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本報告の内容
•鈴木正朝教授との科研費共同研究に基づく
•研究種目：基盤研究（Ｃ）

課題番号：23530122
研究課題名：IDの法的研究-共通番号、国民ID及び民間IDのプ
ライバシー
研究代表者所属機関：新潟大学 人文社会・教育科学系

•立法論
•法改正が見込まれる今、フリーハンドで

•言わば「個人情報保護法から個人データ保護法へ」
•義務対象を個人データに限定、個人データの定義を、特定個人識別さ

れていないものまで拡張
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これまでの主張
•特定されていなくても識別されているものの保護
•2003年にRFID、2008年にケータイIDを中心に

堀部政男情報法研究会 第3回シンポジウム（2010年12月）
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消費者委員会（2011年）

内閣府消費者委員会 第5回個人情報保護専門調査会（2011年4月）
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この2年の状況
•「特定されていなければ合法」という風潮
•いくつもの実例が登場
•一人一人が識別された履歴データの無断第三者提供

•スマホアプリの問題は解決へ
•米国でも同様の問題が発生、iOSのUDIDは完全に廃止

•刑法（不正指令電磁的記録に関する罪）による保護

•ビッグデータの波で議論が活発に
•総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」

•経産省「IT融合フォーラム パーソナルデータWG」

•規制改革会議 創業等WG

•IT総合戦略本部「世界最先端IT国家創造宣言」「パーソナルデ
ータに関する検討会」
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何を守るのかが混迷
•総務省「パーソナルデータ研究会」
•特定されていないが識別されたものの保護を検討

•論点整理の段階
•結局は特定され得ることを要件にしてしまっていた
•「特定の個人が識別されなかったとしても、他のパーソナルデータと併せて分析

されることにより、特定の個人が識別される可能性がある」 •パブコメ「匿名個人1」氏曰く
• 「個人識別性に規律の根拠を求めるのは、この研究会が「個人情報」とは別に「パ

ーソナルデータ」という語を用いて、「プライバシーの保護等に配慮した」利活用
という検討を始めたことを無にするのではないか。」•報告書の段階

•「実質的個人識別性」なる概念の導入
•「保護されるパーソナルデータの範囲については、「実質的個人識別性」（プラ

イバシーの保護というパーソナルデータの利活用の基本理念を踏まえて実質的に
判断される個人識別性）をメルクマークとして判断する。」•しかしその定義がない
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個人識別性
•少なくとも4つがある
•特定個人識別性（氏名生年月日その他の記述により特定の…）

•米国消費者プライバシー権利章典
•特定の消費者、コンピュータその他デバイスに合理的にリンクできるもの•実質的個人識別性（総務省パーソナルデータ）
•継続的に収集される履歴、位置情報等を含む•不特定個人識別性（仮称）
•特定の個人は識別されていないが、ひとり

ひとりが別々の人として識別されている

•実は「個人に関する情報」と同義

不特定個人識別性

米国消費者プライバシー権利章典
実質的個人識別性

特定個人識別性
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特定に拘るのは必然でない
•保護法は事前規制である
•実際の被害を要しない
•「特定されなければ『実際の被害』がない」のであっても
•例えば、「プロファイリングを拒否する権利」は、特定されることと無関係

であり、識別されている時点で問題となる•利活用に対する社会的信頼という保護利益

•保護対象を仮に線引きしたにすぎない
•事業者基準
•提供先で特定される可能性を提供元は考慮し切れない•提供元における特定個人識別性を以て線引きしたのが10年前•完全に必要十分な範囲に一致させる線引きは不可能
•常に決めの問題でしかない•別の線の引き方があり得て当然
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「個人に関する情報」
•個人情報保護法の条文上のフレーズ
•「「個人情報」とは……個人に関する情報であって……特定の個人

を識別することができるもの……をいう。」

•行政機関個人情報保護法と同じ定義を持つ法律（生存要件等は無視して）

•職業安定法、船員職業安定法、港湾労働法、労働者派遣法、建設労
働者雇用改善法、ヒトクローン技術規制法、情報公開法、公文書管
理法、特定秘密保護法案
• 「特定の個人を識別することができるもの（……）」に限定している

•裸の「個人に関する情報」を用いた法令が存在
•確定拠出年金法

•社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

•警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
• これらは「特定の個人を識別することができるもの」に限定していない
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裸の「個人に関する情報」規定
•確定拠出年金法
• 「企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の企

業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、」
• これは、前の文の例示「の氏名、住所……」で、特定されるものに限定している？

•社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例法
• 「相手国側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについ

