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講演概要	

n  現行の個人情報保護法の問題 
n  海外の動向 
n  内閣官房パーソナルデータに関する検討会 
n  同検討会技術検討ワーキング 
n  法改正に向けた今後の展開 

注意： 
n  政府方針を話しますが、当方個人の意見と思ってください（あたりまえですが、政府を

代表するわけではないので） 
n  スライドを追加・修正しました（すみません） 
n  研究の話はしません 
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自己紹介：佐藤一郎	

n  国立情報学研究所・アーキテクチャ科学研究系・教授 
n  国立大学法人総合研究大学院大学・複合科学研究科・情報学専攻・教授 
n  ISO/IEC SC31委員（Real-Time Locating Systemsの規格も担当） 
n  専門：　OSやミドルウェアなどのシステムソフトウェア 

国立科学博物館（上野） 

NHK週間ニュース深読み 

ニュースゼロ（日テレ） 

やじうまテレビ 
（テレ朝） 
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Experiments 
n  We had done several experiments in museums and schools.  
n  The experiments provided context-aware guide services for 

visitors in the museums. 
n  The initial purpose of the experiments is to evaluate the 

expressiveness and availability of the model. 
  

the National Science Museum (Tokyo, Japan) 
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Experiment 
n  In the National Science Museum,  

each spot was in front of the fossils  
of dinosaurs in an exhibition room. 

n  When a visitor enters in a spot, the 
system selected and played audio-
based annotation about dinosaurs 
according to the combination of the 
spot and his/her course. 

n  We provided two or three courses for 
visitors.   

n  The experiments has done for two 
weeks. 

n  It had more than 200 participants per-
day and was evaluated with a group of 
262 participants.  
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Experiment (cont’d) 
n  Each visitor wore a hat equipped with RFID tags. 
n  Each spot had an RFID reader to detect the presence of a 

visitor within it. 
  

Speaker 

Flat antenna for 
RFID Reader 

RFID Tag(s) 

I am a member of ISO standardization committee 
for RFID and real-time locating  technology	
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個人情報保護法	

n  個人情報保護法 
n  正式名称「個人情報の保護に関する法律」 
n  5千件以上の個人情報をデータベース等として所持し、事業に用い

ている事業者は個人情報取扱事業者とされ、主務大臣への報告や
それに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場
合は、事業者に対して刑事罰が科される 

n  いろいろもめたけど、なんとか制定 
n  メディアの反対 
n  住基ネット問題と絡み合い 

n  国会提出は2002年廃案 
n  2003年に再提出 
n  全面施行は2005年（二年間の準備期間） 
n  全面施行後3年後に見直す旨の付帯決議 
 



Ichiro Satoh 

政府内の動き	

n  2013年6月 政府IT総合戦略本部は我が国の新たなIT戦略として「世界
先端IT国 家創造宣言」を決議	

n  「（ビッグデータを想定し）利用価値が高いと期待されている、パーソ
ナルデータの利活用を進めるため、個人情報とプライバシー保護の
両立を可能とする事業環境整備を進める 

n  2013年9月 政府IT総合戦略本部が「パーソナルデータ に関する検討会」
と同会技術検討ワーキングがはじまる 

n  2013年12月 同検討会は「パーソナルデータの利活用に関する制度見直
し方針（案）」（事務局作成）を了承し、同ワーキングは報告書（たいはんを
ワーキング側で執筆）を検討会に提出 

n  2013年12月 IT総合戦略本部が、同件検討会が了承した見直し方針決定 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dec131220-1.pdf 

n  2014年3月 「パーソナルデータ に関する検討会」の再開（予定） 
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パーソナルデータに関する検討会 
が議論した制度見直し方針	

