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クラウドビジネスを支えるセキュリティ基盤技術

パーソナルデータの二次利用

情報通信技術の革新に伴い多種多
様な大量の情報が容易に収集･分析
できるようになり，ビッグデータの利
活用による新たな価値創造への期待
が高まっています．特に最近では，
「パーソナルデータ」を社会や産業の
発展のために二次利用する各種取り
組みがみられるようになりました．
パーソナルデータは，個人情報保護法
で定義される個人情報に限らず，個人
に関する情報全般を指す，より広い意
味で用いられています（１）．しかしパー
ソナルデータを扱う事業者は，情報提
供者である個人のプライバシについ
て十分配慮した，適切な安全管理措置
を行う責務があります．個人情報保護
法では，第20条（安全管理措置）で「個
人情報取扱事業者は，その取り扱う個
人データの漏えい，滅失又はき損の防
止その他の個人データの安全管理の
ために必要かつ適切な措置を講じな
ければならない．」と定めています．
なお事業者がパーソナルデータの利
用目的について「本人同意」を得るこ
とは，一般に安全管理措置とは異なり
ます．事業者は同意を得たからといっ
て，パーソナルデータを漏洩させてし

まえば責任問題となり，社会的な信用
失墜も免れません．
それではパーソナルデータを二次
利用するために，必要かつ適切な安全
管理措置とはどのようなものでしょ
うか．例えば図₁に示すように，個人
や事業者がパーソナルデータをクラ
ウド事業者に提供し，クラウド事業者
はパーソナルデータを加工処理して
二次利用者に提供し，二次利用者は加
工処理結果を利活用する状況を考え
てみます．ここで加工処理結果とは，
分析結果や匿名化されたパーソナル
データ等です．クラウド事業者は，取
得したパーソナルデータの安全管理
措置と，提供した加工処理結果の安全
管理措置が求められます．特にパーソ

ナルデータの提供者は，クラウド事業
者に提供したパーソナルデータを直
接管理やコントロールすることがで
きず，情報漏洩や意図しない利用に対
する不安を感じるかもしれません．実
際，クラウドの利用を妨げる要因とし
てセキュリティに対する不安が上位
に挙げられています．
このような課題を解決する技術的な
安全管理措置として，パーソナルデー
タの情報漏洩や意図しない利用を未然
に防ぎプライバシを守る「秘密計算」
技術が注目を集めています．以降では，
秘密計算に関する技術概要とNTTセ
キュアプラットフォーム研究所の取り
組みを紹介します．
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図 1 　パーソナルデータの二次利用プロセスの例

個人・事業者

パーソナル
データ

加工
処理結果

加工処理
（データ分析・匿名化等）

二次利用者パブリック
クラウド

 高機密データも安全に二次利用可能な 
「秘密計算技術」

機密性の高いデータをクラウドで安全に処理する手段が求められていま
す．NTTセキュアプラットフォーム研究所では秘匿性と可用性を持ち，実
用的な速度のマルチパーティ型秘密計算技術を開発しています．本稿では，
注目される背景，基本的な仕組みから商用化に向けての取り組みまでを概
説します．
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秘密計算とは

秘密計算技術は，データを秘匿化し
たまま統計処理等のデータ処理を行う
技術です．クラウドにデータを預ける
際におけるセキュリティ対策の１つと
して暗号化があります．さらに，普通
は暗号化した状態ではデータ処理が行
えないため，クラウド内でデータを復
号する必要があり，データ漏洩のリス
クが生じます．秘密計算はこのような
リスクを低減する技術です．
（１）　模式図
秘密計算システムの模式図を図₂に
示します．①統計処理等の対象となる
データの保有者はデータを秘匿化して
秘密計算システムに送信しておきま
す．②統計分析等を行いたい分析者が，
秘密計算システムに分析要求を行いま
す．③秘密計算システムは秘密計算に
より秘匿化したまま処理を行い，④分
析者は分析結果だけを得ます．このと
き秘密計算の特徴として，秘密計算シ
ステムはデータを一切復号しません
し，分析者も分析結果以外は一切得る
ことはありません．
（2）　処理例
現在研究開発中の秘密計算技術は，
複数のコンピュータ（秘密計算サーバ）
が通信しながら協調して動作すること
で実現されます．入力データは秘密分
散と呼ばれるアルゴリズムで秘匿化さ
れた後，それぞれの秘密計算サーバに
分散されます．秘密計算サーバはほか
の秘密計算サーバと，秘匿化された
データを送受信しながら処理を行って
いきます．図₃は秘密計算の処理の
もっとも簡単な例です．

図3ではＡさん，Ｂさんがそれぞれ
テストの結果を持っています．このと
きに誰もほかの人のテストの点数を知
ることなくテストの平均点を得たいと
します．そのために，①2人がテスト
の点数を秘密分散，つまり「和が自分
の点数となるような3つの数」に分割
し，3つの秘密計算サーバに分散値を
送信します．②それぞれの秘密計算
サーバは各自受信したデータの和を計

算し，③最後にさらにその和をとり，
人数（この場合は2人）で割ります．
すると最終的な値は平均点の₇₇点と
なっています．また各秘密計算サーバ
内の数値は真のテストの点数とは関係
のない値になっており，Ａさん，Ｂさ
んの秘密も守られています．
図 3の方法で処理できるのは平均
値の算出だけですが，A.C.Yaoが１982
年に，計算量が膨大のため現実的な

