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背景
•個人情報保護条例2000個問題 •定義からしてバラバラ、規定の有無もバラバラ •国会でも取り沙汰されるようになった •個人情報保護法2015年改正法の附則に検討規定 •「……第2条第1項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の

保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報
の保護に関する法制の在り方について検討……」 

•非識別加工情報（匿名加工情報）の制度が新設 •行政機関法の2016年改正、個人情報保護法の2015年改正 •自治体に拡大する方向 •「地方公共団体が保有するパーソナルデータに関する検討会」
（総務省自治行政局、2016年9月～）が検討中 

•データ利活用のために2000個問題が障害になる
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先行研究
•伊藤新、上原哲太郎（2014） •都道府県47団体と政令指定都市20団体 •個人情報の定義（生存、容易照合/照合） •実施機関の定義 •電子計算機処理・オンライン処理規制 •個人情報ファイル定義の有無、公表義務の有無 •個人情報保護審査会等の有無 •個人情報収集制限、例外の類型 •第三者提供制限の例外の類 •西郡裕子、湯淺墾道（2016） •都道府県市区町村1726団体 •制定年 •個人情報の定義（生存、容易照合/照合） •要配慮情報に相当する収集制限の有無
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本報告での調査
•「個人情報ファイル」定義の有無を調べる •都道府県市区町村1714団体 •西郡・湯淺らの収集したPDFファイル 1726個 •「地方公共団体個人情報保護条例」クレジット •「各地方公共団体の個人情報保護条例の収集は，電気通信普及財団平成26

年度（2014年度）研究調査助成「オープンデータにおける地方自治体の住
民の個人情報の取り扱いに対する住民の合意形成を可能とする個人情報保護
対策に関する実証的研究（継続）」（研究代表：湯淺墾道）の研究の一部と
して，2015年～2016年に実施したものです．各地方公共団体の例規集がイ
ンターネット上で公開されている場合は，そこから条文を収集し，例規集が
インターネット上で公開されていない場合には直接担当部局に条例本文の提
供を依頼して収集しました．条例の収集にあたっては，西郡裕子氏（情報セ
キュリティ大学院大学博士前期課程），伊藤梨乃氏（情報セキュリティ大学
客員研究員）の協力を得ました． •テキスト化できなかったもの12個を除いた1714個
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集計方法
•PDFをプレインテキスト化 •文字コードを統一し、補正 •空白と改行を全て削除 •正規表現を駆使して試行錯誤で自動処理化 •「個人情報ファイル」にマッチする部分の前後を目視で確認 •調査の趣旨と異なるものを除外する正規表現に修正 •例：「特定個人情報ファイル」は除く •「照合することができ」等も抽出、制定年を抽出 •不完全な点 •元がWebページを印刷してPDF化したものもあるため、ペー

ジ境界にフッタ文字列が挟まっているものがある 
•結果への影響は誤差の範囲
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併合と除外
•以下のものは「個人情報ファイル」と同一視して集計 •電子個人情報ファイル  21団体 •個人情報電算ファイル  10団体 •個人情報データファイル 9団体 •個人情報電子ファイル 1団体 •以下のものは「個人情報ファイル」定義とせず集計 •罰則にのみ現れるもの 28団体 •例：京都市 • 第45条 次に掲げる者が，正当な理由がないのに，個人の秘密に属する事項が記

録された個人情報ファイルを提供したときは，2年以下の懲役又は（略） 
2 前項において「個人情報ファイル」とは，公文書（略）に記録されている個人
情報を含む情報の集合物であって，一定の事務の目的を達成するために特定の当
該個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した
もの（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）をいう。
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結果
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個人情報ファイル定義の有無
（都道府県市町村）

なし 
71%

あり 
29%

（都道府県のみ）

なし 
85%

あり 
15%

原因推定のため傾向分析
•個人情報定義類型別 

•制定年代別 

•あまり違いは見られず •改正されているためか（制定時の条文を調べる必要がある）
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昭和63年法制定 情報公開法制定 基本法案 行政機関法全部改正案 改正 番号利用法