国立情報学研究所 
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パーソナルデータの利活用に関する見直し
の背景及び趣旨	

n  ビッグデータ時代における 
データ利活用の推進 

n  パーソナルデータの第三者提供 
n  データ活用による新しいビジネス

の創出 
n  プライバシー問題へ不安 

n  データの国間流通の実現 
n  グローバルビジネスの推進 
n  世界の標準にあったパーソナル

データ保護 
n  安全管理措置 

n  個人情報保護法の問題： 
n  曖昧さ、技術と合致しない、過度の萎縮 

個人情報保護法の抜本改正 
目標：個人情報及びプライバシーの保護に配慮したパーソナルデータの利用・流通を促進 

 
n  透明性の確保と曖昧性の 小化 
n  匿名化による個人情報の非個人化 
n  第三者機関の導入 

n  新技術を考慮 
n  企業活動の円滑化 
n  世界水準の保護 
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高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部	
（IT総合戦略本部）	
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制度見直しの基本方針	

n  個人情報及びプライバシーの保護に配慮したパーソナルデータの利用・
流通を促進 

n  第三者提供を前提にした新たな類型の導入 
n  個人の特定性が低減された情報の第三者提供を許す、一方で 
n  提供者及び受領者が負うべき義務などの法的措置の導入 

n  第三者機関による監督 
n  パーソナルデータ保護に関するプライバシーコミッショナーの設置 
n  プライバシーに配慮したデータ利活用の促進を図る観点から、罰則

の在り方、法解釈・運用の事前相談の在り方等を検討 
n  立入検査及び行政処分も行える 
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制度見直し方針（IT総合戦略本部決定）	

n  「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」 
n  H25年12月20日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定 

n  内容（章構成） 
I. パーソナルデータの利活用に関する見直しの背景及び趣旨 
II. パーソナルデータの利活用に関する見直しの方向性 
III. パーソナルデータの利活用に関する見直し事項 
IV. 今後の進め方 

注）読み方：検討と書かれているのは 
検討なのでして・・・・	
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パーソナルデータの利活用に関す
る見直しの方向性（１／２）	
n  個人情報及びプライバシーを保護しつつ、パ ーソナルデータの利活用を躊躇する

要因となっているルールの曖昧さの解消 等を目指して行うべき制度見直しに関す
る主な方向性については、次の通り考えるものとする 

１．ビッグデータ時代におけるパーソナルデータ利活用に向けた見直し	

n  個人データを加工して個人が特定される可能性を低減したデータに関し、個
人情報 及びプライバシーの保護への影響並びに本人同意原則に留意しつつ、
第三者提供における 本人の同意を要しない類型、当該類型に属するデータ
を取り扱う事業者(提供者及び受領 者)が負うべき義務等について、所要の法
的措置を講ずる 

n  共同利用やオプトアウトなどの例外措置の要件明確化、利用拡大に当たって
事業者が取るべき手続きの整備などを検討 
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パーソナルデータの利活用に関す
る見直しの方向性（２／２）	
２．プライバシー保護に対する個人の期待に応える見直し	

n  保護すべきパーソナルデータの範囲、個人情報の開示／訂正、プライバシー
影響評価の導入などを検討	

n  パーソナルデータの保護と利活用を念頭に、専門的知見の集中化、機動的な
法執行、諸外国制度と整合をはかるための独立した執行機関(第三者機関)
に行政処分等の権限を付与	

	

３．グローバル化に対応する見直し 
n  プライバシーに配慮したパーソナルデータの利活用に向けて、諸外国の制度

や国際社会の現状を踏まえた国際的に調和の取れた制度を検討	

n  他国へのデータ移転の際の確実な保護対策等について検討	

n  国境を越えた情報流通の実態を踏まえた海外事業者に対する国内法の適用
等を検討 
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パーソナルデータの利活用に関す
る制度見直し事項（１／２）	
１．第三者機関(プライバシー・コミッショナー)の体制整備	

n  パーソナルデータの保護と利活用をバランスよく推進する観点から、独
立した第三者機関による、分野横断的な統一見解の提示、事前相談、
苦情処理、立入検査、行政処分の実施等 の対応を迅速かつ適切にで
きる体制を整備	

