外のものを「どちらでもない」とした
また、日本での調査において、特に「精神的な便益」＇表 3－33（「経済的な便益」＇表 3－34（「規範適合
性」＇表 3－35（という観点を追加した。 携帯 SNS に関しては、新しい・エキサイティングという評価も高い
＇表 3－33（。
表 3－33 精神的な便益と新技術の受容＇Q20，32（
精神的な便益
新しい経験である/先端的である

あおいシナリオ
全くそのとおり/そのとおり
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54%

だいすけシナリオ
40%

エキサイティングな経験である

自慢したくなるような経験である

専門分野や知識を増やしてくれる経験である

全く違う/違う

24%

全くそのとおり/そのとおり

46%

全く違う/違う

29%

全くそのとおり/そのとおり

14%

全く違う/違う

59%

全くそのとおり/そのとおり

43%

全く違う/違う

27%

23%

経済的利得益に対しては、電子マネーシナリオのほうが、携帯 SNS よりも高いと認識されている＇表 3－
34（。
表 3－34 経済的利得と新技術の受容＇Q21，32（
経済的な便益
経済的メリットがある/お得である

効率的に築ける/効率的である

簡単に増やすことができる/簡単である

あおいシナリオ

だいすけシナリオ

全くそのとおり/そのとおり

26％

36％

全く違う/違う

41％

29％

全くそのとおり/そのとおり

29％
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全く違う/違う

40％

24

全くそのとおり/そのとおり

29％

41

全く違う/違う

40％

23

規範的に、そのようなサービスが、利用者の規範的な意識との関係でどのように認知されるかという点で
は、携帯 SNS に対する規範的違和感というのが大きいことが注目される＇表 3－35（。
表 3－35 規範正当性と新技術の受容＇Q23，34（
規範正当性
友人に会う方法として自然である/受け入れられる

直接会っても構わない/当たり前である

プロフィールを明らかしてもよい/登録は当然だ

あおいシナリオ

だいすけシナリオ

全くそのとおり/そのとおり

18％

38％

全く違う/違う

55％

28％

全くそのとおり/そのとおり

20％

17％

全く違う/違う

55％

42％

全くそのとおり/そのとおり

17％

17％

全く違う/違う

54％

47％

あおいシナリオに関して、因子分析の結果は表 3－36 に示す。
表 3－36 あおいについての質問の因子分析
変数名

快適性

Q22 項目 4．頼りになるサービスである

0.903
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一般的

経済的

精神的

使い

規範的

有用性

利得

満足

やすさ

正当性

Q22 項目 3．信用できるサービスである

0.869

Q22 項目 6．私のライフスタイルに合ったサービスである

0.723

Q22 項目 7．利用するメリットが明らかなサービスである

0.628

Q22 項目5．自分のプロフィールを、教えたい人に好きな方法で
提供できる

0.585

Q19 項目 2．欲しいもの・情報が簡単に入手できる

0.766

Q19 項目 1．手間がかからない

0.687

Q19 項目 3．知人とプロフィールを安全に共有できる

0.677

Q19 項目 6．知人とプロフィールを簡単に共有できる

0.647

Q19 項目 5．価値のあるサービスを提供する

0.622

Q19 項目 4．お金の節約につながる

0.567

Q19 項目 7．個人情報を提供するレベルをうまくコントロールで
きる

0.560

Q21 項目 2．将来、仕事に役に立つ人間関係を効率的に築ける

0.973

Q21 項目 3．将来、仕事での人間関係を簡単に増やすことが出

0.854

来る
Q21 項目 1．将来、仕事での人間関係が増え、経済的にメリット

0.805

がある
Q20 項目 2．エキサイティングな経験である

0.909

Q20 項目 1．新しい経験である

0.787

Q20 項目 4．専門分野や知識を増やしてくれる経験である

0.551

Q22項目1．操作方法をマスター（習熟）することは簡単そうであ

0.985

る
Q22 項目 2．利用方法が簡単である

0.842

Q23 項目 2．携帯電話のインターネット上で知り合った友人に、

0.860

直接会っても構わない
Q23 項目 1．携帯電話のインターネット上でそのような友人に会

0.652

うことは、友人に会う方法として自然である
Q23 項目 3．携帯電話のインターネット上で意見/情報交換をす

0.625

るためにプロフィールを明らかしてもよい

因子負荷量：回転後 (ﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法)
だいすけシナリオについて因子分析の結果を表 3－37 に示す。
表 3－37 だいすけシナリオについての因子分析の結果
変数名

経済的

一般的

利得

有用性

Q32 項目 2．便利である

0.889

Q32 項目 3．簡単である

0.874
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快適性

使い

規範的

プライ

やすさ

正当性

バシ

Q32 項目 4．効率的である

0.873

Q32 項目 5．先端的である

0.778

Q32 項目 1．お得である

0.706

Q31 項目 2．欲しいもの・情報が簡単に入手できる

0.772

Q31 項目 3．欲しいもの・情報が安全に入手できる

0.699

Q31 項目 1．手間がかからない

0.658

Q31 項目 5．サービスとして価値がある

0.630

Q31 項目 4．お金の節約につながる

0.594

Q33 項目 4．頼りになるサービスである

0.834

Q33 項目 3．信用できるサービスである

0.780

Q33 項目 7．利用するメリットが明らかなサービスである

0.612

Q33 項目 5．このサービスにより、他人がなりすまして使う

0.608

ことがこれまでに比べてしにくくなる
Q33 項目 6．私のライフスタイルに合ったサービスである

0.495

Q33 項目 1．操作方法をマスター（習熟）することは簡単そ

0.896

うである
Q33 項目 2．利用方法が簡単である

0.858

Q34 項目 2．そのようなサービスは当たり前である

0.702

Q34 項目 1．そのようなサービスは受け入れられる

0.415

Q34 項目3．そのようなサービスに個人情報を登録するの

0.601

は当然だ
Q31 項目 7．個人情報を提供するレベルをうまくコントロー

0.529

ルできる
Q31 項目 6．第三者の濫用を容易に防止できる

0.536

因子負荷量：回転後 (ﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法)
あおい、だいすけシナリオにおける回答に因子分析をなすと、一般的有用性、使い易さ以外について
は、それぞれ電子マネー経済的利得／規範正当性、SNS 経済的利得、電子マネー簡便性等に因子が分
かれる。これは、利用者の行動が、問題となるサービスに、きわめて強く影響を受けることを意味してい
る。
3.5.4

