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パーソナルデータの利活用と
個人情報保護制度改正

　政府の成長戦略では、データ利活用による産業再興を掲げており、特に利用価値が
高いとされるパーソナルデータについて、事業者の「利活用の壁」を取り払い、新産業・
新サービスの創出と国民の安全・安心の向上等のための利活用を実現する環境整備を
行うことが求められています。また、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略
本部において、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱のパブリックコメン
トも実施されています。そこで、本稿では個人情報保護制度改正の動向を紹介しなが
ら、どうやって情報利活用と保護の両立をはかるのか解説していきます。

日本ヒューレット・パッカード株式会社 個人情報保護対策室 室長／BITA（ビジネス－IT・アラインメント）エヴァンジェリスト　佐藤 慶浩

special issue

1
特 集

　パーソナルデータの利活用に関する制度改正の最中に起
きた事案の１つとして、鉄道会社によるICカード乗車券
の約4,200万枚のデータに基づく駅の乗降履歴情報の販売
が懸念されたことを挙げることができます。結果的には、
自粛するとして、現在、この販売・サービスは行われてい
ません。
　なぜ、乗降履歴情報の販売
が懸念されたのかというと、
個人情報保護法の中で「個人情
報取扱事業者は、次に掲げる
場合を除くほか、あらかじめ
本人の同意を得ないで、個人
データを第三者に提供しては
ならない。」と制限されている
からです（図1）。
　ここで、図2を見てください。
今回の件では、Xが鉄道会社、
Yが情報分析会社になります。
　Xは名前などの個人情報を
抜いて、新たに番号を割り振
りました。しかし、この番号

を使えば、情報の提供者である鉄道会社なら名前などの個
人情報をたどることができるのです。その結果、「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。」という第二
条に該当することから匿名情報ではなく個人情報になると
いう解釈が成り立つのです。

1 なぜ、乗降履歴情報の販売が懸念されたのか ～これまでの個人情報保護法～

図1　現在の個人情報保護法の条文
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図2　照合容易性と提供者基準説

図3　パーソナルデータに関する検討会の体制

　それでは、どうやって情報利活用と保護の両立をはかる
のでしょうか？ 政府では高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部の下にパーソナルデータに関する検討会（図3）
を設置し、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大

綱（図4）のパブリックコメントを2014年６月25日から７
月24日まで実施しています。
　この制度改正大綱について、表紙を見て想像するだけで
はなく、中身を読んで理解・把握してください。そして、

2 どうやって情報利活用と保護の両立をはかるのか ～個人情報保護制度改正検討の状況～
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図4　パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱

パーソナルデータの利活用に関する 制度改正大綱（一部抜粋）
平成26年6月24日

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

第３ 制度設計 
Ⅰ 目的・基本理念 
 　本人の利益のみならず社会全体の利益の増進のためにパーソナルデータの利活用を益々促進する
ことが望まれる一方、プライバシー保護の観点からは、これまでと同様、適切な取扱いが求められ
ている。そこで、情報通信技術が進展した現代に即した保護と利活用のバランスがとれたパーソナ
ルデータの適正な取扱いを定めることを目的とし、制度を見直すこととする。

 ・・・省略・・・

Ⅱ パーソナルデータの利活用を促進するための枠組みの導入等 
 １ 個人が特定される可能性を低減したデータの取扱い 

 　現行法は、個人データの第三者提供や目的外利用をする場合、一定の例外事由を除き本人の同意
を要することとしている。この個人データの第三者提供や目的外利用に関して、本人の同意に基づ
く場合に加え、新たに「個人データ」を特定の個人が識別される可能性を低減したデータに加工した
ものについて、特定の個人が識別される可能性とその取扱いにより個人の権利利益が侵害されるお
それに留意し、特定の個人を識別することを禁止するなど適正な取扱いを定めることによって、本
人の同意を得ずに行うことを可能とするなど、情報を円滑に利活用するために必要な措置を講じる
こととする。 

