
個人情報の保護と利活用に向けた経済産業省の取組 
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現行個人情報保護法における報告状況【経済産業分野】 

 現行個人情報保護法では、民間分野を対象として主務大臣制を採用。事業分野ごとにガイドラインを策定。 
 経済産業分野における個人情報保護法における報告状況は以下のとおり。 
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経済産業省への報告件数の推移 

大分野別の報告件数（平成27年度） 漏えいした人数別の報告状況（平成27年度） 

印刷会社（2007.3） 
委託先の従業者が、クレジットカード情報を含む顧客情報を不 
正に持ち出し第三者に売却（約864万件） 

システム開発会社（2008.11） 
再々委託先従業者が利用したＰＣから、Winnyを介して口座情報
を含む個人情報が流出（約11万件） 

システム運営会社（2010.8） 
海外からの不正アクセスにより、小売業者から受託管理している
クレジットカード情報を含む顧客情報が流出（約1万2000件） 

オンラインゲーム事業社（2011.4） 
不正アクセスにより海外の委託先サーバから、顧客情報が流出
（全世界約7700万件 日本国内約740万件） 

クレジットカード会社（2011.8） 
委託先の従業者が、クレジットカード情報を含む顧客情報を不正
に持ち出し第三者に売却（約9万2000件） 

ウェブサイトの企画・制作会社（2012.6） 
標的型攻撃による不正アクセスにより、クレジットカード情報を
含む顧客情報が流出（約130万件） 

ネットショッピング運営会社（2012.10） 
不正アクセスにより、クレジットカード情報を含む顧客情報が流
出し、不正利用された（約9万5000件） 

インターネットサービス会社（2013.8） 
他の事業者で流出したと思われるＩＤとパスワードの組み合わせ
で不正ログインされ、顧客情報が流出（約24万3000件） 

教育関係事業会社（2014.7） 
再々…委託先業者が、子供の情報を含む顧客情報を持ち出し第三
者に売却（約2895万件） 

主な個人情報漏えい状況 ※公表情報より 
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現行個人情報保護法における報告状況【経済産業分野】 

26年度 割合 27年度 割合 500以下 割合 ～50000 割合 50001以上 割合 不明

紛失・書類 644 17.4% 931 24.8% 923 25.4% 8 7.8% 0.0%
送付ミス・郵送等 2080 56.2% 1894 50.4% 1890 52.0% 3 2.9% 0.0% 1
送付ミス・ＦＡＸ 142 3.8% 158 4.2% 155 4.3% 0.0% 0.0% 3
送付ミス・メール 279 7.5% 309 8.2% 290 8.0% 18 17.5% 0.0% 1
盗難・書類 48 1.3% 31 0.8% 28 0.8% 3 2.9% 0.0%
紛失・携帯 156 4.2% 140 3.7% 130 3.6% 10 9.7% 0.0%
不正アクセス・ウイルス感染 113 3.1% 78 2.1% 36 1.0% 34 33.0% 7 53.8% 1
盗難・ＰＣ 9 0.2% 4 0.1% 2 0.1% 2 1.9% 0.0%
紛失・ＰＣ 23 0.6% 24 0.6% 16 0.4% 5 4.9% 1 7.7% 2
紛失・メモリー 12 0.3% 5 0.1% 3 0.1% 0.0% 2 15.4%
盗難・携帯 12 0.3% 12 0.3% 12 0.3% 0.0% 0.0%
故意（従業者） 25 0.7% 11 0.3% 7 0.2% 4 3.9% 0.0%
紛失・その他電子機器 7 0.2% 3 0.1% 1 0.0% 2 1.9% 0.0%
盗難・メモリー 2 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
紛失・その他 2 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 0.0% 1 7.7%
ＷＥＢ上閲覧 68 1.8% 69 1.8% 58 1.6% 10 9.7% 1 7.7%
その他 77 2.1% 88 2.3% 82 2.3% 4 3.9% 1 7.7% 1

合計 3699 100.0% 3759 100.0% 3634 100.0% 103 100.0% 13 100.0% 9

原因
漏えいした人数

 ミスによる漏えいが全体の８５％以上。 
 不正アクセスによる漏えいは全体のわずか２％であるが、５万人を越える大規模漏えいにつながりやすい。 



改正個人情報保護法の概要 
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 情報通信技術の進展により、膨大なパーソナルデータが収集・分析される、ビッグデータ時代が到来。 
 他方、個人情報として取り扱うべき範囲の曖昧さ（グレーゾーン）等のために、企業は利活用を躊躇。 
 また、国境を越えて大量のデータが移転される機会が増大し、円滑な移転のために国際整合的な制度の整備が
必要に。 

 一方で、いわゆる名簿屋問題等により、個人情報の取り扱いについて一般国民の懸念も増大。 
 

改正のポイント（平成２７年９月に改正、平成２９年５月３０日に全面施行） 

２．適切な規律の下で個人情報
等の有用性を確保 ・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備 

３．個人情報の保護を強化 
（名簿屋対策等） 

・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務） 
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設 

１．個人情報の定義の明確化 

４．個人情報保護委員会の新設
及びその権限 

・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化 
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備 

５．個人情報の取扱いのグローバ
ル化 

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備 
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備 

・個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当） 
・要配慮個人情報に関する規定の整備 

・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化 
・利用目的の変更を可能とする規定の整備 
・取り扱う個人情報が5,000人分以下の小規模取扱事業者への対応 

６．その他改正事項 

背景 



匿名加工情報及び匿名加工情報作成マニュアル 
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 改正個人情報保護法において、ビッグデータをはじめとするパーソナルデータの利活用に向けて、本人の同意に代わる一定の条件
の下、特定の個人を識別することができないように加工された「匿名加工情報」制度が創設された。 

 匿名加工情報とは 

 匿名加工情報を作成する際の加工の程度は、個人データを取り扱う事業の内容や利用形態によって判断されるべきものであり、
一律の基準は存在せず、個人情報保護法においても、認定個人情報保護団体の指針等が定められ、実用に供されることが想
定されている。 