２．個人データを加工して個人が特定される可能性を低減したデータの個人情
報及びプライバシー保護への影響に留意した取扱い	

n  個人データを加工して個人が特定される可能性を低減したデータに関し、
個人情報及び プライバシーの保護への影響並びに本人同意原則に留
意しつつ、第三者提供における本人の同意を要しない類型、当該類型
に属するデータを取り扱う事業者(提供者及び受領者)が負うべき義務
等について、所要の法的措置を講ずる	
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パーソナルデータの利活用に関す
る制度見直し事項（２／２）	
３．国際的な調和を図るために必要な事項	

n  諸外国の制度との調和	

n  他国への越境移転の制限	

n  開示、削除等の在り方	

n  パーソナルデータ利活用のルール遵守の仕組みの構築	

n  取り扱う個人情報の規模が小さい事業者の取扱い	

n  行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体が保有する個人情報の
取扱い	

 
４．プライバシー保護等に配慮した情報の利用・流通のために実現すべき事項	

n  パーソナルデータの保護の目的の明確化	

n  保護されるパーソナルデータの範囲の明確化	

n  プライバシーに配慮したパーソナルデータの適正利用・流通のための手
続き等の在り方	
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スケジュール	

n  来年の通常国会提出と
なると、大綱は限りになく
法案に近いレベルにする
必要がある 

n  今回は改正といっても、
大綱にするには議論す
べきことが数多く残され
ている 

n  というか間に合うの？ 
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パーソナルデータに関する検討会
技術検討ワーキングにおける議論 	

国立情報学研究所 
 

佐藤一郎	



Ichiro Satoh 

パーソナルデータに関する検討会 
技術検討WG	

n  親会（官邸サイドから）だされたWGへの検討課題 
n  「合理的な水準まで匿名化されたパーソナルデータは、第三者提供にお

ける本人同意原則の例外として、通常の個人情報と異な る取扱いをし
ていいのではないか」という問題意識において	

n  タスク１：現行法の下で、技術による匿名化(個人情報を非個人情報
にかえる)を考えらるか？　	

n  タスク２：新たな法制度を導入すれば、合理的なレベルの匿名化に
よって（同意などを取らずに）流通できないのか？ 

 
n  ４回の公式検討会とそれを上まわる時間の非公式検討会で議論 

n  各構成員には熱心に参加してもらった 
n  事務局も親身にサポートしてくれた 
n  多くの方に支援してもらった 
n  報告書のほとんどは構成員で執筆（官邸の委員会では前代未聞!?） 
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そもそも個人情報って？	

n  匿名化は対象たる個人情報を明確化しないと議論はできないので・・・ 

n  現行法の個人情報の定義	

n  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） 

n  問題：現行法の「容易照合性」については 
n  現行法の解釈が明確ではない 
n  現行法制定時よりも、技術の進展によりプライバシー侵害をもたらす

可能性のある他の情報との照合可能性が高まっている 

n  技術ＷＧでは「容易照合性」とは独立に議論するしかなかった 
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特定と識別	

n  個人の識別性（WGの識別性とは違う）を二つに分けて議論 
n  特定：その情報が誰だか分かってしまうこと 
n  非特定：その情報が誰だか分からないこと 
n  識別：誰か一人の情報であることがわかるが、その一人が誰で

あるかまではわからないこと 
n  非識別：誰の情報であるかがわ 

からず、さらにそれが誰か一人の 
情報であることも分からないこと 

注意： 
識別は必ずしも個人を特定して 
いるわけではないが、 
インターネットをはじめとして、 
情報通信技術の進展等により、 
他の情報との突き合わせによる 
特定が行われ易くなっている	
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少数データに御用心	

n  少数データほど（特定）個人識別化が容易になる 
n  例：マイナーな商品の購入実績 

n  巨大テディベアや限定品鉄道模型を購入（どちらも身近に該当者
がいます） 

n  例：スーパーのPOSデータの偏り 
n  定番商品を除くと、多くの商品を買う人は少数 

n  例：POSデータで、あるヨーグルトの週販数が7個 
n  多くの場合、一人の顧客が７個購入 
n  さらに現場の店員は顧客の顔を知っていたりする 

n  現場勘のないパーソナルデータの取り扱いは危険 
n  まずは実データをみていること 
n  しかし、実データを見ていても、現場を知らないと実態はわからない 

n  注：実証実験のために都内の大型スーパーで3週間近く売り子と品出しをし
ていました 
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匿名化とは	

n  個人を識別しにくくするデータ加工技術（あえてナイーブな定義） 
n  匿名化より、識別困難化という方が適切 

n  代表的な匿名化手法 
n  属性削除(Suppression) 
n  仮名化(Pseudonymization) 
n  一般化(Generalization) 
n  かく乱(Perturbation) 

n  なお、k-匿名性(k‐anonymity)とは、各種匿名化手法により、データ加工
の結果、類似した属性をもつ複数人をひとまとめにする（k人未満に絞り込
まれない）こと 