 　また、個人が特定される可能性を低減したデータへの加工方法については、データの有用性や多
様性に配慮し一律には定めず、事業等の特性に応じた適切な処理を行うことができることとする。
さらに、当該加工方法等について、民間団体が自主規制ルールを策定し、第三者機関（後掲Ⅳ参照）
は当該ルール又は民間団体の認定等を行うことができることとする。加えて、適切な加工方法につ
いては、ベストプラクティスの共有等を図ることとする。
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中身について過不足の両面で検討し、意見があればパブコ
メを作成・提出しましょう。特に不足している部分があれ
ば、ぜひ意見を寄せてください（パブコメは2014年７月24
日に終了しました）。
　大綱には重要な項目がいくつもありますが、本稿では発
表時間が限られているので、「第２ 基本的な考え方」と「Ⅱ 
パーソナルデータの利活用を促進するための枠組みの導入
等」の２箇所に絞って紹介します。
　まず、政府は基本的な考え方として、パーソナルデータ
の「利活用の壁」ができているとしています。この壁がある
ので利活用できないと書かれています。そして、グレーゾー
ンがこの壁であるとしていますが、グレーゾーン以外に壁
はなかったのか確認する必要があります。
　パーソナルデータの「利活用の壁」を生じさせている「グ
レーゾーン」の要素の１つは、情報の多種多様化及び情報
通信技術の進展等を背景とした、「個人情報」の範囲につい
ての法解釈の曖昧さとしています。そしてもう１つは、特
定の個人が識別された状態にないパーソナルデータであっ
ても、特定の個人の識別に結びつく蓋然性が高いなど、そ
の取扱いによっては個人の権利利益が侵害されるおそれが
あるものに関して、保護される対象及びその取扱いについ
て事業者が遵守すべきルールの曖昧さとしています。事業
者におけるデータ保有の現状や利活用の際の問題を踏まえ
つつ、これらの曖昧さを解消していく必要があるとしてい

ます。
　また、「利活用の壁」を取り払う起爆剤として、事業者が
保有するパーソナルデータを有効に利活用することを可能
とする制度も必要だとしています。そこで、個人の権利利
益の侵害を未然に防止するためには、本人が意図しない目
的でパーソナルデータが利用されるなどの不安を解消し、
適切な取扱いによって消費者が安心してデータを提供でき
る環境を整備することも重要だと書いています。
　パーソナルデータに関する検討会では、今回の制度見直
しにあたって、個人情報とは別に準個人情報（仮称）を定義
して検討がなされました。これは個人を特定しないが、取
り扱いによっては本人に権利利益侵害がもたらされる可能
性があるもので、指紋認識データ、顔認識データなど個人
の身体的特性に関するものなどに加えて、メールアドレス
や位置データ、端末ID（図5）などが該当します。つまり、
個人情報と非個人情報の間には隙間があり、それがグレー
ゾーンになります。そのグレーゾーンを線引して個人情報
かどうか明確にすることでグレーゾーンを解消する必要が
あるとしています。なお、技術検討ワーキンググループ
報告書では、「特定」とは「ある情報が誰の情報であるかが
分かること」例えば佐藤さんであることが分かることです。
一方、「識別」とは「ある情報が誰か一人の情報であること
が分かること（ある情報が誰の情報であるかが分かるかは
別にして、ある人の情報と別の人の情報を区別できること）

図5　個人情報保護法改正検討の状況
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例えばAさんかBさんかの区別はできるが、佐藤さんであ
ることまでは分からないこととして使用しています。
　この二つの用語を使い、 パーソナルデータを識別特定情
報（それが誰か一人の情報であることが分かり、さらにそ
の一人が誰であるかわかる情報）、識別非特定情報（それが
誰か一人の情報であることが分かるが、その一人が誰であ
るかまでは分からない情報）非識別非特定情報（それが誰の
情報であるか分からず、さらにそれが誰か一人の情報か別
の人の情報であるかの区別も分からない情報） と分類して
います 。この分類を図にすると、個人情報と非個人情報
は図6の左端のように区別されます。この中断にある識別
非特定情報と書いてある部分がグレーゾーンだったとして
います。そこで、このグレーゾーンを白黒はっきりさせれ
ば、図6の真ん中のようになるはずですが、理想通りには
いかず、実際には図6の右のようになると考えられます。
つまり、グレーゾーンがすべて消え去るわけではなく、そ
の中で、白黒をはっきりできる領域をいくつか決められる
であろうということです。
　ここで、グレーゾーンにある領域の中で新たに黒にす
る領域である準個人情報には、２つの特性（図7の情報①
と情報②）があり、情報①はAさんであることが区別でき
て、何らかの状況でそれが誰であるかが特定されてしまう
可能性がある情報です。たとえば、端末IDがあってそれ
が佐藤さんのものであるということがわかってしまう場合
です。一方、情報②は情報が特定個人を識別しないままで、