eID サービスに関連するリスク＇Q24，35（

若者は、ｅサービスが進化し発展しているユビキタス環境において、セキュリティや監視、その他の負
の外部性に関する主要なリスクをよく認識している＇表 3－38（。彼らは、あまり金融詐欺に関心がない。全
体として、だいすけシナリオについては、あおいシナリオよりも懸念を抱くことが尐ない。
表 3－38

eID サービスに関するリスクの認知

リスク
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あおい

だいすけ

2 つのシナ

平均値

平均値

リオの平均

値
あなたの行動がモニターされる可能性がある

5.29

4.88

5.09

将来あなたに対して不利益に使われるかもしれない情報が集められる可能

5.3

4.75

5.03

誰かがシステムに侵入してあなたの個人情報を盗む可能性がある

5.39

4.82

5.11

クレジットカードが悪用されて、つかっていない代金を請求される可能性があ

4.75

4.63

4.69

誰かが、あなたになりすましてしまう可能性がある

5.3

4.59

4.95

不必要な宣伝や広告を受け取る可能性がある

5.35

5.24

5.3

プライバシが危険にさらされてしまい、困惑させられる可能性がある

5.6

4.82

5.22

プライバシが危険にさらされてしまい、重大な結果が引きおこされる可能性 5.5

4.76

5.13

4.73

5.11

性がある

る

がある
個人情報が、権限もない人と共有される可能性がある

5.49

二つのシナリオにおいて、リスクの認識が異なっている。電子マネー＇だいすけシナリオ（は、特になり
すましにおいて、よりリスクが尐ないと認識されている＇表3－39（。さらに携帯ソーシャルネットワーク・シス
テム＇おあいシナリオ（において、よりプライバシのリスクがあると認識されている。
表 3－39

シナリオごとの潜在的リスク

リスク

あおい

だいすけ

シナリオ

シナリオ

強くそう思う/そう思う

73%

61%

どちらでもない

16%

24%

将来あなたに対して不利益に使われるかもしれない情報が

強くそう思う/そう思う

71%

55%

集められる可能性がある

どちらでもない

20%

29%

誰かがシステムに侵入してあなたの個人情報を盗む可能

強くそう思う/そう思う

72%

57%

性がある

どちらでもない

18%

28%

クレジットカードが悪用されて、つかっていない代金を請求

強くそう思う/そう思う

52%

51%

される可能性がある

どちらでもない

29%

30%

誰かが、あなたになりすましてしまう可能性がある

強くそう思う/そう思う

70%

48%

どちらでもない

20%

32%

強くそう思う/そう思う

71%

66%

どちらでもない

20%

24%

プライバシが危険にさらされてしまい、困惑させられる可能

強くそう思う/そう思う

79%

58%

性がある

どちらでもない

16%

28%

プライバシが危険にさらされてしまい、重大な結果が引きお

強くそう思う/そう思う

74%

53%

こされる可能性がある

どちらでもない

20%

31%

個人情報が、権限もない人と共有される可能性がある

強くそう思う/そう思う

75%

51%

あなたの行動がモニターされる可能性がある

不必要な宣伝や広告を受け取る可能性がある
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どちらでもない

3.5.5

20%

33%

eID サービスの提供者＇Q18，30（

両方のシナリオにおいて、有名な私企業と良く知っている会社が、ハイスコアを得ている。これは、回
答者が、eID システムを管理するこれらの機関を信頼することを示している＇表 3－40（。さらに、公共団体
や非営利団体が、好ましいサービスプロバイダであると考えられていない。電子マネー＇だいすけシナリ
オ（に関しては、回答者の 3 分の 1 は、携帯電話会社がこのサービスを提供するのに適していると考えて
いる。
表 3－40 最適なサービス提供者
サービスプロバイダ

あおい

だいすけ

（携帯ソーシャ

（電子マネー）

ルネットワーク）

3.6

有名な民間企業

55%

61%

新しい専門企業

15%

13%

よく知っている会社

45%

43%

非営利団体(NPO、NGO など)

10%

9%

中央政府(省庁)

11%

17%

政府関係機関

13%

21%

地方自治体

11%

17%

ポータルサイト（Yahoo!、ｍｓｎ、goo など）

-

20%

E コマースサイト(楽天、amazon など)

-

16%

携帯電話会社（NTT ドコモ、au、ソフトバンクなど）

-

33%

大規模小売店（伊勢丹、イトーヨーカドーなど）

-

16%

その他小売店(TSUTAYＡ、ガソリンスタンド、ユニクロなど)

-

16%

eID サービスに関するプライバシと便益のトレードオフ

日本における独自の調査事項として、だいすけシナリオ＇電子マネー（において、現金をチャージでき
る電子マネーを前提にして、回答者が、種々の便益を提供するサービスを採用しうるのかどうかを聞くこと
によって、自分の個人情報を譲り渡すことやその便益に対していくらの価値を認めているのかというのを
評価した。本調査は、コンジョイント方式を用いて分析を実施した。
なお、本項目については、一般的な日本における利用および認知を調査する事を目的としたため、若
者対象の調査でなく総合調査による結果をもとに分析する。
3.6.1

支払意志額とセキュリティ目的＇Q26-1（

個人情報を登録している場合に、それを開示しないでも同様のプライバシのレベルを守るために、い
くらなら払えるかという支払意思額(WTP: Want to pay)を聞いている。
この質問についての基本的な統計データは、表 3－41 のとおりである。
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表 3－41 支払意思額 基本統計量
平均

1297.60

標準誤差

215.94

中央値 （メジアン）

150.00

最頻値 （モード）

100.00

標準偏差

5091.70

分散

25925362.86

尖度

63.17

歪度

7.45

範囲

50000.00

最小

0.00

最大

50000.00

合計

721463.00

標本数

556.00

信頼区間(95.0%)

424.15

表 3－42 に度数分布を示す。
表 3－42 支払意思額＇度数分布（

質問においては、利用を望まないものは、回答をしないでよいものとしており、支払うつもりはないとい
うものが、全体の回答者の半数にいたる＇全体のサンプル数は、1076（。回答した者においては、およそ
100 円程度が、自分のプライバシの価値と認識していることになる。
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3.6.2 受取意思額とマーケッティング目的＇Q26-2（
安全目的のために個人情報を発行者が保有している場合において、それを第三者が分析する場合に
おける受取意思額＇WTA: Want To Accept（を質問している(表 3－43)。
表 3－43 受取意思額＇表（
平均

