
ライフログは使ってよいか？

ライフログがいろいろな生活に役立

つことが分かってきました．ネットショッ

ピングで推薦された本を買った経験を

お持ちの方もおられるでしょうし，携

帯電話についている歩数計からの健康

アドバイスを気にしている方もいらっ

しゃることでしょう．これらのサービス

は行動情報（ライフログ）を集めて分

析することによって，自動的に実現す

ることが可能になってきています．そ

の仕組みは，「人の行動を数多く集め，

そこから“あなた”にとっての良い知

恵や悪いことがらを見つけること」に

よって成り立っています．さらにこの

仕組みは，より詳細な他人の行動情報

を必要とします．より詳しい情報があ

れば，より詳しい推薦をすることがで

きます．ところがこの仕組みを追求す

ることの先にはプライバシの問題が存

在しています．詳細なライフログを集

めることによって，そのライフログの持

ち主が明らかになり，知られたくない

情報が知られてしまう事態は避けなく

てはなりません．現代に生きる私たち

は，ライフログを蓄積して活用する，

いわば人類初めての世代です．まだ誰

も正しいライフログの使い方を理解し

ていないのかもしれません．

「ライフログは使ってよいのか？」

という問いに対して，どのような立場

から回答が可能でしょうか．まず，ラ

イフログを提供してくれる人がいなけ

れば何も始まりませんので，ユーザの

受容性の問題が挙げられます．次に，

ライフログを活用することでユーザと

サービス提供者の双方にメリットがな

ければ成り立ちませんので，サービス

やビジネスモデルに関する問題が挙げ

られます．さらに，活用を行うための

規範やあるいは利害の対立の諸問題を

社会的に解決するための法や制度と

いったものがあります．これらをふまえ

て，ライフログを保護しながら活用を

行う技術検討が行われています．これ

をプライバシ保護データ活用技術と呼

びます．ライフログ活用のサービスを

社会に定着させるには，便利さが実感

できるサービス，法制度の整備，そし

てプライバシ保護データ活用技術のす

べてを連携させた取り組みが必要です

（図１）．

NTT情報流通プラットフォーム研究

所では，ライフログに代表される個人

に関連するデータ（個人のデータ）の

処理の重要さに着目し，そのためのプ

ライバシ保護データ活用技術と社会の

問題点に関する議論を重ねています．

本稿では，ライフログに関する法制度

の動向とプライバシを保護しデータを

活用する技術について説明します．

ライフログと法制度

現在我が国に，ライフログの利用に

関する直接的な法律やガイドラインは

ありません．そこで，はじめに個人の

データの扱いに関する基本的な考え方

を紹介します．

経済協力開発機構（OECD）は

1980年に「プライバシー保護と個人

データの国際流通についてのガイドラ

インに関するOECD理事会勧告」を

発表していますが，そこで個人データ

は本人の同意を得て収集することや，

利用目的を明確化して，目的外には

利用しないことなどが定義されていま

す．この勧告は我が国を含む各国の個
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図１　ライフログ活用のための連携 

法制度 

本稿では，ライフログを活用するために今後必要となるプライ
バシ保護の課題について説明します．法制度の状況を概観したの
ち，プライバシ保護の代表的な技術である匿名化技術と秘密計算
技術の研究開発動向について示します．
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人データの扱い方の基本になってい