侵害を生じる状況にある情報です。たとえば、携帯端末に
広告を表示するときに、端末IDを区別して表示している
が、それが佐藤さんだということはわかっていないような
状況があります。このうち技術検討WGが検討対象にした
のは情報①だけです。
　このとき、現行法第２条の個人情報の定義では「特定の
個人を識別することができるもの」としており、「識別して
いるもの」とは限定していないため、実は情報①は、現行
法のままでも個人情報に該当するという解釈を容易にでき
ます。一方で、情報②は侵害を生じた時点で、特定の個人
を識別していないという類型ですから、現行法のままでは
該当するという解釈は難しいかもしれません。しかし、上
記の端末IDの例のように、情報①に該当するような情報
と、情報②に該当するような情報とは、情報そのものはほ
とんど同じで、侵害に至る経路が異なるということになり
ます。そのため、情報①を保護する対象とすれば、自ずと
情報②による侵害を防げるとすれば、あえて、情報②とし
て定義しなくても、保護対象の範囲は変わらないと考える
ことができます。そう考えると、準個人情報という新しい
情報を増やさなくても、現行の個人情報の解釈を情報①に
拡大し、それが結果的に情報②としての侵害への保護にも
なることもあって、大綱では、準個人情報という表現はな
くなっています。
　したがって、準個人情報という表現は大綱にはないです
が、大綱がグレーゾーンから黒領域である個人情報として

図6　グレーゾーンの解消
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指定拡大する範囲の考え方のヒントは、検討会に技術検討
ワーキンググループから報告された内容を参照するのがよ
いと思います。
　このほか、準個人情報の中には「履歴」という言葉も入っ
ていたのですが、大綱には入っていません。大綱の説明で
は、右のようになっています。
　ここで、６行目にある「～など個人の身体的特性に関す
るもの等」の中に履歴は含まれるのかという検討会の委員
と事務方との間の質疑に対して「含む可能性がある」と回答
しています。つまり、「履歴」という言葉はなくなったの
ですが保護対象に含まれないと決まったわけではないよう
です。
　もう１つ中間報告からの主な変更事項として、共有性か
ら共用性への変更があります。（図8）従来、技術検討WG
が考えていたのは、事業者間でデータの突き合わせを行う
と、本人が知らないところで、個人を特定されるという問
題があるので、事業者間をまたぐ突き合わせは注意すべき
ことの１つというものでした。このような行為を当初は「共
有性」と表現していました。これについて、複数の事業者
間に限らず、一事業者内であっても様々な状況で個人情報

図7　（仮称）準個人情報１

大綱10ページ下段～

（1）保護対象の明確化及びその取扱い
　パーソナルデータの中には、現状では個人情報として

保護の対象に含まれるか否かが事業者にとって明らかで

ないために「利活用の壁」となっているものがあるとの指

摘がある。

　このため、個人の権利利益の保護と事業活動の実態に

配慮しつつ、指紋認識データ、顔認識データなど個人の

身体的特性に関するもの等のうち、保護の対象となるも

のを明確化し、必要に応じて規律を定めることとする。

　また、保護対象の見直しについては、事業者の組織、

活動の実態及び情報通信技術の進展など社会の実態に即

した柔軟な判断をなし得るものとなるよう留意するとと

もに、技術の進展や新たなパーソナルデータの利活用の

ニーズに即して、機動的に行うことができるよう措置す

ることとする。なお、保護の対象となる「個人情報」等の

定義への該当性については、第三者機関が解釈の明確化

を図るとともに、個別の事案に関する事前相談等により

迅速な対応に努めることとする。
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を取得している場合も含むこととし、これに併せ、「共有性」
を「共用性」に変更しました。これは実は、大きな変更点
です。

　一方、グレーゾーンにある領域の中で新たに白にする領
域としては、個人特定性低減データがあります（図9）が、
本稿では説明を省きます。

図8　（仮称）準個人情報２

図9　個人特定性低減データ
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　日本における個人情報保護制度と諸外国における制度に
は図10に示すような違いがあります。日本では、情報が
個人情報に該当するかどうかという判断を微細にしようと
します。一方、欧米では個人情報に該当するかは大まかに
とらえており、多くの情報が個人情報に該当するとしつつ、
その取り扱いなどが個人の権利利益を侵害するかの判断を
重視しているように思います。しかし、実はこの違いにつ
いて法条文に大きな違いがあるわけではなく、法の運用の
仕方が違うようです。
　わかりやすい例がいくつかあります。メールアドレスを
氏名と関連付けて取扱う場合には、メールアドレスは個人
情報になりますが、メールアドレスが単体で個人情報にな
るどうかについて、日本では以下のような解釈があります。
• Yosihiro.Satou@example.com →個人情報になる（ローマ

字読みで名前が入っているので）

• em12345678@example.com  →非個人情報になる

　さらに、ローマ字読みの名前で同姓同名の人数が非常に
多いような名前ならば、名前だけでは個人を特定できない
ので、個人情報とは言えない場合もある。といった解釈を
されることもあります。
　他の例として名刺の管理の仕方があります。日本では法
律で個人データという種別を定義しています。これは個人
情報のうち「特定の個人情報を容易に検索することができ
るように体系的に構成したもの」とされており、名刺をた

