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拡がる脅威とビジネスチャンスに対応するセキュリティ

パーソナルデータ利活用に関連す
る法制度の動向

ビッグデータやパーソナルデータの
利活用と，適法かつプライバシに配慮
した規律が求められる中，2015年に
個人情報保護法が改正され（以下，改
正法＊ 1 ，（1）），2017年 5 月30日の全面
施行に向けた準備が政府主導で進めら
れています．個人情報保護に関する法
令の体系を図 １ に示します．一番下に
位置する個人情報保護法を基にガイド
ライン等によって具体化される構成に
なっており，特に実務担当者が見てお
くべき項目は，中ほどから上に位置す
る「個人情報の保護に関する法律につ
いてのガイドライン」（2），省庁ガイドラ

イン，認定個人情報保護団体＊ 2 指針
です．

認定個人情報保護団体指針は，従来
あまり意識されてこなかったかもしれ
ませんが，今回の法改正で，特に「匿
名加工情報」の取扱いに関する事項の
追加と，対象団体への指針遵守のため
の指導 ・ 勧告が義務化されたため，重
要になっています．NTTグループを
対象とする認定個人情報保護団体に
は，一般財団法人日本データ通信協会

（デ協）と一般財団法人日本情報経済
社会推進協会（JIPDEC）などがあり
ます．

個人情報保護法の改正ポイント

個人情報保護法の改正のポイントに

ついて，政府資料を基に作成した図 ２
を用いて，特に実務への影響が大きい
と思われる 5 点を挙げ，公布済みの施
行政令 ・ 施行規則の内容を踏まえて説
明します．

（1）　個人情報の定義の明確化：「個
人識別符号」の導入（改正法　第
2 条第 2 項）

情報単体で特定の個人を識別できる
ものとして「個人識別符号」の概念を
導入し，氏名などの情報がなくても個
人情報とされることになりました．具
体的には指紋や顔認証，静脈などの
データや，マイナンバー ・ 旅券番号 ・
運転免許証番号，基礎年金番号など公
的な番号が定義されています．例えば，
指紋認証機能付きUSBメモリやス
マートフォン内部に保存されている認
証用の指紋データも単体で個人情報に
なるため，企業内での取扱い規定につ
いて確認する必要が出てきます．

改正個人情報保護法 匿名化技術 パーソナルデータ

＊1	 改正法：個人情報の保護に関する法律及び
行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の一部を改
正する法律．

＊2	 認定個人情報保護団体：個人情報の適正な
取扱いなどを目的とし，対象事業者の苦情
処理や情報提供を行う民間団体で，分野ご
とに現在42団体があります．各団体が関連
する省庁が策定するガイドラインを基に指
針を策定し公開しています．

図 1 　改正個人情報保護法令の体系

民間分野

点線部分は内容未公開のもの（2017.1.19現在）

「認定個人情報保護団体指針」
省庁ガイドライン

債権管理
回収業分野（案）信用分野（案）金融分野（案）

電気通信
事業（案）

医療関連
分野など

個別分野を別途規律
個人データの漏えい等の事案が発生した
場合等の対応について（案）

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」

【通則編】,【外国にある第三者への提供編】,【第三者提供時の確認・記録義務編】,【匿名加工情報編】
今後，Q&Aその他解説資料等で補足

「個人情報の保護に関する法律施行規則」
「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」

「個人情報の保護に関する法律」

個人情報保護法改正のポイントとパーソナル 
データ利活用に向けた匿名加工

パーソナルデータの利活用によるさらなる産業振興と，プライバシ保護
の両立をめざし，2015年に個人情報保護法が改正されました．本稿では 5
つの改正ポイントと，NTTにとっても新たなビジネス創造につながる「匿
名加工情報」の制度について説明するとともに，NTT独自の安全性と有用
性を両立するPk-匿名化技術，および最新の研究状況を紹介します．
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（2）　「要配慮個人情報」（改正法　
第 2 条第 3 項）

要配慮個人情報とは，人種，信条，
社会的身分，病歴等，その取扱いによっ
ては差別や偏見を生じるおそれがある
ため，特に慎重な取扱いが求められる
個人情報を類型化したもので，いわゆ
る機微情報のことです．改正後は，本
人の同意なく要配慮個人情報の取得が
できなくなるため，企業で健康に関す
る簡易なアンケートなどで病歴を問う
場合に同意取得が必要になります．

（3）　「匿名加工情報」（改正法　第
36〜39条）

個人情報を特定の個人を識別するこ

とができないように加工し，かつ，当
該個人情報を復元することができない
ようにしたものを「匿名加工情報」と
定義し，一定の規律の下流通できるよ
うにする制度です．個人情報の第三者
への提供には本人の同意取得が必要で
すが，匿名加工情報は本人の同意取得
が不要というメリットがあります．