ます．

次に，OECD勧告の８原則を図２

に示します．この勧告を下敷きにして，

我が国でも「個人情報の保護に関する

法律」が2003年に成立しています．

この法の中で，個人情報は図３のよう

に定義されています．また同法の中で，

適正な取得（第十七条）や，利用目

的の通知（第十八条），第三者提供の

制限（第二十三条）も定められてい

ます．

この法律のおかげで個人のデータの

取り扱いで守るべきことが明確になり

ました．ただしライフログの利用は個

人情報保護法に抵触すると認識される

ことがしばしばありますが，「個人情報

の有用性に配慮」（個人情報保護法第

一条）することも法目的に含まれるは

ずの個人情報保護法が，新しいビジネ

スの開拓や社会ニーズの変化に追いつ

いていないのではないかという議論が起

きています．例えば，ライフログはど

こまで個人情報に該当するのか，ある

いは個人情報を排除したデータの扱い

はどうあるべきなのか，などが課題と

なっています．

2007年度から３年間実施された経

済産業省の「情報大航海プロジェク

ト」では，個人のデータの利活用に積

極的に取り組み，データを個人が特定

できないように「匿名化」して活用す

ることを基軸に，そのためのベストプ

ラクティスの収集やソフトウェアの開

発が行われています（1）．また，総務省

が2009年から開催している「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」では，ライフロ

グ活用サービスの検討が行われ提言が

まとめられました．そこでは，「ライフ

ログをウェブ閲覧履歴・決済履歴・位

置情報など広範な概念とした上で，行

動ターゲティング広告に必要な情報は，

個人識別性を持たないと考えられるが，

他の情報と容易に照合して特定の個人

を識別できる場合や，長期間蓄積され

個人の推定が可能な場合は，個人情

報として扱う」ということを求めてい

ます（2）．両取り組みとも，現在は規

制的な制度設計を行うよりも，社会動

向やニーズの変化に配慮して，業界の

自主的なガイドライン策定を促すこと

を取り組みの方針としています．いず

れにせよ安全性が確かめられる技術を

用いた運用が必要であると私たちは考

えています．

プライバシ保護データ活用技術の

分類

ライフログを利用したサービスを設

計するためには，ライフログの持ち主

のプライバシに配慮する必要がありま

す．銀行の預金残高は銀行と本人の

みでしか参照されないように，個人の

データが本人と特定のシステムの間の

１対１でのみ扱われる場合にはいわゆ

るセキュリティ対策を行っていれば十

分安全といえます．しかしライフログ

活用のように複数のシステムをまたが

る「流通」が想定されるときは，デー

タのプライバシに配慮する必要があり

ます．図４はライフログの流通プロセ

スを模式化したものです．まず個人か

ら受け取るライフログそのものへの配

慮があるでしょう（図４①）．次に受

け取った情報の扱いにも気を使う必要

があります．ライフログを保管しさら

１．収集制限の原則 

２．データ内容の原則 

３．目的明確化の原則 

４．利用制限の原則 

５．安全保護の原則 

６．公開の原則 

７．個人参加の原則 

８．責任の原則 

図２　OECD 勧告の８原則 

（第二条　個人情報の定義） 

　この法律において「個人情報」とは，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．）をいう． 

図３　個人情報の定義 



に分析を社内の別部署に頼んだり社外

に委託することもあるでしょう（図４

②）．さらに分析結果から知見が得ら

れたとき，そのルールにプライバシ情報

が含まれていないことに留意する必要

もあります（図４③）．これらの各段

階で，アプリケーションの背後でデー

タのプライバシを守る技術が，プライ

バシ保護データ活用技術です．

この技術を代表するものとして，３

つの手法が知られています（3）（図５）．

本稿では特に古くから知られている匿

名化技術と，実用化が期待されている

秘密計算技術について詳しく説明し

ます．

匿名化技術

大量に蓄積された個人のデータ（ラ

イフログ）があり，その流通を考える

とき，個々のデータが誰のデータであ

るかを分からなくしておく必要があり

ます．これに対するもっとも基本的な

考え方が匿名化です．匿名化とは個人

のデータから，情報をできるだけ損な

わないまま，ユーザを特定できないよ

うにデータを変形することです．古く

から，例えば名前や住所など個人を特

定できる情報を削除する経験的手法は

存在していました．しかし，データか

ら名前が削除されていても，例えばそ

こに珍しい趣味や行動の組み合わせが

記録されている場合，そのデータが誰

のものか分かってしまう場合がありま

す．これを個人識別と呼びます．この

ような匿名化状態はあまり安全である

とはいえません．一方で安全性を重視

するばかりにデータを「丸め」すぎて

しまうと，もはやそのデータはあまり役

に立たないものになってしまうでしょ

う．そこで安全性と有用性の尺度を備

えた匿名化が必要になります．この尺

度を考慮しながら匿名化を行う技術が

匿名化技術です．安全性と有用性の

トレードオフを効率良く解決する方法

は現在もホットな研究分野です．

匿名化の尺度の代表に安全性を表

すk-匿名性があります．k-匿名性と

は，データから個人が直接識別できる

情報（例えば，氏名）を取り除いたう

えで，「守りたい属性情報の値の組合

せ（例えば，郵便番号・性別・年齢）

が同じ」レコードが少なくともｋ個あ

るようになっている状態です（図６）．

k-匿名性を満たす匿名化を効率良く行

うソフトウェアが情報大航海プロジェ

クトで開発され公開されています（1）．

秘密計算技術

よりセンシティブなデータを機密性

ライフログ活用サービスの基盤技術
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匿名化：識別情報を削除したうえ，データを丸めて（一般化して）誰のものか分からないようにする 
一般化の例　東京都武蔵野市緑町 男性 33歳　→　東京都武蔵野市 男性 30代 