とえばアイウエオ順などに整理して管理すると個人データ
になります。そのように種別を分けて、それぞれについて
取り扱いの厳しさを変えることで、過度な保護にならない
ように配慮したものと考えられます。そのため個人データ
については法第20条に安全管理措置があり、いわゆるセ
キュリティ対策を求めていますが、個人情報については対
象ではありません。これを名刺にあてはめると、整頓して
いない名刺の束は個人データではないので、セキュリティ
対策は求められておらず、整頓した名刺は個人データとな
り、対策が求められるということになります。
　このように法条文にある個人情報や個人データの定義か
ら外形的な該当性を判断しようと試みるのは日本の特徴で
す。海外では、メールアドレスはどのような文字列であっ
ても、個人情報になり得るとした上で、それの取り扱いが
侵害になるなら、違法性が問われます。また、名刺に書かれ
ている住所や連絡先は、個人のものというよりも、会社など
の連絡先になるため、それらの取り扱いが侵害になるなら、
保護しますが、侵害とならないような取り扱いであれば保
護をしなくてもよいという判断がされる場合もあります。

　以上のことを踏まえて、個人情報についての保護と利活
用の両立を図るために何が必要かについて、弊社がパーソ
ナルデータ検討会に提言した内容を次頁のとおり紹介しま
すので、参考にしていただければと思います。

3 保護と利活用の両立を図るために何が必要か ～これからの個人情報保護制度～

図10　個人の権利利益を侵害する行為と行為の規定
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日本ヒューレット・パッカード株式会社

　情報の外形的な事前定義への該当性判断だけでなく、情報の利用について実質的な権利侵害のリスク判断を併用して
パーソナルデータの保護と利活用を図る法の運用を提言する。

目的：保護と利活用のバランスを図ること 
　利活用の委縮を改善するためには、個人情報を利活用する行為が、個人の権利利益を侵害するリスクについて実質的に
判断され、その侵害リスクが低ければ、その利活用を必ずしも違法と判断されないという運用が必要である。
　したがって、事前に定めた情報の定義への該当性についての判断だけではなく、行為による侵害リスクの影響について
の実質的な判断も併用するという運用を採用するべきである。
　新たに設けられる（仮称）準個人情報の定義に該当すれば規制され、該当しなければ保護されないという運用が前提であ
るため、事業者は（仮称）準個人情報に該当する情報の範囲を狭くして利活用を促進したいと考え、個人からすれば当該情
報の範囲を広くして保護が漏れないようにしたいと考える。
　しかし、事業者は個人の権利利益を明らかに侵害するようなビジネスを想定してはおらず、個人もまた利活用がまった
くなされない社会を求めているわけではない。
　両者は共に、個人の権利利益の侵害なく利活用がなされることを望んでいるにも関わらず、保護対象の情報の定義だけ
を議論するのでは、対峙する関係になってしまいかねない。
　現在のパーソナルデータ検討会の議論では、まさに、従来の個人情報に該当するもの以外に（仮称）準個人情報の定義を
設け、保護推進の立場からは保護対象の範囲を拡大することを求め、他方の利活用推進の立場は狭めようとしている。し
かし、そのような保護対象の範囲の定義にだけ着目した議論では、両者の折り合いが付かない。個人の権利利益の侵害を
最終的に抑止するという議論であれば、いったん、保護の対象となりえる情報の範囲を拡大することについて、利活用の
立場からも受け入れることができるようになる。
　また、（仮称）個人特定性低減データについても同様のことが言える。こちらは逆に、保護推進の立場からは範囲を狭め
たく、利活用の立場からは範囲を広げたいわけである。しかし、個人の権利利益侵害リスクが高い取り扱いを規制するの
であれば、利活用する範囲を広げても保護の立場から受け入れやすいものと考えられる。
以上のとおり、保護と利活用のバランスを図ることを目的にしなければならない。

（中略）

結論：事業者と第三者機関の規律に基づく、
　　　権利侵害リスクの低減により利活用を図る 
　以上のことから、個人情報保護法の改正についての
大綱では、事業者は権利侵害リスクについての対処策
についての透明性を高め、第三者機関がその適正性を
公平に判定できるようにするための法条文への必要な
改正に加えて、法の運用方法についても、情報の外形
的な事前定義への該当性判断だけでなく、情報の利用
が及ぼす影響について実質的な権利侵害のリスク判断
を併用するようにすることを明記することをパーソナ
ルデータの利活用のために提言する。
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