4297.433

標準誤差

655.771

中央値 （メジアン）

1000.000

最頻値 （モード）

500.000

標準偏差

12766.505

分散

162983646.643

尖度

41.312

歪度

6.145

範囲

100000.000

最小

0.000

最大

100000.000

合計

1628727.000

標本数

379.000

信頼区間(95.0%)

1289.417

表 3－44 受取意思額＇度数分布（

質問においては、利用を望まないものは、回答をしないでよいものとしており、お金を受け取るつもりは
ないというものが、全体の回答者の３分の２にいたる＇全体のサンプル数は、１０７６（。回答した者における
特定の傾向を認識することは容易ではないが、およそ 500 円程度を受け取るのであれば、自分のプライ
バシをマーケッティング目的に引き換えに、開示・同意してもよいと認識しているもの、また、100 円前後を
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受け取りたいとするものなどにわかれることになる。
3.6.3

コンジョイント分析によるプライバシ・機能・価格との関係の分析

プライバシ・機能・価格との関係を分析するために、別途、コンジョイント方式による調査を実施した＇サ
ンプル数１１４（。今回採用した手法は、９枚のカードを自分の好みの順番に並べるというものである。９枚
のカードは、以下のとおりである。
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表 3－45 コンジョイントカード 9 枚
プロファイル 1

プロファイル２

プロファイル３

（１）あなたの個人情報

（１）あなたの個人情報

（１）あなたの個人情報

提供の必要なし（完全匿名）

提供の必要なし（完全匿名）

（２）オプション機能

（２）オプション機能

割引（1％）機能（※
3）のみ

提供の必要なし（完全匿名）
（２）オプション機能

保険機能（※
2）のみ

（３）利用料金

（３）利用料金

-105 円（利用することによりインセンテ

何もなし
（３）利用料金

無料（0 円）

ィブが貰える）

有料（105 円）

プロファイル４

プロファイル５

プロファイル６

（１）あなたの個人情報

（１）あなたの個人情報

（１）あなたの個人情報

安全目的のみ利用される

安全目的のみ利用される

（２）オプション機能

（２）オプション機能

割引（1％）機能のみ

安全目的のみ利用される
（２）オプション機能

保険機能のみ

（３）利用料金

（３）利用料金

無料（0 円）

何もなし
（３）利用料金

有料（105 円）

-105 円（利用することによりインセン
ティブが貰える）

プロファイル７

プロファイル８

プロファイル９

（１）あなたの個人情報

（１）あなたの個人情報

（１）あなたの個人情報

安全目的およびマーケティング（販促

安全目的およびマーケティング（販促）

安全目的およびマーケティング（販促）

に利用される

に利用される

に利用される

（２）オプション機能

（２）オプション機能

（２）オプション機能

割引（1％）機能のみ

保険機能のみ

何もなし

（３）利用料金

（３）利用料金

（３）利用料金

有料（105 円）

-105 円（利用することによりインセンテ
ィブが貰える）

無料（0 円）

これらは、直交法により与えられた水準にしたがって作成されたものであり、最小の枚数で、すべての
組み合わせをしらべるのと同様の効果があるとされる調査法となる。
この９枚について、実際の並べ替えによってえられた順位をもとに、それぞれのカードの効用を計算す
ると、表 3－46 のようになる。各要素の部分効用値は、表 3－47 のようになり、これをグラフ化すると表 3－
48 に示すとおりとなる。
表 3－46 各コンジョイントカード効用値
カード No.

全体効用値

1

6.8392

2

6.5029

3

2.6667

4

6.8596

5

3.4883
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6

5.7661

7

2.7310

8

5.4737

9

4.6725

表 3－47 各要素の部分効用値
項目名

水準名

部分効用値

プライバシ

C-1 完全匿名

0.3363

C-2 安全目的同意

0.3713

C-3 マーケッティング同意

-0.7076

C-1 割引機能(1 ﾊﾟｰｾﾝﾄ)

0.4766

C-2 保険機能

0.1550

C-3 なし

-0.6316

C-1 -105 円(インセンティブ)

1.0263

C-2 なし

1.0117

C-3 105 円(月利用料)

-2.0380

機能

価格

表 3－48 各要素の部分効用値(グラフ)

利用料がもっとも、利用を妨げる要素であるということがいえる。また、マーケッティング目的に使われる
ことを同意するということについても、きわめて利用者の違和感が強いということがいえる。その一方で、
安全確保の目的であれば、個人情報の提供および利用分析に同意することを積極的に評価するというこ
とが示されている。
この結果、各要素の重要度を表 3－49 に示す。また、全体効用値算定モデル式を、表 3－50 に示す。
表 3－49 各要素の重要度
項目名

最大値

最小値

レンジ

重要度

単相関

価格

1.0263

-2.0380

3.0643

58.4%

0.8428

機能

0.4766

-0.6316

1.1082

21.1%

0.1874

プライバシ

0.3713

-0.7076

1.0789

20.5%

0.2100

計

5.2515

100.0%
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表 3－50 効用値算定モデル式における各係数
式の係数

変数名

係数

a1

C-1 完全匿名

1.0439

a2

C-2 安全目的同意

1.0789

a3

C-1 割引機能(1 ﾊﾟｰｾﾝﾄ)

1.1082

a4

C-2 保険機能

0.7865

a5

C-1 -105 円(インセンティブ)

3.0643

a6

C-2 なし

3.0497

a0

定数項

1.6228

また、回答者における、特にプライバシの重要度＇0－1.0（の分散状況を表 3－51 に示し、この度数分
布を、表 3－52 に示す。
表 3－51 プライバシの分散状況

表 3－52 プライバシの分散の度数分布

これは、プライバシの重要度の人ごとの分布が正規分布ではないことを示している。各個人におけるプ
ライバシ、機能、価格のそれぞれについて、クラスター分析をするとき、表3－53 に示すような 3 つに分類
されると考えられる。このプライバシの重要度と価格の重要度の散布図を表 3－54 に示す。この散布図か
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らも上述のクラスターの分布を確認することができる。
表 3－53 各クラスターにおける平均値の一覧
規模