再構築計算：データにノイズをのせて（かく乱）疑似データを作成する 
かく乱の例　東京都武蔵野市緑町 男性 33歳　→　東京都武蔵野市吉祥寺 男性 35歳 

秘密計算：データを暗号化して中身を全く明かさないままデータ処理を行う 
暗号化の例　東京都武蔵野市緑町 男性 33歳　→　%52TE4AS　&HR*YS　S!A@3S

図５　プライバシ保護データ活用技術の分類 

個人 
（情報提供者） 

情報提供 蓄積データ 統計データ 

●① ●② ●③ 

情報収集者 情報解析者 情報利用者 

図４　ライフログの流通プロセス 
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高く処理する方法に秘密計算がありま

す．秘密計算とはデータをほかの誰に

も明かさずに，あらかじめ取り決めし

た結果だけを計算する技術です．通常

の暗号技術では，暗号化されたデータ

を復号して元に戻さないと計算ができ

ません．私たちが研究開発を行ってい

るNTT秘密計算はデータを複数に分割

し，分割したまま元に戻さず計算がで

き，計算結果だけしか復元されません．

秘密計算の計算イメージを図７に示

します．図７は３人のテストの平均点

を，ほかの誰にも明かさずに計算する

例です．３人の生徒は自分のテストの

点数を分割して２つのサーバに送り

ます．２つのサーバはそれぞれが受け

取った点数の断片から和の断片を計算

し，最後に和の断片のみを明かすこと

によって，誰もが個々の点数を見ない

まま平均値を計算することができます．

NTT秘密計算は，この例を超えて，

No. 氏名 郵便番号 性別 年齢 趣味 
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No. 氏名 郵便番号 性別 年齢 趣味 No. 氏名 性別 年齢 趣味 
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k- 匿名化データ 

図６　k- 匿名化の例 
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図７　秘密計算で平均値を計算するイメージ 
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本例は足し算を簡易に実現しているが 
四則演算や論理演算のためには 
複雑な秘匿回路計算の実現が必要 
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分割したまま四則演算や任意の論理演

算（一致判定，大小比較など）を可

能にしています．さらにこれらの演算

を組み合わせることによって，個々の

データを秘匿したままの統計やマッチ

ング，さらにはデータマイニングといっ

た処理が可能です．秘密計算を実現す

るうえでは，図７で例示したように，

複数の独立な計算主体が必要で，将

来的にはライフログなどの機密性の高

いデータを安全に処理するクラウド

サービスなどによる実現が期待されて

います．また，秘密計算は処理速度の

問題があり，従来は実用化が困難と考

えられていましたが，NTT秘密計算

は1 000レコードの最大値計算が約１

秒で処理できるなど，実用に近い性能

を達成しました（4）．

秘密計算の実証実験

NTT情報流通プラットフォーム研究

所では，2010年２月に行われたNTT

R&Dフォーラム2010において，秘密

計算の実証実験を行いました．この実

験ではフォーラム参加者の位置情報と

個人属性情報を暗号化したまま解析す

ることに成功しました．具体的には，

1 000枚のRFIDタグを参加者に着用

してもらい位置情報を取得するととも

に，これに紐付けるかたちで会社や職

種などを専用PCや携帯電話から登録

していただき，秘密計算を使って展示

項目ごとの来訪者の傾向分析や，展示

項目の推薦などを行いました（図８）．

ま と め

ライフログの利用を推進していくた

めの課題と現状を法制度の整備状況か

ら概観し，さらに課題の中心となるプ

ライバシ保護データ活用技術の現状と

NTTにおける研究状況について説明し

ました．私たちは技術の実用化を急ぐ

とともに，ライフログを安心して使っ

ていただける環境の実現に向けて努力

を続けています．
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セキュリティ社会科学グループでは，ネッ
ト社会の安心実現を目指して，暗号アルゴ
リズムから法制度の分析や人の心理の理解
まで，昼も夜も幅広く研究しています．
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図８　秘密計算の実証実験 
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