て、個人情報の保護に関する法律……の規定によるほか、これらの法律におけ
る個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保そ
の他の必要な措置を講じなければならない」
• 外国の personal data 定義の方が広いことを意識したものではないか？

•警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
• 「警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な

理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない」
• 誰の情報か不明であっても保護する必要があるという趣旨では？

 ➡ 特定されるものかは金科玉条ではない
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改正への立法技術的障害
•個人情報の定義を拡張したいが
•定義が広がりすぎて義務の履行が困難に（?）
•特に、散在情報としての「個人情報」の定義が広がると
•利用目的を特定しその目的でのみ利用しなくてはならないわけで•他の法令に含まれる用語「個人情報」をどうするのか

•行政機関個人情報保護法等（独立行政法人個人情報保護法を含
む）、個人情報保護条例との整合性をどうするのか
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改正への提案（骨子）
•個人情報保護から個人データ保護へ
•「個人データ」の定義を拡張する
•直接に個人識別する情報の例示を拡充
•従来の特定個人識別を要しない•散在情報を義務の対象から外す
•全ての義務を「個人データ」対象とし、「個人情報」への義務を撤廃
•現行法でも大部分の義務は「個人データ」対象•容易照合性を「個人情報データベース等」間の照合性として定

義を再構成する

•行政機関等及び地方公共団体も、一般個人情報保護法（改正後
の）の義務規定が適用されるものとする
•行政機関法等及び条例の、保有個人情報に対する義務、及び散在情報

の不正目的提供の罰則は、一般個人情報保護法の上乗せとして、行政機
関法等及び条例が適用される構成にする
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行政機関法及び条例との整合
•現行の行政機関個人情報保護法
•対象が「保有個人情報」に限られる
•「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当

該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有
しているもの」•個人情報保護法の事業者対象義務が及ばない
•行政機関や自治体が行動ターゲティング広告に参加したら？•常識で自粛されていたものがここ数年で箍が外れ始めている
•今年に入って、スマホアプリを作成・配布する行政機関、自治体も登場•暴走を止める法的根拠がない状況（履歴収集、第三者提供など）

•解決策
•改正で拡張した個人情報保護法の義務の一部を追加的に適用
•「保有個人情報」に当たらない個人データ（改正後の）も対象に•適正なルールの下、行政機関、自治体も民間同様のサービスが可能に
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散在情報を義務対象外に
•個人データでない個人情報を対象とした義務
•15条 （利用目的の特定）

•16条 （利用目的による制限）

•17条 （適正な取得）

•18条 （取得に際しての利用目的の通知等）

•31条 （個人情報取扱事業者による苦情の処理）

•これらの規定を個人データ対象に変更する
•17、18条の「取得」は「個人情報データベース等」に入る前

段階なので「個人データ」になり得ない？
•「個人情報データベース等の構成要素である個人データとして扱うこと

を予定した取得」のように規定を再構成すれば済むのでは？•過剰反応の一部を同時に解消
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現行と改正後の保護範囲

DBに入れない

識別される
個人に関する情報

何らかの基準

現行個人データ

特定される

改正個人データ

現行個人情報

DBに入れる

？
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現行法の定義
•要素から順々に定義されているが……
•まず「個人情報」を定義（特定個人識別、容易照合）

•次に「個人情報」を用いて「個人情報データベース等」を定義

•そして「個人情報データーベース等」と「個人情報」を用いて
「個人データ」を定義

•生ずる疑問点
•要素の何割が「個人情報」なら「個人情報データベース等」か？
• 1個でも？ もっぱら？

•本来の趣旨はこうではないのか？
•「個人情報データベース等」単位で義務対象かを定義したかったは

ずで、「照合により特定」の要件も、「個人情報データベース等」
全体として他のそれと照合という意味のつもりだったのでは？
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「個人データ」定義の再構成
•「個人情報」定義を用いずに定義する
•「個人情報」定義は変更しない又は使用しない
•他の法令への影響を回避•「個人データ」は「個人情報データベース等」の構成要素
•「個人情報データベース等」の要素は全て「個人データ」とする•何の要素で構成されるものを「個人情報データベース等」とす
るかを定義するに際し、直接的に個人識別することとなる情報
の例示を列挙
•（次ページ）•照合性を「個人情報データベース等」間の照合性で定義
•要素の1個でも照合できれば「照合でき」という意味ではない•そもそも「照合することができ」とは、データベース間のマッチングに