注：本来、K-匿名化という用語はおかしい（匿名化の知識レベルの踏み絵としては有用） 

組み合わせる	
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匿名化手法：属性削除、仮名化	

n  属性削除 
n  データから個人を識別しうる情報を取り除く仮名化 

n  仮名化 
n  個人を識別可能な情報を番号などに置き換えること 

会員番号	 氏名	 住所	 生年月日	 年齢	 好きな番組	 購買品	

10001	 佐藤一郎	 東京都千代田区神保町・・・	 1980年10月1日	 33	 報道番組	 ビール、毎朝新聞	

10002	 鈴木二郎	 神奈川県横浜市青葉区・・・	 1992年9月23日	 21	 バラエティ	 ポテトチップ、コーラ	

仮番号	 氏名	 住所	 生年月日	 年齢	 好きな番組	 購買品	

67890	 佐藤一郎	 東京都千代田区神保町・・・	 1980年10月1日	 33	 報道番組	 ビール、毎朝新聞	

34845	 鈴木二郎	 神奈川県横浜市青葉区・・・	 1992年9月23日	 21	 バラエティ	 ポテトチップ、コーラ	

属性削除	仮名化	
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匿名化手法：一般化	

n  データの精度等を落とす、大きな種別で括る 
n  範囲による一般化（例：32才→30才台） 
n  種別による一般化（例：リンゴ→果物） 
n  上限以上または下限以下をまとめる（例：16才→20才未満） 

住所	 年齢	 好きな番組	 購買品	

東京都千代田区一ツ橋２−１−２	 33	 半沢直樹	 ビール、毎朝新聞	

神奈川県横浜市青葉区長津田1-3-10	 21	 笑っていいとも	 ポテトチップ、コーラ	

住所	 年齢	 好きな番組	 購買品	

東京都千代田区	 30台	 ドラマ	 アルコール、新聞	

神奈川県横浜市青葉区	 20台	 バラエティ	 スナック菓子、炭酸飲料	

一般化	
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匿名化手法：かく乱	

n  実際とは相違なデータを混入、交換 
n  ノイズ付加・削除	

n  確率的に属性値を変更・削除	

n  スワッピング	

n  レコード間（例えばユーザ間）で属性の値を入れ替え	

n  アグリゲーション	

n  データをグループ化して、属するグループの代表値等に置き換え	

n  疑似データ付加	

n  もっともらしい属性値を付加	

会員番号	 住所	 生年月日	 年齢	 好きな番組	 購買品	

10001	 東京都千代田区神保町・・・	 1980年10月1日	 33	 報道番組	 ビール、新聞	

10002	 神奈川県横浜市青葉区・・・	 1992年9月23日	 21	 バラエティ	 ポテトチップ、コーラ	

会員番号	 住所	 生年月日	 年齢	 好きな番組	 購買品	

10001	 東京都千代田区神保町・・・	 1980年10月9日	 33	 バラエティ	 ビール、新聞	

10002	 神奈川県横浜市青葉区・・・	 1992年9月23日	 32	 報道番組	 ポテトチップ、コーラ、新聞 

アグレゲーション	 スワッピング	 疑似データ付加	
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K匿名性	
会員番号	 住所	 生年月日	 年齢	 好きな番組	 購買品	