プライバシ

機能

価格

71

0.192

0.169

0.639

プライバシ重視派 32

0.517

0.247

0.236

機能重視派

0.135

0.568

0.297

価格重視派

11

表 3－54 プライバシと価格の散布図

なお、以上の分析について分析精度を示す。
表 3－55 分析精度
決定係数

0.9995

重相関係数

0.9998

本調査での Q44＇プライバシに対する意識の高さ（、Q48＇コントロール可能感（、Q45－1＇自己が責任を
負うべきとする意見（の各回答と各個人におけるプライバシ重要度の計算値との間の相関関係をみると、
相関関係があるとはいいがたい。
表 3－56 各サンプルのプライバシ重要度と質問回答との相関係数
意識（44－4）

-0.1123

法制度（48）

0.0001

責任（45－1）

0.0243
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3.6.4

個人情報の登録と分析＇Q26－6（

回答者は、電子マネーを使う際に、個人情報を登録することと引き換えに得たい利益を選択している
＇表 3－57（。料金・価格の割引がもっとも得たい利益になる。2 番目が、＇マイルと交換可能な（企業のポイ
ントであった。3 番目は、場所/お気に入りから分析される贈り物または商品であり、おすすめの情報が 4
番目であった。これは、プライバシの交換条件としておすすめの情報が提供されたとしても、公正な条件
とは認知されないということを意味している。
表 3－57 個人情報登録の対価としての利益
第 1（必須）

第 2(任意)

第 3(任意)

第 4(任意)

交通料金・利用料金の割引(利用料金の 1 パーセント相当)

72%

22%

5%

3%

マイルと交換可能なポイント(利用料金の 1 パーセント相当)

21%

55%

11%

14%

現在いる場所や普段の好みなどから分析された贈り物またはサ

5%

17%

58%

18%

2%

6%

16%

65%

ンプル(利用 料金の 1 パーセント相当)
現在いる場所や普段の好みなどから分析されたおすすめのお
店などの情報 (利用料金の 1 パーセント相当)
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第 4 章 まとめ
本章では、3 章から得られたアンケート調査結果をもとに、国内の eID サービス利用者のプライバシに
関する意識や行動等について、EU の IPTS 調査の結果と比較しながら考察する。
＇１（個人情報に関する認識
表 3-8＇個人情報に関するリスク認知（、表 3-18＇オンラインで提供される情報（の結果から考察する。
オンラインで提供される情報は、日本は EU と比較して、氏名、住所、自分の写真等の個人の特定に繋
がる個人情報を提供したくないと感じており、eID サービス提供者に対して匿名性を好む傾向がある。また、
医療情報や財務情報等特に提供を拒否する情報グループが存在する。
個人情報に関するリスク認知では、EU と比較して日本は個人情報に関するリスクに対する認知が低い。
特に自身の評判についてあまり気にしていない。
これらから、プライバシに関して気にしているが、リスクに関する認知が低いことが推測される。
＇２（eID サービス事業者に対する意識
表 3-17＇個人情報保護に対する認識（、表 3-16＇個人情報についての本人の権利についての知識（の
結果から考察する。
個人情報保護に対する認識は、「日本において、個人情報はきちんと保護されていると思う」との回答
がわずか 4%であり、IPTS 調査の 38%と比較してかなり低い。また、個人情報についての本人の権利につ
いての知識は、85%以上が「聞いたことない」、または、「聞いたことがあるがよく知らない」と回答しており、
eID サービス事業者が遵守する個人情報保護法にあまり知られていないようである。
これらから、多くの利用者が個人情報がどのように扱われているか、知らないままなんとなく不安を感じ
ているのではないかと推測される。
＇３（個人情報の保護に関する意識
表 3-10＇eID システムの利用推奨策（表 3-22＇オンライン上のデータ管理手法（、表 3-24＇オンライン上で
の個人情報保護責任（、の結果から考察する。
オンライン上での個人情報保護責任は、「自分が責任をもつべきだ」「情報を処理する企業が責任をも
つべきだ」とサービスの利用者と提供者の間の責任として考えてようである。ただし、サービス提供者の次
に利用者の責任だと考えており、EU の結果と逆である。
また、「政府が責任をもつべきだ」「企業が責任をもつべきだ」「警察・検察・裁判所の責任だ」の自分以
外に責任を求めるような項目において、それぞれIPTS調査の1.5倍以上となっており、他人任せの傾向が
見られる。また、eID システムの利用推奨策では、個人情報の取扱いについて、コントロールに関連する
項目よりも、保証に関連する項目の方が利用促進に繋がるとする割合が高く、他人からの保証を望む傾
向が見られる。
オンライン上のデータ管理手法では、個人情報の防衛行為となる「クッキーを消去する」や「個人情報
を尐しアレンジする」、「ブラウザおセキュリティ設定を変える」といった手段をとる割合が、IPTS 調査と比較
してすべての項目において2分の1以下と低く、自己防衛の意識が低い傾向がみられる。また、全体を通
して、アンケートの回答が「懸念しているわけでもない」「懸念していないわけでもない」というはっきりとし
た意思を示さない／示せない回答が、ITPS調査と比較して割合が高いことから、EUよりも個人情報につい
ての意識が低いと考えられる。
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これらから、日本では、個人情報の保護に関して、IPTS 調査と比較して、自己防衛の意識が低く、個人
情報保護を人任せにしたいという傾向にあると推測される。
・プライバシの意識と実際の行動
表 3-30 のアンケート結果と、コンジョイント分析の結果から考察する。
eID サービスの採用要因は、「プライバシが十分に守られるとき」(あおい：78%、だいすけ：76%)が、「サ
ービスが無料であるとき」(あおい：55%、だいすけ：68%)や「使いやすい」(あおい：53%、だいすけ：67%)よ
りも重視されている。それぞれの項目を以下のように対応づける。
・ プライバシが十分に守られるとき

⇒ プライバシ

・ サービスが無料であるとき

⇒ 価格

・ 使いやすい

⇒ 機能

しかし、コンジョイント分析による選好順序は、コスト、機能、プライバシの順番であった。
これらから、日本ではプライバシを重要と感じているが、実際の行動に移すとき、プライバシはコストや
機能よりも優先度が低くなると推測される。