 本マニュアルは、業界団体、企業、認定個人情報保護団体等の事業者が、匿名加工情報や匿名加工情報に係るガイドライン
を作成するにあたっての相場観を形成するべく、具体的なユースケースを用いて、匿名加工情報を作成するための具体的な手順
や方法について、昨年10月以降、学界、産業界、消費者団体等における有識者により検討を重ねて作成したものである。 

 匿名加工情報作成マニュアルについて 

 匿名加工情報作成マニュアルのポイント 
 

 

１）ユースケースの明確化 

３）個人識別等に係るリスクの抽出 

４）個人識別等に係るリスクを踏まえた加工方法の検討 

２）識別子、属性、履歴の仕分け 

 具体的な手順として、以下を整理 

 留意すべきリスクを、個人が特定されるリスク、他の情
報と照合されるリスク、本人にアプローチされるリスクに類
型化し、リスクに応じた具体的な加工の方法を例示
（特異値の削除、仮名化等）。 

 
 電力利用データ、購買データ、移動データの３つの事
例に基づく具体的な検討プロセスを提示。 



１）ユースケースの明確化 
 ユースケースの明確化に当たっては、次の事項を確認し、下図のとおりユースケースの概要を整理する。 
  １．匿名加工情報の作成者における業務・サービスの概要 
  ２．匿名加工情報の作成に用いる個人情報データベース等のデータ項目、規模等 
  ３．匿名加工情報に含める必要のあるデータの項目、規模（データ件数） 
  ４．匿名加工情報の利用目的 

 ユースケースの概要  ユースケースの全体イメージ 

・利用目的等に照らして、必要なデータの項目を絞っておくこと
でその後の加工方法の検討を効率的に行い得る。 
・あらかじめ利用目的を特定せずに複数の目的に対応できる
ように加工することも制限されているわけではない。 
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２）識別子、属性、履歴の仕分け 
 前プロセスで整理した個人情報データベース等のサンプルデータにおいて、ケースに応じて必要なデータを抽出し、識別子、属性、履
歴のいずれに該当するものかの仕分けを行う。 

「識別子」「属性」「履歴」の区分は、適切に匿名加
工を行うための便宜的なものであり、加工を行うデー
タの内容や構造、得ようとする結果との関係で仕分
けを行う必要がある。そのため、データの項目名から
一意に仕分けができるものではなく、適切な加工が
できない、又は結果が得られない場合には仕分けを
見直す必要が生じることも想定される。 
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 識別子 
・データの項目のうち、単体で個人を特定する可能性のある情報を抽出する。 
・アカウントIDや端末IDなど、個人情報に該当しないデータであっても、単体で個人を特定する可能性のある情報は、識別子として仕分けする。 
・住所は、詳細（番地や住居番号）まで含める場合は、個人を特定する可能性があるため、識別子として仕分けする。 

 属性 
・識別子以外のデータの項目のうち、経時的にデータが積み重ねられることのない情報で、他の属性との組み合わせや外部の情報との照合によって、個人を特定する可能
性のある情報を抽出する。 
・住所は、詳細（番地や住居番号）まで含めずに、一定の曖昧さを含むレベルまで利用する場合（例：都道府県と市町村まで）は、属性として仕分けする。 

 履歴 
・データの項目のうち、ウェブの閲覧履歴、購買の履歴等、個人の行動の履歴を蓄積したものをはじめとする経時的にデータが積み重ねられる情報で、識別子等により属性
と結びつけられている情報。一般に属性と組み合わされ、若しくは外部情報との照合がなされない限り個人を特定する可能性のない情報が該当する。 

 仕分け作業は、個人識別に係るリスクの高い方から、識別子→属性→履歴の順に、次の各事項に留意して行う。 



３）個人識別等に係るリスクの抽出 
 前プロセスまでのユースケースの明確化や、識別子、属性、履歴の仕分け結果を踏まえ、個人識別に係るリスクを抽出する。個人識
別に係るリスクとしては、以下が挙げられる。 

  ① 個人が特定されるリスク 
  ② データが他の情報と照合されるリスク 
  ③ データを用いて本人へアプローチされるリスク 
 
※個人識別に係るリスクとしては、①を挙げて評価することになるが、ユースケースに応じて、②や③についても評価することが望ましい場合もある。②及び③も①に含めて評
価し得る場合もあるが、ここではいずれも①を具体化したものとして別途評価対象として挙げた。なお、「個人の属性が推定されるリスク」については、要配慮個人情報や
一般に他人に知られたくないような情報を推定する場合に限定することを想定し、対象とすべきという意見もある。 
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 個人識別に係るリスクの抽出作業は、識別子→属性→履歴の順に、次の各事項に留意して行う。 

 識別子 
・個人識別のリスクが高いものである。 
・原則として削除等を行うべきものであり、氏名等、評価をするまでもなく削除すべきものもある。 

 属性 
・一般に、複数の種類の属性が組み合わされると、個人識別のリスクは高くなる。具体的なユースケースを踏まえ、どの属性とどの属性が組み合わされると個人識別のリスク
が高くなるものかについて評価する。 
・データセットに対して、属性の値についても評価し、極めて頻度の小さい値がある場合は、個人識別のリスクが高まる可能性があるものとして抽出する。 
・他の情報と照合されるリスクは、市販のデータベースなど、データセットと照合可能な外部情報が存在するかを確認する。例えば、住宅地図などの外部情報を用いることに
よって、住所から切り出した属性と照合される可能性について評価することなどが該当する。さらに匿名加工情報の提供先となる事業者を限定する場合においては、当該
事業者が照合可能なデータを有しているかどうかについて評価する 。 
・ダイレクトメールや訪問販売等によって本人へアプローチされるリスクは、主に位置に関する情報が該当し、自宅や職場の地域が属性を組み合わせることで絞り込まれる場
合、リスクとして認識する必要がある。 