より双方の各要素が一対一対応をすることを指すのではないのか
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例示で列挙
• EU一般データ保護規則案
• 「'personal data' means any information relating to an identified or 

identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who 
can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an 
identifier such as a name, an identification number, location data, unique 
identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, 
genetic, mental, economic, cultural or social or gender identity of that 
person;」

• 「識別することができる人とは、特に、氏名、個人識別番号、位置データ、ユニー
ク識別子等の識別子、又は、一つ以上の身体、精神、遺伝子、心、家計、文化、社
会的又はジェンダー的個性に特有な要素への参照によって直接的又は間接的に識別
されることができる人である。」

•米国消費者プライバシー権利章典に基づくFTCレポート
• 「The framework applies to all commercial entities that collect or use 

consumer data that can be reasonably linked to a specific consumer, 
computer, or other device.」
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日本法の場合
•現行法条文
•「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」
• 複数を想定している（生年月日単体で識別できるはずがないので）

•法案段階での裏逐条解説によると
•「その他の記述等」とは、氏名、生年月日以外の記述又は個人別に付され

た番号、記号その他の符号等をいう。」
• ユーザIDなどのものが、それ単体で直接に特定個人識別性があると言っている
• 従来、番号類は、他の情報との照合による識別性ばかり論じられてきたが• 単体で識別されると言っているわけではない可能性も残るが（生年月日もあるので）•他の解説では
• 園田編「「その他の記述等」としては、例えば、住所、年齢、性別、電話番号、個人別

に付された番号、記号（会員番号、金融機関の口座番号、試験の受験番号等）等が挙げ
られる。」• 岡村（初版）「「その他の記述等」の例として、通称、芸名、ペンネーム等がある。」
（番号類の記載なし（照合の対象の「他の情報」には列記）（新訂版では書かれているが））• 宇賀（第4版）「「その他の記述等」とは、電話番号、会員番号等の番号も含まれる。」
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裏逐条解説の参照
•二関辰郎弁護士が情報公開請求で入手したもの
•「個人情報の保護に関する法律案 逐条解説」（表紙なし）
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個人番号単体の個人識別性
•番号法の「個人番号」単体が個人情報に該当するか
•ありがちな説「他の情報と照合でき特定されるなら」は誤り

•「その他の記述等」で読むべきもの

•もし該当しないとすると困る
•個人情報に該当しないものは特定個人情報にも該当しない
•2条8項「この法律において「特定個人情報」とは、個人番号（…）を

その内容に含む個人情報をいう。」•2条3項「この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護
法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するも
の……又は個人情報の保護に関する法律（…）に規定する個人情報で
あって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。」•一部に特定個人情報保護委員会の権限が及ばなくなってしまう
•個人番号単体に関する規制として15条（提供の求めの制限）
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「照合することができ」
•法案段階での裏逐条解説
•「他の情報との照合が容易でない場合については……必要最小限度の規律

を定める本法において、個人情報の範囲から除外している。具体的には、
他の事業者への照会を要する場合のほか、内部でも取扱部門が異なる等の
事情により照合が困難な場合がこれに当たる。」

•他の解説では
•園部編「これに該当しない場合としては、例えば、日常的に行われていな

い他の事業者への特別な照会を要する場合、内部でもシステムが異なる等
の事情により技術的に照合が困難な場合が考えられる（…）。」

•宇賀「（略）内部組織間でもシステムの差異のため技術的に照合が困難な
場合、照合のため特別のソフトを購入してインストールする必要がある場
合には、「容易に」の要件を満たさないであろう。」

• 元々は「取扱部門が異なる」だったのが、いつのまにか「システムが異なる」
という話にすり替わってしまい、さらに拡大解釈されていった
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第三者提供時の容易照合性（1）
•提供元事業者内での照合
•元データをコピーして氏名等を除去した「半生データ」を提供

•提供元で「生データ」と「半生データ」を照合できるか

•IDの対応表が廃棄される場合でも照合できるか
•データセット自体による照合（次ページ）
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26



対応表を廃棄すれば照合性なし?
•乗車履歴のような長大で多様なデータの場合 
•データセットにより照合できる（場合が多い）
•元データA（氏名等を含み特定個人の識別性がある）
• A1～Anの列（A1が氏名等）•元データから加工したデータB（氏名等を削除）
• B2～BnがA2～Anとデータ内容で1対1対応する行がどれだけあるか