66

付録 A 質問項目一覧
Q1. あなたはパソコンでのインターネットをどれくらいの期間使用していますか。
Q2. あなたは、パソコンでのインターネットにどこで接続しますか。
Q3. どれくらいの頻度でパソコンでのインターネットに接続しますか。
Q4. どのような機器でインターネットに接続していますか。
Q5. あなたはどのくらいの期間、携帯電話/スマートフォン/ＰＨＳでインターネット接続をしていますか。
Q6. パソコンでのインターネットで以下のことをしますか。
Q7. あなたは、携帯電話/スマートフォン/ＰＨＳで以下のことをしますか。
Q8. 友達の中で、あなたはどのような人ですか。
項目 1 私は、友達の中で最初に新しい技術を試す方です
項目 2 私は、新技術の話を聞くと、利用する方法を探します
項目 3 私は、新技術を試すのが好きです
Q9. あなたは、電子マネー(Suica、Edy、nanaco、iD など)を、何種類持っていますか。
Q10. あなたは電子マネーをどのくらいの期間、使っていますか。
Q11. あなたは電子マネーを 1 ヶ月平均いくらぐらい使いますか。
Q12. あなたは、住民基本台帳カード(住基カード)を持っていますか。
Q13. あなたがあおいさんだったとして、あなたはどのように考えますか。
項目 1 携帯電話が勝手に第三者がつかえないようにセキュリティを強化したときだけ使用する
項目 2 サービスを利用することは知らない人に会うことになるので、よりリスクになるので、利用に
は、慎重になる
項目 3. SNS での自分のプロフィールページにリンクが張られていれば、自分にとって有意義である
Q14. あなたは、あおいさんに、このサービスを利用するように勧めますか。
Q15. あなたは、あおいさんにこのサービスを紹介する際、他にどのようなことを言いますか。
項目 1 彼女は、できるだけ早くこのサービスに申し込んだほうがいい
項目 2 彼女は、このサービスが開始されたら、早めに利用したほうがいい
項目 3 彼女は、友人が利用するまで待った方がいい
項目 4 彼女は、利用するより前に詳細に情報を取得すべきである
Q16. 全体として、このサービスを利用することについて、あなたはどのように考えますか。
項目 1 良い考えである - 間違った考えである
項目 2 賢明である - 愚かである
項目 3 魅力的である - 魅力的ではない
項目 4 好ましい - 好ましくない
Q17. このサービスが魅力的と感じるのは、どのような場合ですか。
項目 1 もし、他の友人が利用を強く勧めたとき
項目 2 サービスが無料であるとき
項目 3 提供する個人情報について選択ができるとき
項目 4 このサービスを使うと知り合い・人となりがわかるまでの時間を短縮できるとき
項目 5 使いやすいとき
項目 6 プライバシーが十分に守られるとき
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Q18. このサービスを提供するのに適当な組織を全て選んでください。
Q19. このサービスは、あおいさんにとって、どのようなメリットがあると言いますか。
項目 1 手間がかからない
項目 2 欲しいもの・情報が簡単に入手できる
項目 3 知人とプロフィールを安全に共有できる
項目 4 お金の節約につながる
項目 5 価値のあるサービスを提供する
項目 6 知人とプロフィールを簡単に共有できる
項目 7 個人情報を提供するレベルをうまくコントロールできる
Q20. 携帯電話のインターネット上で、あなたと同じ関心がある新しい友人に会うことについて、あなた
のお考えをお選びください。
項目 1 新しい経験である
項目 2 エキサイティングな経験である
項目 3 自慢したくなるような経験である
項目 4 専門分野や知識を増やしてくれる経験である
Q21. 携帯電話のインターネット上で、あなたと同じ関心がある新しい友人に会うことについて、あなた
のお考えをお選びください。
項目 1 将来、仕事での人間関係が増え、経済的にメリットがある
項目 2 将来、仕事に役に立つ人間関係を効率的に築ける
項目 3 将来、仕事での人間関係を簡単に増やすことが出来る
Q22. このサービスについて、あなたのお考えをそれぞれお選びください。
項目 1 操作方法をマスター＇習熟（することは簡単そうである
項目 2 利用方法が簡単である
項目 3 信用できるサービスである
項目 4 頼りになるサービスである
項目 5 自分のプロフィールを、教えたい人に好きな方法で提供できる
項目 6 私のライフスタイルに合ったサービスである
項目 7 利用するメリットが明らかなサービスである
Q23. 携帯電話のインターネット上で、あなたと同じ関心がある新しい友人に会うことについて、あなた
はどう思いますか。
項目 1 携帯電話のインターネット上でそのような友人に会うことは、友人に会う方法として自然である
項目 2 携帯電話のインターネット上で知り合った友人に、直接会っても構わない
項目 3 携帯電話のインターネット上で意見/情報交換をするためにプロフィールを明らかしてもよい
Q24. このサービスについて、あなたはあおいさんに潜在的なリスク＇危険に遭う可能性（として何を話
しますか。
項目 1 あなたの行動がモニターされる可能性がある
項目 2 将来あなたに対して不利益に使われるかもしれない情報が集められる可能性がある
項目 3 誰かがシステムに侵入してあなたの個人情報を盗む可能性がある
項目 4 クレジットカードが悪用されて、つかっていない代金を請求される可能性がある
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項目 5 誰かが、あなたになりすましてしまう可能性がある
項目 6 不必要な宣伝や広告を受け取る可能性がある
項目 7 プライバシーが危険にさらされてしまい、困惑させられる可能性がある
項目 8 プライバシーが危険にさらされてしまい、重大な結果が引きおこされる可能性がある
項目 9 個人情報が、権限もない人と共有される可能性がある
Q25. あなたが、もし、あおいさんだとして、上記サービスの利用にあたり、どのような方法でアドバイス
や情報を得ますか。
項目 1 他の誰からもアドバイスも必要としない
項目 2 家族のアドバイスを求める
項目 3 私の「技術好きの」友人のアドバイスを求める
項目 4 親しい友人のアドバイスを求める
項目 5 公の機関のアドバイスを求める
項目 6 本を読む
項目 7 新聞を探す
項目 8 テレビを見る
項目 9 インターネットで調べる
Q26-1. この場合、あなたは、いくらの利用料を支払ってもいいと思いますか。月額で支払ってもよいと
思う上限値をお答えください。