 履歴 
・特異な値や傾向を持つ履歴は、個人識別性が高いものとして特異値に係るリスクとして認識する。値や傾向が特異であるかは、利用目的やデータの性質、データセットに
おける位置付けや割合等を斟酌して個別具体的に判断せざるを得ないが、例えば、非常に高額な商品や稀少な商品を購入した場合の購入履歴などが該当する。 
・一個人に対する長期間のデータ蓄積、又は大量のデータ蓄積によって、個人の識別性が生じる可能性がある場合は、データ規模、期間に係るリスクとして認識する。 
・履歴を継続的に提供する場合、履歴を照合することで、突合できる場合も考えられるため、履歴の継続的提供を想定するユースケースの場合は、リスクとして認識する。 
・位置情報に関する情報が個人を識別する可能性のある粒度の場合、個人が識別されるリスクとして認識する。例えば、詳細なGPS情報の履歴を蓄積すると、自宅や職
場の場所が識別されるリスクがある。また、位置に関する情報を含むことによって、本人にアプローチされるリスクが生じる場合がある。 



３）個人識別等に係るリスクの抽出 

識別子 属性 履歴 

①個人が特定され
るリスク 

識別子が削除等さ
れていない場合 

・複数の種類の属性が組み合わされる場合 
・極めて頻度の小さい値がある場合 

・特異な値や傾向を有する場合 
・一個人に対する長期間又は大量のデータ蓄積がある場合 
・位置に関する情報が、個人識別性のある精度の場合 
・履歴を継続的に提供する場合 

②データが他の情
報と照合されるリス
ク 

ー ・照合可能な外部情報が存在する場合 
・提供先事業者が照合可能なデータを有し
ている場合 

・履歴を継続的に提供する場合 

③データを用いて本
人へアプローチされ
るリスク 

住所等（メールアド
レスを含む。）の識
別子が削除等され
ていない場合 

・自宅や職場等の本人が所在する確率の高
い場所が、属性を組み合わせることで絞り込
まれる場合 

・位置に関する情報を含む場合 
 

 各リスクが認められる場合は、以下の通り 
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４）個人識別等に係るリスクを踏まえた加工方法の検討 
 個人識別に係るリスクを踏まえ、リスク要因を除去するための適切な加工方法を検討する。 

個人識別に係るリスク 加工方法 

識別子 ①個人が特定されるリスク 
③データを用いて本人へアプローチされるリスク 

・原則として、識別子 を削除又は復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に
置き換える（仮名化）。 
・属性に仕分けできるレベルに落とすために識別子を一部削除等する。 
・履歴と照合するための仮IDを例外的に用いる場合、仮IDの要件としては以下が考えられる。また、
仮IDを継続して用いる場合は、その生成方法、有効期間の両方に配慮が必要である。 
 
○仮IDの要件 
・不可逆であること。 
・一定の期間を超えて、同一の個人に対する同一の仮IDを使用しないこと。 
・異なる匿名加工情報を作成するときは、同一の個人に対し同一の仮IDを使用しないこと。 
〇仮IDの生成方法 
・秘密の文字列を加えてハッシュ化 する方法が有効である 。 
・対応表を十分に安全管理して一意な乱数を割当てることが有効である。 
〇仮IDの有効期間 
・仮IDの有効期間は、属性、履歴も含めて考慮した個人識別性に係るリスクを踏まえ、適切な期
間に設定すること（仮名制御）が不可欠である。 
・識別子の有効期間終了に伴い当該識別子を更新する場合や新たに匿名加工情報を作成する
場合、同一の仮IDを使用しないように配慮する。 9 

 前プロセスで抽出した個人識別に係るリスクについて、識別子→属性→履歴の順に、次の各事項に留意して適切な対処を検討する。 

 識別子 
識別子は、それ自体を個人データから削除又は復元することのできる規則性を有しない方法で他の記述等に置き換える（仮名化）。それだけでは個人識別に係るリスク
を十分に低減できない場合は、識別子に紐付く属性や履歴の加工処理も必要となる。 

 属性 
データの性質や利用目的等によっては識別子の加工だけでは個人識別に係るリスクを十分に低減できない場合もあり、そうした場合は、当該識別子に紐付く属性の加工
も必要である。属性の加工方法の例は下表に記載のとおりであるが、ケースに応じてこれらを適宜組み合わせることになる。 

 履歴 
個人識別に係るリスクを十分に低減できない場合は、識別子や属性の加工に加えて、履歴の加工が必要となる場合もある。加工方法の例は下表に記載のとおりである
が、これらを選択、組み合わせて加工を行う。履歴については、一般的に識別子又は属性と組み合わされない限り個人を特定する可能性のない情報が該当するが、履歴
であっても必ずしも無加工で利用できるものではないことに十分留意する必要がある。 



４）個人識別等に係るリスクを踏まえた加工方法の検討 
個人識別に係るリスク 加工方法 

属性 ①個人が特定されるリスク 
・複数の種類の属性が組み合わされる場合 
・極めて頻度の小さい値がある場合 

・どの属性とどの属性が組み合わされると個人識別のリスクが高くなるかについて、組み合わせ数の算
定等や，データセットに含まれる個人の数と属性数及び各属性の値の数により評価する。 
・データセットに対して、属性の値がどの程度の分布になっているのかについて評価する。 
・その上で、置換え、一般化、カテゴライズ化、特異値の削除、サンプリング等を行って、属性同士を
組み合わせても、個人の識別リスクが低減できるレベルまで加工する。この際ｋ-匿名性を考慮する。 

②データが他の情報と照合されるリスク 
・照合可能な外部情報が存在する場合 
・提供先事業者が照合可能なデータを有している場合 

・市販のデータベースなどの照合可能な外部情報の存在、提供先事業者が照合可能なデータを有
しているかどうかについて評価する。例えば、住宅地図等の外部情報を用いることによって、住所から
切り出した属性と照合される可能性について評価する。 
・上記外部情報等が存在する場合、容易に照合できないレベルまで一般化、カテゴライズ化を行う。 

③データを用いて本人へアプローチされるリスク 
・自宅や職場の地域が属性を組み合わせることで絞り込まれる場合 

主に詳細な住所や要配慮情報にかかる場所等の位置に関する情報について、当該属性を削除あ
るいは一般化、グルーピング等を行って、リスクを低減する。 

個人識別に係るリスク全般 上記の処理に加えて、履歴レコードを入れ替える（スワッピング）、値にノイズ付加を行うことで、さら
に個人の識別リスクを低減することができる 。 