個人情報定義の類型
•照合型 1040団体 (60.7%) •個人に関する情報であって、……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。） 

•容易照合型 39団体 (2.3%) •……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。） 

•OECD型 601団体 (35.1%) •個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され
得るものをいう。  

•それ以外 34団体 (2.0%) •照合型の括弧書きがないものその他（未精査）
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制定年代別個人情報定義類型

•やはり制定時の条文を調べないと何とも言えないが •OECD型は、基本法成立・行政機関法全部改正後に減少したも
のの、それ以降にも制定されている 
•ただし、全部改正年を制定年と誤検出したものが含まれる可能性
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昭和63年法制定 情報公開法制定 基本法案 行政機関法全部改正案 改正 番号利用法
容易照合型 照合型 容易照合型 照合型



自治行政局調査との比較①
•「地方公共団体が保有するパーソナルデータに関する検
討会」（総務省自治行政局、2016年9月～） 
•第2回会合（2016年11月28日）資料3より 
•大幅に合わない •容易照合型240団体は  

多すぎ 
•こちらの調査では 
39団体 •3つ目の類型は？ •照合による識別を含ま 
ない？

11

自治行政局調査との比較②
•この表は後に訂正された（岡村構成員の指摘により） •3つ目の類型が消滅し、照合型 

と容易照合型に振り分け 
•容易照合型が50団体増加 •照合型が99団体増加 •なぜ？ •3つ目は「照合による識別を含 
まない」のではなく、大半は 
OECD型だろうとの指摘による 
•括弧書きなしはごく少数であり •それでも大幅に合わない…… •OECD型149団体は少なすぎる •こちらの調査では601団体 •各自治体に尋ねたのか？
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自治行政局調査に足りないもの
•「個人情報ファイル簿」規定の整備状況を調査 •同研究会資料4より •ファイル簿作成義務の有無と公表義務の有無 •未作成は7.6% と僅か 
•「作成し、公表する 
ことが適当である」 
と結論付けているが… 

•個人情報ファイル簿 
と個人情報ファイル 
は別である点に注意
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匿名加工情報との関係
•行政機関個人情報保護法の2016年改正 •「非識別加工情報」（匿名加工情報）に加工して提供する制度

（事業者からの提案を募集して）の新設 

•「行政機関非識別加工情報」の定義 •この法律において「行政機関非識別加工情報」とは、次の各号のいず
れにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報（略）の全
部又は一部（略）を加工して得られる非識別加工情報をいう。 
一 第11条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定
により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないことと
されるものでないこと。 二（略） 三（略） 
•11条は「個人情報ファイル簿の作成及び公表」 •個人情報ファイル簿に掲載されている個人情報ファイルをデー

タソースとして加工して提供する制度 
•自治行政局は「個人情報ファイル簿」の整備状況を調査
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個人情報ファイル簿「等」？

•個人情報ファイル簿でないものが含まれている •「個人情報取扱事務登録簿」を同一視 •「個人情報取扱事務登録簿」を規定している自治体は「個人情
報ファイル」を定義していない 
•昭和63年法や行政機関法に合わせて「個人情報ファイル」を規定しな
かった自治体が、「個人情報取扱事務登録簿」で済ませている 

•それで足りるのか？
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匿名加工情報の加工基準
•個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年10月5
日個人情報保護委員会規則第3号） 
•19条5号 
前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該
個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情
報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベー
ス等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずる
こと。 

•個人情報ファイルを単位とした加工 •「個人情報ファイル」と「個人情報データベース等」との概念
上の違いがあるが……（次ページ）
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施行規則パブコメJILIS意見
• 【規則19条5号】差異を勘案すべき他の個人情報は一つのデータセットを対象とすれば足りるのかそれとも事業者