• 空以外のほぼ全部の行

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
佐藤 東京8:20 品川8:25 品川9:30 東京9:35 東京0:20 横浜0:50
鈴木 新宿6:10 池袋6:18 池袋8:45 鴬谷9:02 鴬谷9:32 新宿9:58
高橋 押上7:33 渋谷7:52 渋谷8:29 押上8:48 押上9:02 渋谷9:28
田中 池袋5:11 巣鴨5:15 巣鴨5:19 千石5:23 千石8:21 三田8:49
伊藤 渋谷3:20 横浜3:52 横浜8:10 渋谷8:42 ̶ ̶
山本 神田7:44 新橋7:53 新橋9:02 神田9:14 ̶ ̶
渡辺 東京9:02 品川9:12 ̶ ̶ ̶ ̶
中村 東京9:06 品川9:16 ̶ ̶ ̶ ̶
小林 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
加藤 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
432 東京8:20 品川8:25 品川9:30 東京9:35 東京0:20 横浜0:50
682 新宿6:10 池袋6:18 池袋8:45 鴬谷9:02 鴬谷9:32 新宿9:58
938 押上7:33 渋谷7:52 渋谷8:29 押上8:48 押上9:02 渋谷9:28
294 池袋5:11 巣鴨5:15 巣鴨5:19 千石5:23 千石8:21 三田8:49
868 渋谷3:20 横浜3:52 横浜8:10 渋谷8:42 ̶ ̶
859 神田7:44 新橋7:53 新橋9:02 神田9:14 ̶ ̶
750 東京9:02 品川9:12 ̶ ̶ ̶ ̶
182 東京9:06 品川9:16 ̶ ̶ ̶ ̶
882 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
366 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

加工

照合
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第三者提供時の容易照合性（2）
•提供元事業者内での照合
•元データをコピーして氏名等を除去した「半生データ」を提供

•社内でDBを技術的に分離すれば容易照合でなくなる？
•経産ガイドラインQ&A「Q14問題」
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経産Q14問題
•経済産業省ガイドラインのQ&A（2010年4月1日版）Q14
• Q: 事業者の取扱部門ごとにデータベースがあり、他の取扱部門のデータベ

ースへのアクセスが、規程上・運用上厳格に禁止されている場合、「容易
に照合することができ」（法第2条第1項）るといえますか。
A: 他の取扱部門のデータベースへのアクセスが規程上・運用上厳格に禁止
されている場合であっても、双方の取扱部門を統括すべき立場の者等が双
方のデータベースにアクセス可能な場合は、当該事業者にとって「容易に
照合することができ」る状態にあると考えられます。ただし、経営者、デ
ータベースのシステム担当者などを含め社内の誰もが規程上・運用上、双
方のデータベースへのアクセスを厳格に禁止されている状態であれば、
「容易に照合することができ」るとはいえないものと考えられます。
(2007.3.30)

•データセット自体による照合性
• k-匿名性との関係（全データがk=1だったら…）
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技術的分離の意義は?
•安全管理措置としては評価できる
•社員による不正行為を防ぐという意味はある

•しかしそれは、第三者提供に何ら関係がない
•提供先からのリモートアクセスを技術的に遮断する話ならいざ知らず

•第三者提供における提供情報の「個人情報」該当性
•提供元での技術的分離が「個人情報」該当性に影響するの？
•実質的な意義が全く不明•そもそもなぜ提供元での照合性なのか
•「個人情報」該当性は線引きであり、単に決めの問題•事業者がその時点で持っているデータを基準にすべきでは
•もし照合したら照合により特定個人識別されるものを保護対象とする•立法論として
•「個人情報データベース等」間での照合

•実際に照合してみて一部が照合するか、といったことは求めない
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EU一般データ保護規則案との関係
•pseudonymous data
•定義が導入された
• 'pseudonymous data' means personal data that cannot be 

attributed to a specific data subject without the use of additional 
information, as long as such additional information is kept 
separately and subject to technical and organisational measures 
to ensure non-attribution;•「additonal information」は、personal data が、それとの

照合なくしては特定個人識別されないこととなる情報
•組織外の情報や散在情報のことではないか？
•つまり、組織外の情報や散在情報との照合によって初めて特定個人識別され

るような personal data は、そのような情報から分離して、特定されない
よう技術的・組織的な対策をとっている場合に、その状態にある personal 
data を pseudonymous data とするという意味では•Q14とは違う話
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時間切れ
•言い残したこと
•統計目的利用における利用目的関連義務の再考

•オプトアウト例外の制限

•直接取得以外の取得での同意

•義務の縮小と変更

•提供先影響の追加

•次ページ以降：事前提出当日配布資料
•赤字が今回言い残した部分
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個人情報保護法改正への提案
•「個人情報」定義の見直し
•主な論点（後述）