履歴 ①個人が特定されるリスク 
・特異な値や傾向を有する場合 
・一個人に対する長期間又は大量のデータ蓄積がある場合 

・履歴の記録期間を明らかにし、その期間の長さによるリスクを評価する。 
・特異値や特異な傾向を持つ履歴の削除（トップ（ボトム）コーディングを含む）、置換え、一般
化、カテゴライズ化等を行う。 
・長期間又は大量のデータであり、かつ、それにより個人が特定されるリスクが高い場合、以下の加工
を行い、適宜組み合わせる。 
(1)リスクに応じて、履歴の期間、蓄積回数の上限を定め、上限を超える場合は仮IDを更新するな
どし、特定の個人が識別できないように加工する（仮名制御）。 
(2)日付のランダム化（乱数でずらす）やシフト化（一様に一定の日数でずらす）、あるいは日付
の間隔のランダム化（順序を保持し、日数の間隔を乱数で一般化する）（日付・間隔加工）。 
(3)日付等履歴の削除（トップ（ボトム）コーディングを含む）、置換え、一般化、カテゴライズ化
等を行う。 
(4)さらなるリスク低減のため、属性のk-匿名性を確保した上で、仮ID等のスワッピングやノイズ付加
を行う。 

①個人が特定されるリスク 
②データが他の情報と照合されるリスク 
・履歴を継続的に提供する場合 

・定期的に仮IDを更新、付け替えする。 
・履歴の継続的な提供にあたり、履歴の期間が重ならないように処理をする、同じ個人の履歴を連
続したデータとして提供しない等によって、履歴の照合ができないように処理をする。 

①個人が特定されるリスク 
・位置に関する情報が、個人識別性のある精度の場合 
③データを用いて本人へアプローチされるリスク 
・位置に関する情報を含む場合 

・位置に関する情報の全部又は一部の削除（起点・終点を落とす等）、一般化（精度を粗くする
等）、又はグルーピング等する。 
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移動データの事例 １）ユースケースの明確化 

 本事例では、鉄道の乗降履歴を例にしたケース（移動データの事例：ケース３）を取り上げる。 
 鉄道の乗降履歴データは、駅エリアの集客力や集客層、潜在商圏の広さ、通勤圏、駅エリアを最寄り駅とする居住者の規模や構成
などを把握することで、出店計画や立地評価、広告・宣伝計画などへ活用できることが期待される。 

 目的等 
 匿名加工情報の提供先事業者とその利用目的： 
 観光地（観光エリアに含まれる７駅：Ａ駅～Ｇ駅）のさらなる活性化施策を検討す
るにあたり当該観光エリアの駅の特徴を把握し外部からの観光客を誘致するため、自治
体や関連事業者に対し、乗降データを提供する。 
 
 データの使い方 
 当該観光エリアの駅の利用者について、中長期にわたって特徴を把握できるデータセット
を匿名加工して提供し、以下のような分析に活用する。 
・観光エリア内の駅利用者数の年変動分布、及び年齢・性別分布 
 → 現状把握の検討材料 
・観光エリア内の駅利用者に関して、一定期間内のリピーター数分布 
 → 駅別の魅力度確認や活性化策等の検討材料 
・観光エリア内流動・滞在時間 
 → エリア内の混雑平準化、回遊策等の検討材料 
・利用者数地域順位分布 
 → どの地域に広告を出すべきかの検討材料 
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移動データの事例 ２）識別子、属性、履歴の仕分け 

 データのセットサンプルを基に、本ケースに必要なデータを抽出し（住民情報に関するデータは抽出しない）、識別子、属性、履歴の
いずれに該当するものかの仕分けを行う。なお、ここで履歴として分類した乗降履歴のデータは、位置に関する情報であり、個人識別
リスクが生じる場合があることに留意する必要がある。 

 データの内容 
 本ケースで用いるデータは、大きく分けて、ＩＣカード乗車券に任意で記入される利用者の属性情報と、定期券に係る情報、乗降履歴を記録する利用履
歴情報の三種類で、これらは各ＩＣカード乗車券に付されたカードＩＤによってリンクされている。 

仕分け 
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移動データの事例 ３）個⼈識別に係るリスクの抽出

個⼈識別に係るリスクとして、「個⼈が特定されるリスク」を抽出した。移動データの場合、特に⻑期間の履歴を対象とする場合には
データを⽤いて本⼈へアプローチされるリスクがあるため考慮する必要がある。個⼈識別に係るリスクの抽出作業は、識別⼦→属性→
履歴の順に、次の各事項に留意して⾏う。
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 個⼈識別に係るリスクの抽出作業は、識別⼦→属性→履歴の順に、次の各事項に留意して⾏う。

 識別⼦
・個⼈データを構成する加⼯前のIDを⽤いると容易に照合される。
・仮IDは、属性と履歴の同⼀カードに同⼀の仮IDを付与するため、⻑期間同⼀のIDで管理すると、履歴の積み重ねによって、特定の個⼈を識別できるリスクが⾼まる。
・他の匿名加⼯情報を作成する際に⽣成した仮IDと同⼀の仮IDを⽤いると、復元できるリスクが⾼くなる。

 属性
・性別、年齢、住所情報（郵便番号、都道府県、市区町村）は組み合わせると、特定のリスクが⾼くなる。
・郵便番号（7桁）は、市区町村の範囲よりも対象とする領域が⼩さいため、特定のリスクが⾼くなる。