が保有する全個人データを対象としなければならないのか 
（略）ここで、「個人情報データベース等」が何を指すのかが問題となる。個人情報保護法における「個人情報
データベース等」は、行政機関個人情報護法（行個法）における「個人情報ファイル」とは異なる概念である。行
個法の「個人情報ファイル」が、「一定の事務の目的を達成するために……ことができるように体系的に構成した
もの」と定義され、行個法10条でファイルごとに名称と利用目的の管理が求められているように、用途ごとに一
つのファイルとして観念されるものであるのに対し、個人情報保護法の「個人情報データベース等」は、定義に「一
定の事務の目的を達成するために……」との要件がなく、用途ごとの管理が求められないものであり、「データベー
スの単位については、……通例は事業者が単位となり、……1つのシステムとしてとらえられることとなる。」（園
部逸夫編個人情報保護法制研究会著『個人情報保護法の解説』（ぎょうせい、改訂版、2005年）51頁）とされて
いる。この理解からすれば、本号が「当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報」との
対比を求めているのは、当該個人情報取扱事業者が保有する全個人データとの対比を求めていることになるのでは
ないか。しかしそれは現実的ではない。匿名加工情報の制度趣旨からすれば、本来、行個法の「個人情報ファイ
ル」のように、一定の事業の目的のためにファイル化されたデータセットを基に、それぞれの要素データを加工す
ることが想定されていたはずであり、当該データセット以外の事業者内個人データとの対比は求められていないは
ずではないか。本号の規定も、「個人情報ファイル」といった用語を用いて規定すべきだったと考えるが、個人情
報保護法にない概念であることから、簡単にはそうすることはできなかったものと推察する。 
そうであれば、ガイドラインやQ&Aにおいて、本号の趣旨が、事業者内の全個人データとの対比を求めるもので
はなく、一定のデータセットを対象として対比を求めるものであることを、明らかにされたい。 
【一般財団法人 情報法制研究所 個人情報保護法タスクフォース】  
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個人情報保護委員会 Q&A
•昨日公表された •Q11-9 施行規則第19条第5号において、「個人情報に含まれる記述

等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個
人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベー
ス等の性質を勘案し」とありますが、ここでの「当該個人情報を含
む個人情報データベース等」については、事業者が保有する個人情
報データベース等全体を勘案する必要がありますか。 

•A11-9 ここでの「当該個人情報を含む個人情報データベース等」と
は、当該個人情報取扱事業者が匿名加工情報を作成する際に加工対
象とする個人情報データベース等を想定しています。すなわち、匿
名加工情報を作成する個人情報取扱事業者が保有する加工とは無関
係の個人情報を含む全ての個人情報データベース等の性質を勘案す
ることを求めるものではありません。 

18



非識別加工情報の加工基準
•「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4
章の2の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関
する規則」（案）（一昨々日よりパブコメ中） 
•第11条5号 
前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と
当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有
個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファ
イルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずる
こと 
•（予想した通りのものが出てきた） •個人情報ファイル簿に記載された個人情報ファイルの単位で、
加工方法が定まることになる

19

自治行政局調査に足りないもの
•「個人情報ファイル」概念の重要性を理解しているか？ •「個人情報ファイル簿」の整備で足りると誤解していないか •「個人情報ファイル」定義なしには加工方法の基準が定まらない •「個人情報ファイル」単位でデータソースとして加工するのであり •「個人情報取扱事務登録簿」を同一視しているが •取扱事務登録簿では、非識別加工情報への加工方法の基準である委員

会規則（案）11条5号が求める「当該保有個人情報を含む個人情報
ファイルを構成する他の保有個人情報」の概念を観念し得ない 
•もっとも、「個人情報データベース等」だって……という話はあるが 

•もっとも第4回会合で示されるのかもしれない •第2回会合資料4の目的は、要配慮個人情報か否かを個人情報
ファイル簿に記載する改正への対応の要否についてだったので
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そもそも「個人情報ファイル」とは
•昭和63年法で最初に定義された •行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関