図 2 　秘密計算の基本的なシステムモデルの模式図
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図 3 　秘密計算の処理の簡単な例
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処理は困難ながら，任意の処理を秘
密計算で処理できる方法を考案しま
した（2）．それ以来研究分野ではさまざ
まな処理を効率良く行うアルゴリズ
ムの研究が続けられています．NTT
セキュアプラットフォーム研究所で
は１0年以上前から秘密計算の研究を
開始し，2005年には世界最高速を達
成しました（3）．さらに近年は秘密計算
と統計処理の相性が良いことを発見
し，実用的な性能を実現して実証実験
等を行ってきました（4）．

秘密計算基盤（Trust-SC）の概要

秘密計算基盤（Trust-SC）はNTT
セキュアプラットフォーム研究所が
培ってきた世界最高速の秘密計算技術
を応用したオンライン統計分析向けシ
ステムです．秘密計算技術によりオン
ラインサービスでありながら，運用者
を含む第三者に対して元データを一切
開示せずに分析者に対して統計分析の
みを行わせることが可能です．
秘密計算基盤（Trust-SC）の概念
図を図₄に示します．次に，主な特徴

について説明します．
（１）　演算機能が豊富で処理が高速
秘密計算基盤（Trust-SC）が提供
する統計関数のリストを表に示しま
す．基本統計関数（最大値，最小値，
中央値，平均，分散），応用統計関数，
データベース処理（検索，表演算）と
いった統計計算でよく用いられる演算
を，データを秘匿化したまま実行可能
で，これは他技術方式にはない特徴で
す．また，秘密計算基盤（Trust-SC）
は，これらの関数を特殊なサーバを用
いず，一般的なPCサーバ（CPU	 4
コア,メモリ32	GB等）で高速に処理
することができます．
（2）　Rによる統計分析
医療，金融，環境などの学術分野を
はじめとして幅広い支持を集めてい
るオープンソースの統計解析ソフト
であるRをインタフェースとして統計
分析を行うことができます（図 ₅）．
秘密計算基盤が提供する統計分析関
数は，すべてRの関数ライブラリとし
て実装されています．Ｒの機能を用い
ることで，これらの最小値･最大値･

中央値 ･平均 ･分散といった基本的
な関数を組み合わせて，必要な統計関
数を新たに定義することができます．
また，Rが持つ豊富なライブラリを用
いることで，グラフ作成･ファイル作
成等，さまざまな形式での出力に対応
できます．
（3）　秘密計算認証
本システムは単一の秘密計算サーバ
へ侵入された場合でも，元データを漏
洩させないように考慮されています．
ただしそのようなセキュリティポリ
シーの下ではユーザは各秘密計算サー

表　秘密計算基盤（Trust-SC）が
提供する統計関数
種　別 関　数
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表計算
t検定
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補助関数
件数取得
条件フィルタ
シャッフル

図 4 　秘密計算基盤（Trust-SC）の概念

CSV
ファイル

統計解析
ソフトR

グラフ

独自定義関数

データ登録
クライアント

秘密計算
認証

秘密計算
認証

マニュアル・バッチ実行

基本統計
フィルタリング

表演算

分析関数
ライブラリ

秘密計算サーバ 秘密計算
エンジン

秘密計算
エンジン秘密計算サーバ

秘密計算
エンジン秘密計算サーバ

既存
データベース

CSV
ファイル



NTT技術ジャーナル　2014.370

クラウドビジネスを支えるセキュリティ基盤技術

バに対して異なるパスワードで認証を
行う必要があります．秘密計算認証は
ユーザの利便性とセキュリティを両立
する独自の認証方式です．ユーザが認
証に用いるパスワードは１つですが，
サーバに格納するパスワードは秘密分
散して保管されており，パスワードの
検証は秘密計算を用いて実行されま
す．仮に秘密計算サーバの１つが侵入
を許したとしても漏洩するのは秘密分
散された秘匿化情報のみであるため，
ユーザへの成りすましは不可能です．

今後の展開

これまで理論的な研究にとどまっ
ていた秘密計算技術が，パーソナル
データの二次利用における安全管理
措置のニーズに伴って実用研究が一
気に加速し，実用化のめどが立つまで
になりました．NTTセキュアプラッ
トフォーム研究所では，世界で初めて
商用レベルの秘密計算技術実装シス
テムを開発し，１0万件規模のデータ

分析を実用的な時間で処理できるこ
とを確認しました．
今後はビッグデータの利活用に向
け，より大規模のデータ分析が可能な
システムの開発を行っていくととも
に，利用者が安心してお使いいただく
ための，法制度といった社会科学的な
アプローチの研究も並行して取り組ん
でいきます．
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 スマートデバイスの普及等により日々発
生するパーソナルデータを，秘密計算技術
を用いてクラウドで安全に処理可能とする
ことで，データ提供者，データ分析者，ク
ラウド事業者各々が安心できるパーソナル
データ二次利用サービスができる環境を整
備していきます．

◆問い合わせ先
NTTセキュアプラットフォーム研究所
セキュリティマネジメント推進プロジェクト
TEL	 0422-59-4334
E-mail　info-sed lab.ntt.co.jp

図 5 　Rを介したKaplan-Meier法の実行結果