 履歴
・乗降履歴と、外部の情報（イベント参加の事実等）との照合によって、本⼈が特定される可能性がある。
・乗降履歴を解析すると、パターン性が判別され、定期的に通う駅が推定され当該エリア居住者等の情報が特定されるリスクが⾼まり、さらにアプローチされるリスクの⽣じる
可能性がある。
・乗降履歴を⻑期間解析すると、住⺠の最寄り駅と職場の最寄り駅が推定される可能性がある。
・乗降履歴データを継続的に提供する場合、積み重ねられた乗降履歴の⼀意性から、履歴をつなげられてしまい、個⼈を識別されるリスクがある。
・着駅を観光エリア７駅に絞っているため、着駅を絞らない場合よりは特定されるリスクは低いもののランダム抽出ではないため、サンプリング情報よりはリスクが⾼い。
・元のデータから作り出ている履歴は、⻑さが⻑ければ照合されるリスクが⾼くなる。
・ある特異な履歴レコード（の利⽤者）が識別されてしまうと、それ以降の同⼀の仮IDが振られた全ての履歴を追跡されてしまうリスクがある。

0762
スタンプ



移動データの事例 ４）個人識別等に係るリスクを踏まえた加工方法の検討 

 前ステップで抽出したリスクに応じて、検討した加工方法は以下のとおり。 
 

対象情報 加工方法 備考 

識別子 カードＩＤ ・カードIDは、鍵付きハッシュ化を行い、不可逆的に
変換することで、仮IDを生成する。 
・長期間にわたる場合は利用目的に応じて 
①適当な時間毎に更新する 
②他のIDとスワッピングする 
等の加工を検討する。 

・仮IDは利用者に対して同一で、利用者の元のカードID等が復元できなく、その識別
子は期間に制限され、他の匿名加工情報提供時に同一の人が、同一の識別子にな
らないようにする。 
・有効な方法としてハッシュ化を選択しているが、必ずしもこの方法には限らない。 

属性 
 

性別 加工無し。 ・加工の際、k-匿名化の必要性を考慮する。 

年齢 カテゴライズ化（５歳刻み、１０歳刻み等）する。 

生年月 必要性が低いため削除。 

郵便番号 

都道府県漢字 加工無し。 

市区町村漢字 

定期券発売情報
（カードＩＤを除く） 

加工無し。 
 

・対象エリア内の定期券は乗降履歴が記録されないので、乗降推定用には有効な定
期券発行枚数を用いる。 
・定期券情報は、最低半年ごとに書き換えられるものであり、履歴的 な性質を有して
いる。  

履歴 利用履歴情報（カー
ドＩＤを除く） 

・7駅に限定されているため、着駅を絞らない場合より
はリスクは低いものの、 
①仮IDを制御して他の仮IDと紐付かないようにする 
②ランダム化（一部の情報をランダム化する事も有
効） 
③履歴の長さを見て一部を削除する 
等の加工をすることでよりリスクが軽減される。 

・住民情報と判断されうる（7駅のエリア内で繰り返しの乗降履歴がある等）乗降履
歴は削除。 
・特異な値や傾向を持つ履歴は、個人識別性が高いものとして特異値となり得るが、
本ケースでの該当はなかった。 
・乗り越しで乗降する定期券情報は履歴の中に含まれず、推定情報として加算される
ため、個人を特定されるリスクはきわめて少ない。 
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マルチステークホルダープロセス実施マニュアル 
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 マルチステークホルダープロセスとは 
 事業者・消費者及び有識者等の利害関係者が参画するプロセスにおいて、それらの意見を踏まえたルール策定等を行う方法のこ
とをマルチステークホルダーという。 
 

 マルチステークホルダープロセスの実施手順例 

 平成26年度に経済産業省にて行った調査事業の報告書に基づき、パーソナルデータの活用に向けたマルチステークホルダープロ
セス実施方法についてのマニュアルを作成した。 

 「１．主催者」「２．参加者の条件・選定方法」「３．構成」「４．期間・回数」「５．進め方」「６．議題及び提案者」「７．
検討内容・結果の透明性担保」「８．結論の決定方法」「９．その他の全体に係る留意事項」の要点について解説を行った。 
 

 マルチステークホルダープロセス実施マニュアルについて 



データ流通促進ＷＧ/カメラ画像利活用ＳＷＧ 
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 経済産業省と総務省が協力し、分野・産業の壁を超えたデータ流通取引の活性化を目的として、IoT推進コン
ソーシアムの下に「データ流通促進ワーキンググループ」を2016年1月に設置。 

 IoTを活用したBtoBでのデータ取引を希望する事業者が多数現れてきている。他方、消費者の炎上リスク等の
データ取引に付随して生じる問題を懸念してデータの利活用を躊躇している状況がある。 

 取引を希望する事業者が具体的に検討を進めるユースケースをベースに、取引実施にあたって事業者が抱える
課題（消費者からの同意取得の方法や、データの利活用権限の考え方等）および課題へのアプローチ方法を
議論し整理することで、当該事業者のみならず業界を横断したデータ利活用を後押しする。 

 特にカメラ画像の利活用については、「カメラ画像利活用SWG」を設置し、カメラ画像利活用ガイドブックの作成
を行った。 

＜構成員＞ 
座長：森川 博之（東京大学先端科学技術研究センター） 
委員：板倉 陽一郎（ひかり総合法律事務所） 
     草野 隆史（株式会社ブレインパッド） 
     佐藤 史章（トーマツベンチャーサポート株式会社） 
     宍戸 常寿（東京大学大学院法学政治学研究科）       
     柴崎 亮介（東京大学空間情報科学研究センター） 
     寺田 眞治（株式会社オプト） 
     中崎 尚（アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 
     林 いづみ（桜坂法律事務所） 
     村上 陽亮（株式会社KDDI総研） 

＜第１回 データ流通促進ＷＧ（公開）の様子＞ 
基本は非公開とし、事業者を招聘し、今年度も月1回ペースで開催。社名を
伏せ結果を公開。 
一方「カメラ画像利活用SWG」は公開とし、2016年7月から10月まで計4回
開催した。 
 
 
 
 
 
 
 
 



カメラ画像の利活用で実現できること 

安心安全な社会 

・欲しいものが欲しい時に手に入る 
・膨大な商品廃棄を減らし、省エネ・省資源化 

街頭カメラ 

店舗内カメラ 

車載カメラ 撮 影 

撮 影 

生活者 

利活用 

…
 

スマートに手に入れる 

・混雑や渋滞がなく、スムーズな移動が可能に 
・将来の自動運転の研究開発にも貢献 

・迷子や急病患者の早期発見も可能に 
・災害時の避難計画や群衆誘導支援 
 
 