Q26-2. もし、あなたがだいすけさんだとして、マーケティングに利用しようとする広告代理店から、いく
らもらえば、利用履歴を提供しますか。
Q26-3. 右と左のカードの条件をお読みになり、あなたが「良い」と思う方のカードをお選びください。
Q26-4. 右と左のカードの条件をお読みになり、あなたが「良い」と思う方のカードをお選びください。
Q26-5. 右と左のカードの条件をお読みになり、あなたが「良い」と思う方のカードをお選びください。
Q26-6. 以下のメリットの中から、あなたが得たいと思う順にお選びください。
Q27-1. あなたは、だいすけさんに、このタイプ C を利用するように勧めますか。
Q27-2. あなたは、だいすけさんにこのサービスを紹介する際、他にどのようなことを言いますか。
項目 1 彼は、できるだけ早くこのサービスに申し込んだほうがいい
項目 2 彼は、このサービスが開始されたら、早めに利用したほうがいい
項目 3 彼は、友人が利用するまで待った方がいい
項目 4 彼は、利用するより前に詳細に情報を取得すべきである
Q28. 全体として、上記＇タイプＣ（のサービスを利用することについて、あなたはどのように考えます
か。
項目 1 良い考えである - 間違った考えである
項目 2 賢明である - 愚かである
項目 3 魅力的である - 魅力的ではない
項目 4 好ましい - 好ましくない
Q29. 上記＇タイプＣ（のサービスが魅力的と感じるのは、どのような場合ですか。
項目 1 もし、他の友人が利用を強く進めたとき
項目 2 サービスが無料であるとき
項目 3 提供する個人情報について選択ができるとき
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項目 4 サービスを利用すれば、時間が節約できるとき
項目 5 使いやすいとき
項目 6 プライバシーが十分に守られるとき
Q30. 上記＇タイプＣ（のサービスを提供するのに適当な組織を全て選んでください。
Q31. 上記＇タイプＣ（のサービスは、だいすけさんにとってどのように役立つと思いますか。
項目 1 手間がかからない
項目 2 欲しいもの・情報が簡単に入手できる
項目 3 欲しいもの・情報が安全に入手できる
項目 4 お金の節約につながる
項目 5 サービスとして価値がある
項目 6 第三者の濫用を容易に防止できる
項目 7 個人情報を提供するレベルをうまくコントロールできる
Q32. 「あなたのいる場所や興味から分析されるおすすめの情報(場所、地図、お店などの情報)が提供
される」ということについて、あなたのお考えをお選びください。
項目 1 お得である
項目 2 便利である
項目 3 簡単である
項目 4 効率的である
項目 5 先端的である
Q33. 以下の記述について、上記＇タイプＣ（のサービスはどの程度そのようなものだと思いますか。
項目 1 操作方法をマスター＇習熟（することは簡単そうである
項目 2 利用方法が簡単である
項目 3 信用できるサービスである
項目 4 頼りになるサービスである
項目 5 このサービスにより、他人がなりすまして使うことがこれまでに比べてしにくくなる
項目 6 私のライフスタイルに合ったサービスである
項目 7 利用するメリットが明らかなサービスである
Q34. 「あなたのいる場所や興味から分析されるおすすめの情報(場所、地図、お店などの情報)が提供
される」というサービスについてあなたはどう思いますか。
項目 1 そのようなサービスは受け入れられる
項目 2 そのようなサービスは当たり前である
項目 3 そのようなサービスに個人情報を登録するのは当然だ
Q35. 上記＇タイプＣ（のサービスについて、あなたはだいすけさんに潜在的なリスク＇危険に遭う可能
性（として何を話しますか。
項目 1 あなたの行動がモニターされる可能性がある
項目 2 将来あなたに対して不利益に使われるかもしれない情報が集められる可能性がある
項目 3 誰かがシステムに侵入してあなたの個人情報を盗む可能性がある
項目 4 クレジットカードが悪用されて、つかっていない代金を請求される可能性がある
項目 5 誰かが、あなたになりすましてしまう可能性がある
項目 6 不必要な宣伝や広告を受け取る可能性がある
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項目 7 プライバシーが危険にさらされてしまい、困惑させられる可能性がある
項目 8 プライバシーが危険にさらされてしまい、重大な結果が引きおこされる可能性がある
項目 9 個人情報が、権限もない人と共有される可能性がある
Q36. あなたは、以下の個人識別システムを知っていますか。
項目 1 ID/パスワード
項目 2 製品の追跡機能を有している無線タグ
項目 3 指紋認識
項目 4 虹彩認識
項目 5 ［インターネット・サービス・プロバイダを通した］IP アドレス
項目 6 電子署名
Q37. どのような状況で、上記の個人識別システムの使用が役に立つと思いますか。
Q38. どのような要素があったときに、識別システムをより使用してもいいと思いますか。
Q39. 民電子身分証明書とともに提供されるサービスとして望ましいものは何ですか。
項目 1 民間主体との協力によるおすすめ商品などの情報の提供
項目 2 政府機関の利用・書類申請料の減額または減税(住民票謄写代金など)
項目 3 政府のポイント＇エコポイントのようなもの（の受領
項目 4 民間業務における公式身分証明書としての機能(銀行の利用時など)
項目 5 病院等における診察券・保険証機能
項目 6 社会保障制度(年金等)に関する情報サイトへのアクセス手段
項目 7 他の政府部門における便宜＇市民スポーツ機関の予約（
項目 8 民間企業との提携による電子チケット機能(交通機関の利用)
項目 9 民間企業との提携による電子マネー機能
Q40. あなたは、インターネットでどのような情報を提供してもいいですか？
項目 1 名前/姓
項目 2 年齢
項目 3 国籍
項目 4 身分証明書番号(保険証、パスポートなど)
項目 5 住所
項目 6 容姿(身長、体重など)
項目 7 趣味やよくしていること
項目 8 志向/意見
項目 9 友人やよく会う人達、同好会の人達など
項目 10 私が通常行く場所
項目 11 mixi やフェイスブックのような SNS に提供している情報
項目 12 自分の写真
項目 13 財務情報＇収益、残高など（
項目 14 医学情報＇健康保険番号など（
項目 15 銀行情報＇銀行カード番号、アカウント番号など（
項目 16 裁判の情報＇前科情報・破産宣告の有無など（
項目 17 バイオメトリックス情報＇指紋、虹彩など（