（4）　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）（改正法　第25，26条）

事業者が他者と個人データの授受を
行う場合に，取得経緯の確認，授受し
た情報の項目や提供年月日などの記録
が義務付けられました．不正な手段に

よって入手 ・ 流出した個人情報が，
転々流通することの防止を意図してい
ます．既存の契約形態が委託か，第三
者提供かの確認や，必要に応じて，ロ
グ取得機能の追加が必要になります．

（5）　「外国にある第三者」への個人
データの提供（改正法　第24条）

「外国にある第三者」とは外国に所
在する者で法人等を含む（自社の海外
支店等は該当しない）と定義され，そ
の外国にある第三者に個人データを提
供する場合，原則本人の同意がないと
個人データを提供できないというもの
です．ある海外法人の提供するクラウ
ドサービスに社員の個人情報の取扱い
を委託する場合にも，原則本人の同意
取得が必要になります．例外として，
個人情報保護委員会が定める外国の企
業であることや，APECの越境プライ
バ シ ル ー ル（CBPR: Cross Border 
Privacy Rules）に基づく認定を取得
した外国企業であれば本人の同意が不
要（3）とされています．

「匿名加工情報」の活用による新規
ビジネスの創出

「匿名加工情報」は個人情報を加工
した情報ですが，第三者への提供には
本人同意が不要というメリットがある

図 2 　個人情報保護法の改正のポイント

その他改正事項
・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5000人以下の小規模取扱事業者への対応

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
・（5）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

個人情報保護委員会の
新設およびその権限 ・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

個人情報の保護を強化 ・（4）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等提供罪の新設

適切な規律の下で個人
情報等の有用性を確保

個人情報の定義の
明確化

・（1） 個人情報の定義の明確化（個人識別符号の導入）
・（2） 要配慮個人情報（いわゆる機微情報）に関する規定の整備

・（3） 匿名加工情報に関する加工法や取扱い等の規定の整備
・個人情報保護指針の作成や届出，公表等の規定の整備

出典：http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou1.pdfより作成
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ため，うまく活用することで新たなビ
ジネス創出が期待できます．

匿名加工情報を活用するユースケー
スイメージを図 ₃（a）に示します．消費
者は小売業者にユーザ登録を行い，小
売業者から商品を購入したり，サービ
ス利用をすることにより，小売業者に
顧客データ，購買履歴などの生データ
が蓄積します．これを小売業者が加工
し，加工データを商品メーカ，専門店
などの他者に提供 ・ 販売し，他者は売
れ筋や販路の分析，出店計画に利用す
ることが考えられます．この提供 ・ 販
売するデータを匿名加工情報とする活
用が考えられます．

データの加工イメージを図 3（b）に
示します．①の表では，小売事業者は
顧客IDでユーザを管理し，顧客デー
タとして登録日，氏名，住所，生年月
日，性別を登録しています．さらに顧
客IDごとに購買履歴（日時，購入商
品の詳細や金額），購入経路（店頭 ・
ネット経由），支払方法（現金 ・ クレ
ジットカード），宅配サービスの利用
の有無などを管理しているとします．
現行法では本人同意なく他者に提供で
きるのは③統計情報ですが，統計情報
よりももう少しきめ細やかなデータへ
加工して使うことを考えます．

図 3 　匿名加工情報のイメージ

（b） データセットの加工イメージ

個人情報

消費者

（a）  ユースケースイメージ

ユーザ登録
買い物，サービス利用 小売業者

加工 提供・販売
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販路確認，広告

商圏分析，出店計画
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生データ（個人情報データベース）

匿名加工情報

② 匿名加工情報
仮ID 住所

（町丁目
まで）

年齢
（10歳刻み）

性別
（男/女）

購買履歴
（年月，
カテゴリ）

購入経路
（1:店頭，
2:ネット）

属性1
（宅配利用）

属性…

顧客ID 登録日
（YYYYMM
DD）

氏名 住所
（郵便番号，
詳細な番地
まで）

生年月日
（YYYYMM
DD）

性別
（男/女）

購買履歴
（日時，
購入明細）

購入経路
（1:店頭，
2:ネット）

支払方法
（1:現金，
2:クレカ）

属性1
（宅配
利用）

属性…

加工

① 生データ（個人情報）

・氏名等の個人特定につながる項目の削除，置換
・数値を丸めるなどの処理

③ 統計情報

商品カテゴリ
世代別購入額（201x年○月～○月，○市）

10代 20代 30代 40代 50代 60代 合計70代以上
食　品
日用品
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生データから氏名や住所などの個人
特定につながる情報を削除，または丸
めて個人が分からないようにし，いつ，
どんな商品カテゴリの商品を買った
か，ネット販売を利用したかどうかが
分かるデータ②に加工します．②は，
例えば商品メーカで売れ筋確認，興味
ある商品カテゴリが想定した顧客層に
受けているか，宅配の利用が多いか否
かなど，マーケティングへの活用が見
込まれます．