 
 
 

スマートな街づくり 
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「カメラ画像利活用ガイドブック」について  

・ カメラ画像については、顧客満足度の向上等の観点で利活用ニーズが高いが、下記特徴を有する。 
・ 他方で事業者は、カメラによる撮影にあたっての事前告知等、生活者とのコミュニケーションに課題があること
で、カメラ画像の利活用を躊躇。 

・ 更に、生活者の不安（例えば「データの利用目的が分からない」等）を払拭することが必要。 
・ このため、事業者が利活用するにあたり、生活者とそのプライバシーを保護し、適切なコミュニケーションをと
るにあたっての配慮事項を、事業者によるユースケースを基に整理。 

背景 

- 個人情報の取得への暗黙の同意を行っているとは限らない状況で、個人情報の取得が行われる。 

- カメラ本体を目視しただけでは、カメラで取得された情報の利用範囲が想像・把握できない。 

- 本人が希望・意図する範囲を超えた情報の取得が行われ、本人の想像しない情報が後日開示等される可能性がある。 

- 取得時点では撮影側も予想しない情報が、解析・プロファイリング技術の進歩により後日明らかになる可能性がある。 

（カメラ画像の特徴） 

 ガイドブックの位置づけ 
・ 生活者とのコミュニケーション方法を検討する等、生活者と事業者間での相互理解を構築するた
めの参考とするもの。（記載された配慮事項を事業者へ強制するものではない。） 

・ これらを基に、事業者の業界・業態に応じた利活用ルールの設定を期待。 
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「ガイドブックの適用対象」について 

（下記にあてはまらない類型については、別途検討が必要）  カメラの類型 
■ 店舗等に設置されたカメラ 

○入出時点で画像を
取得 

○特徴量データを抽
出後、速やかに撮
影画像を破棄 

○来店者の人物属性
（年齢等）を判断 

【レジ待ち時間の短縮等】 

○空間内を移動する
画像を取得 

○動線データの生成
に必要な座標値を
抽出後、速やかに
撮影画像を破棄 

【品揃えの充実等】 

■ 屋外に向けたカメラ 

○通行する人・物
体の画像を取得 

○人・車等を識別
しカウント後、
速やかに撮影画
像を破棄 

【地図利便性向上】 

■ 準公共空間設置カメラ 

○街中の看板・交
通標識等の画像
を取得 

○情報を抽出後、
速やかに撮影画
像を破棄 

【都市計画等】 

○通行する人物の
画像を取得 

○アイコン化処理
後、速やかに撮
影画像を破棄 

【代替交通手段の検討等】 

  前提 
・ 個人情報保護法等関係法令を遵守し、個人を特定する目的以外の
目的でのカメラ画像の利活用を検討する事業者。 

   ※ 防犯目的で取得されるカメラ画像の取扱いは対象外 
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「配慮事項」について 

・ 特定の個人の識別が可能な画像であれば、個人情報保護法の遵守と共に、以下の対応が必要。 

 ①基本原則 

a. 取得・加工・保存・利活用の各過程におけるデータのライフサイクルを定めると共に、
データが記録・保存される機器やサーバ群、及びネットワーク上の各所における責任主体
を定め、リスク分析を適切に実施すること。 

b. 運用実施主体を明確に定め、相談や質問・苦情等を受け付けることのできる一元的な連
絡先を設置すること。 

c. 生活者が一貫した説明を受けられるよう、カメラ設置場所周辺で勤労する従業員等に対
する教育を実施すること。 

d. 生活者がカメラ画像利活用の効果を実感しているか、不満が無いかといった意見をくみ
取り、生活者との対話の努力をすること。 

e. パブリック空間を撮影する場合、設置場所の自治体で定められる条例を遵守すること。 
 
 

・ 以下の利活用の過程毎に配慮事項を整理。 
  ①基本原則   ②事前告知時   ③取得時   ④取扱い時   ⑤管理時  

 配慮事項の整理 
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「配慮事項」について 

・十分な期間をもって事前告知を行う。 
・撮影対象場所における物理的な方法（ポスターの掲示やパンフレットの配布等）、もしくは電子
的な方法（自社ホームページでのリリース等）、あるいは両方を組み合わせた方法。 

 ※ 具体的な告知内容・方法については、生活者がその情報を得る機会が増すよう、撮影対象場所や利活用目的
等を総合的に考慮し、事業者が決定する。 

 ②事前告知時（既設のカメラに新たな利用目的を追加し撮影する場合にも適用） 

○カメラ画像の内容及び利活用目的 
○運用実施主体の名称及び連絡先 
○カメラ画像の利活用によって生活者に生じるメリット 
○カメラの設置位置及び撮影範囲 
○カメラ画像から生成または抽出等するデータの概要 
○生成または抽出等したデータからの個人特定の可否 
○生成または抽出等したデータを第三者へ提供する場
合、その提供先 

○データ利活用の開始時期           等 

■ 記載内容例 

※ 既設のカメラにより撮影・保存済みの画像データを新たな目的で利活用する場合については、当該画
像データに映り込んだ生活者から改めて同意を取得する必要がある点に留意が必要。 

■ 事前告知文面例 
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「配慮事項」について 

・通知を行う必要がある。 
・撮影対象場所における物理的な方法（ポスターの掲示やパンフレットの配布等）、もしくは電子
的な方法（自社ホームページでのリリース等）、あるいは両方を組み合わせた方法。 

 ※ 具体的な通知方法・通知内容については、生活者が容易にその情報を得られるよう、撮影対象場所や利活用
目的等を総合的に考慮し、事業者が決定する。 

 ③取得時（既設のカメラに新たな利用目的を追加し撮影する場合にも適用） 
 

○運用実施主体の名称及び連絡先 
○カメラ画像の利活用によって生活者に生じるメリット 
○カメラの設置位置及び撮影範囲 
○カメラ画像から生成または抽出等するデータの概要 
○生成または抽出等したデータの保存期間 
○生成または抽出等したデータからの個人特定の可否 
○生成または抽出等したデータを第三者へ提供する場
合、その提供先 