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Q41. 自分の個人情報を取り扱うものとして以下についてどの程度信用していますか。
項目 1 友人・家族
項目 2 地方自治体
項目 3 国
項目 4 国連などの国際機関
項目 5 有名な会社
項目 6 親しみを感じる会社
項目 7 知らない会社
項目 8 非営利団体
Q42. インターネットに関して、あなたはどのように考えますか。
項目 1 インターネットは、十分に安全で、個人の詳細をオンラインで伝えても快適である
項目 2 インターネットは、現在、頑強で安全な環境であって、オンラインショッピングなどの取引を行
える
項目 3 仕事でも余暇でも信頼できる環境を提供する
項目 4 私のプライバシーを維持するのに十分安全な環境を提供する
項目 5 インターネット上で自分のプライバシーを保護することができると確信している
Q43. 以下の理由に対して、あなたはインターネット上に個人情報を提供する可能性がどの程度ありま
すか。それぞれお答えください。
項目 1 時間の節約のため＇例：情報を何度も入力しないために（
項目 2 より良いサービスから利益を得るため＇例：教育、健康など（
項目 3 価値ある情報を受けるため
項目 4 楽しんだり、喜んだりするため
項目 5 良い行動をしたり、人助けをするため
項目 6 他人につながっているために
項目 7 本人用にあつらえられた宣伝等の申込から利益を得るため
項目 8 ギフトまたはサンプルを受けるため
項目 9 金銭を受け取ったり、料金の減額をうるため
項目 10 システム＇オンラインバンキング、大学ネットワーク、その他（の上へ、確実にログオンする
ため
Q44. 個人情報に関して、あなたは、以下のリスクについて、どれくらい心配していますか。
項目 1 企業は、私について、プライバシーだと思う情報を保有している
項目 2 私の個人情報が、私の知らないところで使われている
項目 3 私の個人情報が私の合意なしで第三者間で共有されている
項目 4 オンライン上で私のふるまい・活動をモニターすることができる
項目 5 オンライン上での個人情報を利用して、私に広告・宣伝が送られている
項目 6 いろいろなところから個人情報を用いて、私がどんな人であるかという情報が形成されている
項目 7 オンラインでは、個人情報によって、私の考えていることや行っていることがゆがめて伝わる
場合がある
項目 8 オンラインでは、個人情報によって、私は、評判が悪くなっているかもしれない
項目 9 オンラインでは、第三者が私になりすます危険にさらされている
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項目 10 オンラインにある個人情報によって身の危険にさらされる場合がある
項目 11 オンライン金融詐欺の被害にあう場合があります
Q45. オンラインでの個人情報安全の責任は、誰が負うべきだと考えていますか。
項目 1 インターネットでは、個人情報保護については、自分が責任をもつべきだ
項目 2 インターネットでは、個人情報保護については、政府が責任をもつべきだ
項目 3 インターネットでは、個人情報保護を安全にするのは、社会全体の責任だ
項目 4 インターネットでは、個人情報保護については、情報を処理する企業が責任をもつべきだ
項目 5 個人情報がオンラインで保護されるようにするのは警察・検察・裁判所の責任だ
Q46. インターネット上で、あなたは、どの程度、以下のようなことをしますか。
項目 1 実名を利用する
項目 2 実名とリンクされた＇固定の（ハンドルネーム＇仮名（を使用する
項目 3 与える情報を最小限にする
項目 4 間違った情報を伝える
項目 5 個人的な質問には答えない
項目 6 別人になりすます
Q47. インターネット上で、自分の個人情報と身元を保護するために、通常することはどれですか。あな
たの行動についてあてはまるものをお選びください。
項目 1 ウェブサイトのプライバシーポリシーを読む
項目 2 自分を特定されないように偽の電子メール・アカウントを使用する
項目 3 ウイルス保護ソフトを最新版にする
項目 4 アンチ・スパイウエアソフトでディスクをスキャンする
項目 5 基本ソフト(OS)のアップデートプログラムをインストールする
項目 6 クッキーを消去する
項目 7 不必要な電子メール＇迷惑メール（を制限するツールや手法を利用する
項目 8 重要な個人情報を入力する前に、取引が保護されている、あるいは、サイトが安全であるとい
う表示を持っていることを確認する
項目 9 個人情報を尐しアレンジする
項目 10 プライバシーを確保するためにブラウザーのセキュリティ設定を変える
項目 11 コンピュータから個人情報を収集するのを制限するツール＇例えばファイアウォール、クッ
キー・フィルタリング（を使用する
Q48. 個人情報保護に関して、個人情報取扱事業者＇お客様の個人情報を持つ事業者（に何を求める
ことができるか、知っていますか。
Q49. 以下の記述に関して、あなたのお考えをお選びください。
項目 1 日本において、個人情報は、きちんと保護されている
項目 2 インターネット上に個人情報がたくさん残されており、日本の法律は対処できる
項目 3 国や自治体によって市民の個人情報を管理するのに用いられているシステムは、技術的に
安全である
項目 4 人々は、自分の個人情報に対してうまくコントロールをすることができる
項目 5 自分の個人情報に関して問題が起きたときには、常に関係する国や地方自治体に頼ること
ができる
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項目 6 自分の個人情報を管理している国や地方自治体は、プロであり有能である
Q50. あなたのアイデンティティ＇あなたがどんな人であるかという情報（を保護する効率的な方法は何
だと思いますか。
項目 1 自分の個人情報についてのアクセスの履歴をみたり、その情報を修正したり、削除する権利
を直接付与する
項目 2 個人情報の処理者が既存の規制に従っているかを、主務官庁が、監視・監督をすることに、
予算と人材を割り当てる
項目 3 サービス提供者が顧客の個人情報保護に、より留意することを義務づける
項目 4 利用者のプライバシーと安全性を確保するより良い技術的な解決を見つける
項目 5 安全な個人情報管理に関して教育機会を提供する
項目 6 個人情報を危なくする行動の意味についての意識を向上させる
項目 7 オンラインとオフラインでの安全な個人情報管理のためのはっきりしたガイドラインを設定
する
項目 8 危険をまねきかねない行動がわかるように警告やマークを使用する
Q51. 世帯主の職業をお答えください。
Q52. 最終学歴をお答えください。