する法律（平成15年の全部改正で現在の行政機関法に） 

•元々の趣旨は •個人情報ファイル単位での管理と規律 •利用目的は個人情報ファイル単位で特定 •「処理情報の本人」という概念 •「処理情報において識別される個人のうち、電子計算機処理上他の個
人の氏名、生年月日その他の記述又は他の個人別に付された番号、記
号その他の符号によらないで検索し得るものをいう。」 •例えば、世帯主をキーに並べられた個人情報ファイルにおいて、同居人
は「処理情報の本人」に当たらない
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全部改正での変容
•散在情報まで広げた改正 •情報公開法に合わせるという趣旨 •情報公開法制定時に、本人情報の開示請求を情報公開法ではな

く（不開示とし）行政機関の個人情報保護法で対応する方針 
•電子計算機処理に係る個人情報（処理情報）だけでなく、バラバラの
文書に記録された保有個人情報（散在情報）まで対象にする必要性が
ここで生じた •個人情報定義も「容易に照合」から「照合」に変更 •情報公開法に合わせたものとされている •個人情報ファイルの概念は、個人情報ファイル簿の公表

という形で残った 
•それだけの意義のように捉えられているが……
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そもそも保護の趣旨は何か
•公的部門の規律の2層構造
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散在情報を含む保有個人情報

個人情報ファイル

電子計算機処理に係る不安感等を 
含む個人の権利利益侵害からの保護
昭和63年法からの趣旨

公権力からの自由 
本人情報開示請求権
情報公開法制の一部

この趣旨は残っているはず

匿名加工の対象
•散在情報は対象となり得ず、処理情報のみが対象 •実際、「個人情報ファイル簿」に記載された個人情報ファイル

をデータソースとするし、加工方法の基準も個人情報ファイル
を単位とされた 

•処理情報中の散在情報はどうなるか •例：好きなテレビタレントのアンケート結果 •処理情報の本人（回答者）をキーとして匿名加工する •属性データの中にテレビタレントの氏名が存在するが、これは匿名加工
の対象ではない •例：世帯主と同居人のデータ •処理情報の本人（世帯主）をキーとして匿名加工する •属性データ中の同居人の氏名は「墨塗り・被覆等を行なって残りの部分
を開示」という情報公開法（及び行政機関法）の部分開示規定に従う
ことでよいのではないか
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行政機関個人情報保護法の部分開示
•（部分開示） 
第15条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が
含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分し
て除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分
につき開示しなければならない。 
２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報（開示請求者以外の
特定の個人を識別することができるものに限る。）が含まれている場合
において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の
特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くこと
により、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそ
れがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に
含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 
• 情報公開法6条とパラレル
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加工の可否
•情報公開制度では加工は墨塗り・被覆等に限られる •1号不開示情報の部分を、部分開示のために墨塗り・被覆等を

施したものは、非個人情報化されるのではなく、個人情報のま
まである点に注意 
•「同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」 •保護法における匿名加工情報は、非個人情報化すること

による提供 
•データをいかように加工してもかまわない •これらの性質の違いは •「個人情報ファイル」に対する規律と、散在情報に対する規律
の違いとして整理できる
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まとめ
•データ利活用には「個人情報ファイル」概念が不可欠 •地方公共団体の個人情報保護条例は、3割未満しか「個
人情報ファイル」概念を定義していない 

•自治行政局の研究会はこの調査をしていない •第4回会合で出てくるのかもしれないが •今後に向けての提案 •公的部門と民間部門の統一のため「個人情報ファイル」の規律
を法で規定し直し、自治体を含めて適用するものとすればよい 
•ファイル単位の照合について「容易に照合」で定義し直す •散在情報に係る規律には触れず現行のままとする •情報公開と本人情報開示（民間部門を除く）は散在情報に係る規律で
あり、現行のままとなる
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