                       等 

■ 記載内容例 

※ 既設のカメラにより撮影・保存済みの画像データを新たな利用目的で利活用する場合については、
当該画像データに映り込んだ生活者から改めて同意を取得する必要がある点に留意が必要。 

■ 通知文面例 
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「配慮事項」について 

・利活用に必要となるデータを生成または抽出後、元となるカメラ画像は速やかに破棄する。 
・カメラ画像の処理方法を明確にし、処理後のデータによる個人の再特定のリスクについて予め分
析を行う。 

・処理後のデータを保存する場合、処理にあたっては、保存後のデータを用いた個人の特定が不可
能となるような方法を用いる。 

 ④取扱い時 

・事前の明確な同意が取得できないことを考慮し、カメラ画像の利活用に伴って生じるリスクの分
析を予め行った上で、カメラ画像から生成または抽出等したデータに対して適切な安全管理措置及
びセキュリティ対策を行う。 

・カメラ画像の利活用を開始するにあたっては、情報の漏洩や不用意な伝播や利用目的外の利用を
防ぐため、取得したカメラ画像・当該カメラ画像から生成または抽出したデータについての取得項
目・利用範囲・アクセス権・保持期間等を適切に定める。 

・カメラ画像から生成または抽出等したデータを第三者へ提供する場合、当該第三者との間で、
データの利用条件や内容について定めた契約を締結する。 

・第三者との契約条件（データの内容や利用条件等）に変更が生じ、生活者に通知したデータの利
用条件に変更が生じた場合には、十分な期間をもって事前告知を行う。 

 ⑤管理時 

23 



【適用ケース１】店舗内設置カメラ（属性の推定） 

●店舗内設置カメラやセンサを用い、来店者の人
数・年齢・性別等を取得・分析。 

●レジ待ち時間の短縮やオペレーション（従業員
配置等）の効率化に活用する。 

＜ユースケースの概要＞ 

●店舗入口での通知文面例 

●配慮事項の対応例 
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【適用ケース２】店舗内設置カメラ（移動軌跡の生成） 

●店舗内設置カメラやセンサを用い、来店者の人数・年
齢・性別・移動経路・棚前での動き等を取得・分析。 

●品揃えの充実やマーチャンダイジング（店内レイ
アウト変更等）に活用する。 

＜ユースケースの概要＞ 

●店舗入口での通知文面例 

●配慮事項の対応例 
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※行動パターンと形で機械 
学習、顔の特定は行わない 

●様々な動画から人や車が動く映像をアルゴリズ
ムを用いて画像解析。 

●歩行者・自転車・車の量や方向等のデータを取
り出し活用（出店計画等）する。 

＜ユースケースの概要＞ 

●店舗入口での通知文面例 

●配慮事項の対応例 

【適用ケース３】屋外に向けたカメラ（人物カウント） 
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【適用ケース４】屋外に向けたカメラ（構造物や道路概況の把握→車載カメラ） 

タクシー 

※撮影された映像データはドライブレコーダーの記憶媒体（SD
カード）に48時間分保存可能、48時間以降は上書き 

表札文字は 
識別できない 

通行人の顔は 
識別できない 

●タクシーのダッシュボードにカメラを設置し
屋外の様子を撮影。 

●地図作成事業者が（人海戦術でやっている）
地図データ更新に活用する。 

＜ユースケースの概要＞ 

●タクシー車両での通知文面例 

●配慮事項の対応例 
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【適用ケース５】駅構内カメラ（人物の滞留状況の把握） 

●改札付近での通知文面例 

●画像解析により人の居場所や動静をアイコン
化し、駅の混雑情報や入場規制等を配信。 

●乗客自らによる列車運行支障時に迂回や代 
 替交通手段等の行動選択の一助とする。 

＜ユースケースの概要＞ ●配慮事項の対応例 
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１．はじめに 
２．本ガイドブックにおける用語の定義 
３．ガイドブックの適用対象 
 ３．１ カメラの類型 
 ３．２ カメラ画像の取扱い方 
 ３．３ 検討のスコープ 
４．配慮事項 
 ４．１ 基本原則 
 ４．２ 事前告知時の配慮 
 ４．３ 取得時の配慮 
 ４．４ 取扱い時の配慮 
 ４．５ 管理時の配慮 
５．配慮事項を組み込んだ適用ケース 
   ケース(1) 店舗内設置カメラ（属性の推定） 
 ケース(2) 店舗内設置カメラ（移動軌跡の生成） 
 ケース(3) 屋外に向けたカメラ（人物カウント） 
 ケース(4) 屋外に向けたカメラ（構造物や道路 
                 概況の把握→車載カメラ） 
 ケース(5) 駅構内設置カメラ（人物の滞留状況の把握） 
 
6. 別途検討が必要な課題 
 
参考文献 
〈参考〉委員構成 

●本ガイドブックにおける配慮事項に
基づく対応を実施し、生活者からの
一定以上の理解を得た場合であって
も、カメラ画像の取得や利活用に対
して、すべての生活者の同意や理解
を得ることは困難である。 

 
●カメラ画像の利活用に伴う各種の批
判や訴訟の発生リスクを完全に排除
することも不可能である。 

 
●当該サービスの利用者をはじめとし
た生活者と適切なコミュニケーショ
ンを図り、相互理解を構築するため
に不可欠だと思われる要素を整理し
たものである。配慮事項に基づく、
事業者自らによる、業界・業態に応
じた利活用ルールの設定を期待する
ものである。 

＜ガイドブックの目次＞ ＜備考＞ 

「カメラ画像利活用ガイドブック」の目次等 
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同意ガイドライン・契約ガイドライン 

30 

検討項目 

✔ 

参考ひな形 

別紙 

利用範囲 

保証 

対価条件 

etc 

✔ 

✔ 

 目的 
・データに関する取引における事業者の契約交渉労力の軽減 
・取引開始後の予期せぬトラブルの抑止 
 
 概要 
・データに関する取引に係る契約の検討項目と参考ひな形で構成 
・検討項目では、「データの利用範囲」、「保証」、「対価条件」等、 
 データに関する取引に係る契約において留意すべきポイントを整理 