付録 B モバイルＳＮＳシナリオにおける質問事項

あおいさんは、16 歳であなたの友人です。彼女は、いつも友達と一緒に遊んでいます。友達といつも
つながっていられるように、そして、新しい友達と知り合えるようなサービスの広告を見かけました。
この会社のサービスでは、会ってもいいと思う人や好み(飲食、趣味、スポーツ、学校など)が同じ友達
に、利用者がどのような人か分かるように、年齢、性別、住所などの個人情報を提供することになっていま
す。
このサービスは、携帯電話で提供されます。
今いる場所や活動が記録されます。このサービスを利用すれば、今いる場所や活動が一致したおす
すめの友人のリストが提供されます。
あなたは、彼女にサービスを勧めますか？

付録 C 電子マネーシナリオにおける質問事項
あなたの友達のだいすけさんは、旅行が大好きです。彼は、日本各地で利用できる電子マネーの ICカ
ードを保持しています。
この電子マネー(タイプ A といいます)は、公共交通機関が発行しています。そして、全国の駅で、現金
と引き換えにカードに金銭をチャージすることができます。
この度、この発行会社が、だいすけさんに、住所、氏名、電話番号を登録するタイプに変更することが
できるという案内をしてきました。
このタイプにも、いろいろなタイプがあるということです。
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案内によるとタイプBは、電子マネーのICカードの利用履歴を分析して、電子マネーを落としたときに、
発行会社からだいすけさんに連絡がいき、また、利用履歴の分析から、他人が利用している可能性のあ
る場合にだいすけさんに問い合わせがいくようになるということです。
通常は、自分の住所、氏名を登録すれば、上のような悪用防止処置をとってもらえる上、保険もつけて
もらえます。
なお、発行の交通機関は、個人を特定しない形で利用履歴を分析して、車両の適切な機材・混雑緩和
などの目的にも利用履歴を使うこともあります。
ただし、上記の利用分析に同意しない場合は、月間利用料を支払うことで、保険機能をつけることがで
きる＇落としたときも保険で被害額の損害が填補される（とします。
(なお、上記の被害額の確定・保険の適用などについては、電子マネー発行時に、だいすけさんに渡
される受領証と電子マネー自体の機器番号で、行われるために、だいすけさんは、このサービスを受け
るために、自分の個人情報を発行会社に明かにする必要はありません。)
上記の通り、「利用分析に同意しない場合でも、月間利用料を支払えば、あなたは、落としたときでも、
使えなくなった金額については、保険によって填補されます。」とします。
Q26-1
この場合、あなたは、いくらの利用料を支払ってもいいと思いますか。月額で支払ってもよいと思う上限
値をお答えください。
※カードを利用したいと思わない方は、回答不要です。
回答

円

タイプ C では、タイプＢの機能に加え、電子マネーの IC カードの.利用履歴の分析(市場調査・おすすめ
の商品・広告の提供などのマーケティング目的の利用)に同意をすると、タイプ B のサービスに加えて、あ
なたに対して、発行会社と提携している会社からあなたのいる場所や興味から分析されるおすすめの情
報(場所、地図、お店などの情報)が提供されます。
Q26-2
もし、あなたがだいすけさんだとして、マーケティングに利用しようとする広告代理店から、いくらもらえ
ば、利用履歴を提供しますか。
※利用履歴を提供したいと思わない方は、回答不要です。
回答

円

［質問２６－３］
右と左のカードの条件をお読みになり、あなたが「良い」と思う方のカードをお選びください。【必須】
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［質問２６－４］
右と左のカードの条件をお読みになり、あなたが「良い」と思う方のカードをお選びください。

［質問２６－５］
右と左のカードの条件をお読みになり、あなたが「良い」と思う方のカードをお選びください。【必須】
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［質問２６－６］
個人情報を登録し、分析を承諾すると以下のメリットから一つを得られるとします。
以下のメリットの中から、あなたが得たいと思う順にお選びください。
１ 位＇ 必
須（

２ 位＇ 任

3 位＇任意（

４位＇任意（

意（

交通料金・利用料金の割引
(利用料金の 1 パーセント相当)
マイルと交換可能なポイント
(利用料金の 1 パーセント相当)
現在いる場所や普段の好みなどから分析された贈
り物またはサンプル
(利用 料金の 1 パーセント相当)
現在いる場所や普段の好みなどから分析されたお
すすめのお店などの情報
(利用料金の 1 パーセント相当)

付録 D 統計調査の質問と答え
別紙にて提供している。
希望者は報告書の最後にある問い合わせ先に連絡し、所定の手続きにより、入手可能である。
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付録 E 調査の体制
本書は，平成 21 年度 実施した「eID に関するリスクの認知と受容の調査」事業の成果物をもとに
作成している．本事業の体制は以下の通りである．
（１） 調査委員会
以下の調査委員会にて、調査を設計した。
委員長

高橋郁夫

委員

Pauline Reich（早稲田大学教授）

委員

岡田仁志（国立情報学研究所）

委員

Vatcharaporn Esichaikul（Asian Institute of Technology 准教授）

オブザーバー 上田昌史（国立情報学研究所、IPA 情報セキュリティ分析ラボラトリー専
門委員）
オブザーバー 小松文子（IPA 情報セキュリティ分析ラボラトリー長）
（２） 実施内容
（a）調査フレームワークの確定および設問事項の決定
（b）有識者調査
IPTS 調査担当者との意見交換、プライバシの経済分析を専門とする欧米の研究者に対する
インタビューをおこなった。
（c）オンライン調査委託
調査委員会において設問事項を最終決定し、オンライン調査を委託し統計調査を行った。
かかる委託に際しては、プレテストおよび本テストの手法を採用し、実際のオンライン調
査は、株式会社ＮＴＴレゾナントに委託した。
（d）結果分析および調査委員会による提言
本テストの結果を分析し、上記調査委員会による電子会議および実際の会議により検討を
行った。
（３）

有識者へのインタビュー等
本調査に関して、eIDについての専門家、セキュリティ・プライバシ技術の専門家、統計分析、
ＴＡＭ等の専門家として、以下の方々についてのインタビューを行い、本調査手法および調査
結果についての意見を求めた。
（a） Alessandro Acquisti （カーネギーメロン大学 准教授）
（b） IPTS における研究チーム
Ramon Compano 博士
Wainer Lusoli 博士 （IPTS 報告書の著者）
Margherita Bacigalupo 氏
（c） ENISA における研究チーム
Ingo Naumann 博士
Slawomir Gorniak 氏
Rodica Tirtea 氏
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