10001	 東京都千代田区神保町・・・	 1980年10月1日	 33	 報道番組	 ビール、新聞	

10002	 神奈川県横浜市緑区鴨居・・・	 1992年9月23日	 21	 バラエティ	 ポテトチップ、炭酸飲料	

10003	 東京都渋谷区神南・・・	 1979年10月1日	 35	 ドラマ	 コーヒー、タバコ	

10004	 東京都江東区牡丹・・・	 1990年3月12日	 24	 ドラマ	 化粧品、ヨーグルト	

10005	 神奈川県川崎市宮前区・・・	 1985年7月28日	 28	 バラエティ	 ポテトチップ、炭酸飲料	

10006	 神奈川県横浜市港北区日吉・・・	 1987年4月18日	 27	 報道番組	 コーヒー、新聞	

10007	 東京都港区白金・・・	 1978年12月31日	 34	 ドラマ	 おでん、ヨーグルト	

10008	 東京都品川区北品川・・・	 1985年3月3日	 26	 バラエティ	 おにぎり、お茶	

10009	 東京都文京区大塚・・・	 1989年12月1日	 23	 ドラマ	 コーヒー、おにぎり	

会員番号	 住所	 生年月日	 年齢	 好きな番組	 購買品	

10001	 東京都	 1980年10月1日	 30代	 報道番組	 ビール、新聞	

10003	 東京都	 1979年10月1日	 30代	 ドラマ	 コーヒー、タバコ	

10007	 東京都	 1978年12月31日	 30代	 ドラマ	 おでん、ヨーグルト	

10004	 東京都	 1990年3月12日	 20代	 ドラマ	 化粧品、ヨーグルト	

10008	 東京都	 1985年3月3日	 20代	 バラエティ	 おにぎり、お茶	

10009	 東京都	 1989年12月1日	 20代	 ドラマ	 コーヒー、おにぎり	

10002	 神奈川県	 1992年9月23日	 20代	 バラエティ	 ポテトチップ、炭酸飲料	

10005	 神奈川県	 1985年7月28日	 20代	 バラエティ	 ポテトチップ、炭酸飲料	

10006	 神奈川県	 1987年4月18日	 20代	 報道番組	 コーヒー、新聞	

一般化	一般化	 削除	削除	

住所と年齢 
の該当者3名	

住所と年齢 
の該当者3名	

住所と年齢 
の該当者3名	

属性の一般化や削除することで、同じ保護属性の組み合わせ 
を持つ個人が少なくともK人存在することの指標	

K匿名性 
（K=3)	
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タスク２への回答 
個々のデータに依存するので 
合理的なレベルを作れるとは限らない	

匿名化技術の限界	

n  データ活用ができて、100%識別不可能かつ万能な匿名化技術はない 
n  識別可能性は、母集団に依存 

n  母集団に応じて匿名化（識別不可能化）方法を選ぶ必要 
n  匿名化技術は難しい 

n  データ提供元が適切な匿名化を選択・運用できるとは限らない 
n  識別可能性は、外部データセットとの組合せによる 

n  外部データセットの入手困難性・計算コストに応じた議論が必要 
n  匿名化とデータ活用はトレードオフ 

n  匿名化されたデータは活用できるとは限らない 

 
結局：個別対応をするしかない 

（国の統計も同じ問題を抱えているというパンドラの箱を開けかねないわけで・・・） 

 
 

タスク１への回答 
個人情報を非個人化する 
ような汎用的な方法はない	
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個別対応例	

n  例：欧州のカーナビ情報の匿名化（業界慣例） 
n  自動車や運転手を特定する情報（自動車ナンバーや所有者他）を削除 
n  乗り始めの10分間と乗り終わりの10分間のデータを削除 

n  理由：出発地と目的地がわかる 
n  出発地と目的地がわかれば運転手などを特定しやすい 

知られたくないパーソナルデータを見定めて、それを守る 

 

乗り始め 
の10分間 
（削除）	

乗り終わり 
の10分間 
（削除）	

残すデータ	
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匿名化は難しい	

n  某鉄道会社の乗車履歴の第三者提供（大意はありません） 
n  各利用者に仮IDを割り当てる（仮名化） 

n  ユーザを直接特定する情報を排除 
n  仮IDは長期間割り当て 

n  長期的に分析すればするほど特定リスクは高まる 
n  乗降駅名だけでなく、乗降時間（秒単位）で記録 

n  乗降数が少ない駅ならば、改札前を観察してれば・・・ 
n  少数乗降者数の少ない駅の情報は提供しない 

n  乗車履歴は乗車駅と降車駅の組合せ 
n  乗降客数が多い、二つの駅でも、その二つの駅を移動する

人が一人ならば識別可能 
n  乗降者数は日々変わる　→　匿名化も日々変更が必要 

技術力のあるされる某鉄道会社でも匿名化ができないてないことが問題 
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位置情報と匿名化	