「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」 
平成27年10月 

 目的 
事業者によるパーソナルデータの利活用に当たって重要な消費者と事業者の間の信頼関係の構築を促進 
 
 概要 
・事業者による消費者への分かり易い情報提供に必要な指針を示す 
・「取得する個人情報の項目（氏名、住所等）」、「利用目的」、「第三者提供の有無（提供先）」等、パーソナ
ルデータ取得時に通知が必要な項目を整理 

「消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択に関するガイドライン」 
 平成26年10月 

ＩＳＯ/ＩＥＣに提案中 



ＣＢＰＲ（Cross Border Privacy Rules）システム 
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 ＣＢＰＲ（Cross Border Privacy Rules）システムは、企業等の越境個人情報保護に係る取組みに関
し、APEC情報プライバシー原則への適合性を認証。 

 申請企業等は、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等に関して自己審査を行い、その内容につい
てあらかじめ承認された中立的な認証機関(アカウンタビリティ・エージェント:民間団体又は政府機関)から認証審
査を受ける。 

 2017年1月現在、米国、メキシコ、日本、カナダがエコノミーとして参加。 
 認証機関としてアメリカのTRUSTeが認定を取得し、米IBM、Apple、HP等がTRUSTeから認証を取得済み。 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）は、昨年1月に我が国初のアカウンタビリ
ティ・エージェントとして認定され、昨年6月より認証開始。 

 国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するためのシステム 

これにより、我が国においても、グローバルに活躍する企業等の越境個人情報保護の取組に、
我が国としてAPECのCBPR認証を付与することが可能に。 

①JIPDECが運営する個人情報保護にかかる認証制度の認証事業者 
②電子情報の保護と利活用の推進のためJIPDECに組織する事業プログラム制度の会員 
のどちらか一方の要件を満たすことが必要であり、また、JIPDEC認定個人情報保護団体の個人情報保護指針の遵
守に同意することが必要。 

 ※CBPRの申請者の条件 
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ＣＢＰＲシステムの概要 

 個人情報が絡む取引相手の企業等に対して、APECの原則に合致した適切なポリシーと手続を備
えており、個人情報を取得する際に必要となる説明をしているか。 

 消費者に対して、国境を越えて送信される個人情報が保護されることを信頼及び信用できる仕組み
をもっているか。 

 事業者を対象に、APEC情報プライバシー原則に基づく事前質問書に基づき、以下の点を確認し認証 

共同監視パネル 

（４）承認確認 
（５）各エコノミーに勧告 
期限内に反対意見がなければＥＣＳＧにより 
承認されたと見なされる 

（６） 承認 

電子商取引運営グループ（ECSG） 

エコノミー 
（２） 審査 
  認証機関としての 
  適性を審査 

（３）指名及び申請書類提出 

（１）申請 

※(1) ～ (6) 認証機関が承認される手順 
   ① ～ ⑤ 企業等が認証される手順 

③ 認証審査 
  自己審査の内容を審査 

企業等 

⑤ 認証企業等の登録、公表 

② 申請 

④ 認証 

（法執行） 

① 自己審査 
・越境個人情報保護に係るAPEC情報プライバシー原則を遵守して
いるか否かの質問票に回答 

アカウンタビリティ・ 
エージェント（認証機関） 

個人情報保護法執行機関 

データプライバシーサブグループ（DPS） 

（メンバー） 

APEC 
APEC/CBPRシステムの概念図 
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ＣＢＰＲシステムのメリット 

① ＣＢＰＲの信頼性を軸としたグローバルなデータの事業者間の循環構造 

【日本】改正個人情報保護法の全面施行時には、個人情報を第三国に移転する際の条件の一つとしてＣＢＰＲ
が位置付けられる。 

② 各国の越境移転手段の証明ツールへ 

データ取得 データ処理 データ保存 

事業者間の信頼 事業者間の信頼 

 事業者間のデータ取引の促進 
 プライバシーへの懸念の解決 

APEC域内だけではなく今後の世界的なスタンダードになっていく可能性 

事業者と利用者間の信頼 

ISO14001 環境マネジメントシステム 
ISO9001  品質マネジメントシステム 
ISMS     情報セキュリティマネジメントシステム 
等、他分野では既にエコシステムが定着 

利用者 



JIS Q 15001の改訂検討 
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 検討状況について 

 個人情報保護法が平成１７年４月に全面施行されてから十余年が経過し、その間、情報通信技術が発展
し、膨大なパーソナルデータが収集・分析される、ビッグデータ時代が到来。 

 個人情報として取り扱うべき範囲の曖昧さ（グレーゾーン）のために、企業が利活用を躊躇する状況や、いわゆ
る名簿屋問題により、個人情報の取り扱いについて一般国民の懸念も増大のため、個人情報の保護を図りつ
つ、パーソナルデータの利活用を促進することによる新産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現
のために、個人情報保護法は平成２７年９月に改正。 

 個人情報保護法の改正を踏まえて、ＪＩＳ（ＪＩＳＱ１５００１：２００６<個人情報保護マネジメント
システム要求事項>）の改訂を行うことにより、個人情報保護制度に関する様々な問題意識に対応し、事業者
が行う個人情報の適正な取扱いの確保や有用な個人情報の利活用に関する活動を支援することを目的とする。 
 

 個人情報保護法の改正及び、政令・規則・ガイドラインの策定を受けて、昨年１１月より、経済産業省において
JIS Q 15001の改訂に向けて検討を開始したところ。 

 「生産者（認証サービスを提供する者）」「使用者（認証サービスを受ける者）・消費者（使用者が提供する
サービスを消費する者）」「中立者（有識者）」によって構成される原案作成委員会が設置され、検討を行って
いる。 

 今年度中に、原案のとりまとめを行う予定。 

 JIS Q 15001の改訂の目的 



ご静聴いただきありがとうございました。 
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