•委託に並ぶ新たな第三者提供類型の追加
•パーソナルデータ検討会 鈴木正朝委員提出意見（ここでは略）

•統計目的利用における利用目的関連義務の再考

•オプトアウト例外の制限

•直接取得以外の取得での同意

•行政機関個人情報保護法、個人情報保護条例への適用

•その他
•事前同意概念の明確化、法の趣旨の明確化、開示請求権、消去請求権、

通知と表示の矛盾……。（ここでは略）
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「個人情報」定義の見直し
•関連各法令での定義を統一
•統一した上で民間事業者の義務を緩和

•「照合することができ」概念の明確化
•「経産Q14」思考からの脱却
•現行法逐条解説、各識者文献との整合性を整理

• EUデータ保護規則の定義語「pseudonymous data」との関係•「個人データ」定義の再構成
•「他の個人情報データベース等と照合することができ」と言うべき
•要素の1個でも照合できれば「照合でき」という意味ではないということ

•単体で特定個人識別する情報の例示を拡充
•番号利用法における個人番号

•組み合わせによって特定し得るものは別例示とする
• EUデータ保護規則の定義見直しもそのようになった
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•特定個人識別されないが個人識別される情報の追加
•氏名以外の識別子
•EUデータ保護規則で例示に明記された•米国消費者プライバシー権利章典を踏まえたFTCレポートでの定義
• reasonably linked to a specific consumer, computer, or other device•位置情報
•EUデータ保護規則で例示に明記された•義務の縮小と変更
•開示請求・消去に応じられない（本人を確認できず）場合に、代わり

にデータの保有期間を一定期間内に留める（自動消去する）義務

•提供者基準の明記と提供先影響の追加
•その趣旨を明らかにする

•提供先影響のある場合の定義
•他の事業者等と共通で用いられ得る識別子を含む情報•提供先で特定個人識別されるのを想定した事業で扱うデータ
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統計目的利用と保管期限
•現行法でのガイドラインでは
•統計情報に加工して利用することが、個人情報の利用目的に当た

らないとされている
•特定、通知・公表する義務がないとされている

•ビッグデータ利活用時代に本当にそれでよいのか
•本来目的で取得したデータの統計目的での二次利用
•一定の理解がなされている•本来目的での保管期間を超えてデータが保管される傾向
•主たる目的が統計目的の利用の方になっていないか

•長期間保管されることによる流出事故リスクの増大

•あるべき規制
•利用目的関連義務の免除は本来目的での保管期限内に限る

•本来目的が存在しない場合は利用目的関連義務を免除しない
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オプトアウト例外の制限•現行法では
•オプトアウトに応じることで同意なしの第三者提供が許される
•歴史的に、NTT電話帳、住宅地図（氏名が記載）が存在•現状の実態
•名簿屋が「○○の購入者リスト」といった名簿を堂々と販売
•Webサイトでオプトアウト手段を提供し個人情報保護法遵守を主張•カモリストとして悪用されている

•オプトアウト方式の許容は限定的とすべき
•無味乾燥な名簿に限って認める（NTT電話帳、住宅地図）
•属性情報（標題を含む）のない連絡先、基本4情報のみのデータ•個人識別するが特定個人識別しない情報の場合に限る
•ただし、第三者に特定個人識別され易いデータを除く•社会的有益性があり、かつ、やむを得ない場合に限る

•本来目的の期限を超えて統計利用で保管する場合
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直接取得以外の取得での同意
•問題となり得る現状
•同意なく取得される例
•店頭カメラ映像からの顔画像識別による行動履歴取得•Wi-Fi/BluetoothのMACアドレスを用いた行動履歴取得•現行法では特定個人識別されない情報となり定義で対象外

•個人情報定義を改正した場合
•改正個人情報に該当するとして

•利用目的の表示義務では足りない

•解決策は？
•オプトアウト方式で許容される場合とされない場合

•同一人として追跡する期間を短期間に限定させる義務など
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行政機関法及び条例への適用
•現行の行政機関個人情報保護法
•対象が「保有個人情報」に限られる
•「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当

該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有
しているもの」•個人情報保護法の事業者対象義務が及ばない
•行政機関や自治体が行動ターゲティング広告に参加したら？•常識で自粛されていたものがここ数年で箍が外れ始めている
•今年に入って、スマホアプリを作成・配布する行政機関、自治体も登場•止める法的根拠がない状況（履歴収集と第三者提供を）

•解決策は？
•改正で拡張した個人情報保護法の義務の一部を追加的に適用
•「保有個人情報」に当たらない個人データ（改正後の）も対象に•適正なルールの下、行政機関、自治体も民間同様のサービスが可能に
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