研究所の匿名化技術

改正法における匿名加工では，「特
定の個人を識別することができないよ
うに」個人情報を加工することが求め
られます．特定の個人を識別すること
ができないことを証明するのはとても
難しい問題であるため，実際には「あ
らゆる手法によって特定することがで
きないよう技術的側面から全ての可能
性を排除することを求めるものではな

く，少なくとも，一般人及び一般的な
事業者の能力，手法等を基準として当
該情報を個人情報取扱事業者又は匿名
加工情報取扱事業者が通常の方法によ
り特定できないような状態にすること
を求めるもの」（4）とされています．

具体的な匿名加工の方法や基準につ
いては，前述の指針等によって今後業
界ごとに決められることになります
が，例えばガイドラインの匿名加工情
報編（4）や匿名加工情報作成マニュア
ル（5）では，一般化，トップ（ボトム）コー
ディング，ノイズ付加などの方法が示
されています（表）．実際にこれらの
方法を使って匿名加工を行う際には，
利用するパーソナルデータのユース
ケースを明確化し，情報の項目に対し
て識別子，属性，履歴の仕分けを行っ
て，個人識別等にかかるリスクを抽出
し，どのような加工方法を適用するか
を検討することが必要です．

匿名加工したデータを実際のビジネ
スで活用するためには，特定の個人を
識別することができない匿名性を満た
すのと併せて，データを有効に活用で
きる有用性がなるべく高くなるように
加工することが重要です．NTTセキュ
アプラットフォーム研究所では，k-匿
名性という評価尺度を基準として，こ

表　匿名加工情報の加工にかかわる手法例

手法名 概  要
項目削除 ・レコード削除 ・
セル削除

加工対象となる個人情報データベース等に含まれる個人情報の
記述等を削除するもの．

一般化

加工対象となる情報に含まれる記述等について，上位概念もし
くは数値に置き換えること，または数値を四捨五入などして丸
めることとするもの．例えば，購買履歴のデータで「きゅうり」
を「野菜」に置き換えること．

トップ（ボトム）
コーディング

加工対象となる個人情報データベース等に含まれる数値に対し
て，特に大きいまたは小さい数値をまとめることとするもの．
例えば，年齢に関するデータで，80 歳以上の数値データを「80 
歳以上」というデータにまとめること．

ミクロアグリゲーション
加工対象となる個人情報データベース等を構成する個人情報
をグループ化した後，グループの代表的な記述等に置き換える
こと．

データ交換（スワップ） 加工対象となる個人情報データベース等を構成する個人情報相
互に含まれる記述等を（確率的に）入れ替えること．

ノイズ（誤差）の付加 一定の分布に従った乱数的な数値を付加することにより，他の
任意の数値へと置き換えること．

疑似データ生成 人工的な合成データを作成し，これを加工対象となる個人情報
データベース等に含ませること．

出典：個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）」より作成
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れを確率的な尺度に置き換えたPk-匿
名性というNTT独自の評価尺度に基
づく匿名化技術を開発しました（6）．こ
れは，項目の値を確率的に書き換える
ランダム化という処理に基づくもの
で，k-匿名性と同等の安全性を持つこ
とが数学的に証明された世界初の手法
です．Pk-匿名性に基づく匿名化では，
値を確率的に書き換えているため，元
のデータとは違うものになりますが，
確率に基づくベイズ推定という方法を
使って統計的に元のデータに近いデー
タに加工することができます．k-匿名
化でよく使われる一般化という加工方
法では，例えば「きゅうり」を「野菜」
と変えることでデータの細かさが変わ
るのに対し，Pk-匿名化では「きゅう
り」を「トマト」のように細かさを変
えずにデータを書き換えるので，若干
の誤差は許しつつ，データの細かい分
布を見たいマーケティングなどの分析
において有用であると考えています．

NTTセキュアプラットフォーム研
究所では，これら匿名化技術の研究開
発を進めるとともに，実際にデータを
持っている事業者との共同研究や実証
実験，国内における匿名化技術に関す
るコンテストへの参加などを通じて，
多様なデータの匿名化に関する技術的

ノウハウを蓄積し，改正法の施行に合
わせたサービス提供の準備を進めてい
ます．

今後の展開

2017年 2 月ごろには，改正法の関
連ガイドラインや認定個人情報保護団
体指針の改定作業が進む一方，企業の
個人情報保護関連の規定類の見直し
や，有用なデータを匿名加工情報にし
て活用するビジネスの検討が進んでい
るかと思います．私たちは，法制度関
係の動向を踏まえながら，法制度と技
術の両面からNTTグループ内での技
術支援と，学会活動等の対外活動を引
き続き行っていきます．
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個人情報保護法の改正により，匿名加工
情報というパーソナルデータ利活用のため
の新たな制度ができました．この制度の利
用や匿名化技術の活用を検討中のご担当者
からのご相談をお待ちしています．
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