n  守りたい情報は何か 
n  位置情報をそのものを隠す必要があるのか 
n  ある位置にいるのが誰を隠したいのか 

n  識別を避けるためには、ある位置にいる人数で制限が必要 
n  都会と過疎地では位置情報から識別・特定可能性は違う 
n  位置情報向けの匿名化手法は研究されている 
n  匿名化と利活用のトレードオフに要注意 

 
n  匿名化による問題にも要注意 

n  k-匿名性を実現すると、 
複数人が位置的には区別不能 

n  範囲内の他の個人や施設にいる 
と間違えられるケースも 
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個人情報保護と第三者提供	

n  個人情報の第三者提供は同意を取るのが望ましい（原則） 
n  同意なしで第三者提供する方法はあくまでも例外的 

n  第三者提供するにしても個人情報の保護は必須 
n  いかなる個人情報も、特定不可能にする汎用的な匿名化方法はない 
n  匿名化の方法は非公開の方が安全性が高まる 
n  データ種別、特性、利用目的に応じて個別対応が必要 
n  適切な匿名化は簡単ではないことを前提にした制度設計 

解決策：技術と規律の組み合わせ、 
第三者提供可能なデータ類型を導入 
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n  提供者はデータ提供の前に、ある程度の匿名化することを規律で求める 
n  氏名や会員番号など直接個人が特定できる情報を削除 
n  個人が推定しうる情報を曖昧化 

n  受領者は個人の特定を行わないことを規律で制限する 
n  仮に受領者が第三者に提供する場合は個人の識別・特定ができない

データに加工すること 
 

第三者提供
（販売等）	

第三者提供向け類型	

第三者（受領者）	個人	 個人情報取扱事業者（提供者）	

個人	
情報	

加 
工	

情報利用 
（個人の特定化を行わない）	

（仮称）法第23条	
1項適用除外情報	

(同意不要） 	

特定他者に提供する場合は、非識別・
非特定情報に加工すること	

（仮称）法第23条	
1項適用除外情報	

（同意不要） 	

規律による制約を受ける範囲	
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個人情報の第三者提供の3要件	

n  提供者は「（仮称）法第23条第1項適用除外情報」となるための措置
を施すこと 

n  提供者は「（仮称）法第23条第1項適用除外情報」の特定化、識別化
または識別特定化をしないことを約束・公表等すること 
n  備考：約束を守らせる法的手段がないことから、立法措置も検討

すべき（という参考意見付き） 

n  提供者と受領者（第三者）との間の契約において、受領者が「（仮称）
法第23条第1項適用除外情報」の特定化、識別化、または識別特定
化することを禁止すること 
n  備考：契約上の義務ではなく法制度上の義務とすることについて

も検討すべき（という参考意見付き） 
 
主査のメモ： 
n  親会＆某省から、FTC三要件を暗に提示されたので、FTC三要件ベースでまとめたけど、米国で上手く回っていると

はいいにくいような・・・	
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個人情報の第三者提供の3要件	

n  「（仮称）法第23条第1項適用除外情報」は同意を取らずに 
利活用できるという意味 
n  米FTC三要件ベースの制度設計を提案 

（FTC三要件には拘ってないけど、他に対案をなく・・） 
	

加工	
（匿名化）	

特定化・識別化 
が不可能	

特定・識別不能な 
データに匿名化	

個人情報	

ある程度の 
匿名化	

不特定者に提供 
可能なデータ	

（仮称）法第23条	
1項適用除外情報	

(同意不要） 	

第三者（受領者）	

個人情報取扱事業者（提供者）	
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まとめ	

n  匿名化万能説から脱却してください 
n  データ活用と両立する、万能な匿名化はない 
n  個別用途・データセットごとに対応が必要 

n  守るべき対象を見定めるべき 
n  匿名化は手段であって目的ではない 

n  保護されるべき個人情報とは実質的に個人特定可能性がある情報 
n  情報の種別ではなく、実質的特性で判断 

n  個人情報の利活用には規律が必要 
n  強い制限があるから、その制限の中では自由な利活用 

n  匿名化に関する議論は、元データの実態を知るのが先 
n  仮説ベースで議論していても、現実が見えるとは限らない 


