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開発に従事しつつ、情報銀行などパーソナルデータ活用に関する調査研究や事業企画にも取り組む。

情報銀行とは

共有され、個人がコントロールして自分自身の

● 注目されるパーソナルデータ

え方が広まりつつあります。パーソナルデータ

ために活用できるようにするべきだ、という考

近年、私たちのまわりのさまざまな分野にお

には、その個人の嗜好に迫るさまざまな情報が

いて、より良いサービスの実現のため、急速に

隠れています。パーソナルデータを個人が活用

データ活用が進んでいます。特に、消費者の一人

できるようになれば、例えば、好きな企業に自

「パーソナルデータ」
は、
「21
一人の嗜 好に迫る

分のパーソナルデータを提供することで自分の

世紀の石油」とも表現され、大変注目を集めて

嗜好にぴったりのサービスを受ける、好きな企

います。

業の製品開発に生かしてもらえる、といったこ

し こう

パーソナルデータとは、個人の基本情報
（氏名
や住所など）
や行動履歴
（交通系 IC カードの乗車

とが可能になります。

● 基本的な情報銀行のしくみ

データやスマートフォンの位置情報など）
、購

パーソナルデータの種類や量は膨大です。そ

買履歴などを指します。この注目を集めるパー

れらすべてのデータを個人が認知し、
管理して、

ソナルデータですが、現状は GAFA（Google、

このデータはこの企業に渡すけれども、あの企

Amazon、Facebook、Apple）などの一部の

業には渡さない、というように個人がすべてを

企業が独占しています。これらの企業は、例え

コントロールするのは限界があります。
そこで、

ば無料で自社サービスを提供する代わりに利用

個人の代わりにパーソナルデータを安全に、そ

者のパーソナルデータを収集し、自社サービス

して簡単に、企業とやり取りしてくれるしくみ

の精度向上や新サービスの開発に、そして広告

として、
「情報銀行」
（図 1）が生まれました。こ

精度の向上に利用しています。このパーソナル

の情報銀行に対し、例えば、

データの独占利用や囲い込みはさまざまなゆが

・便益の条件
（提供されるサービスの精度が上
がる、ポイントがもらえるなど）

みを生み出しており、独占禁止法の規制対象と
しても議論されるようになっています。

・提供先の条件
（特定の企業グループ、大学や

● パーソナルデータは誰のもの？

研究機関など）

ところで、個人の活動によって生じたパーソ

・提供するデータの条件
（行動履歴、購買履歴

ナルデータは、本来、その個人のものではない

など、実名または匿名でなど）

でしょうか。近年、
世界的にも、
パーソナルデー

などを登録しておくことで、つど、個人が指示

タは企業が独占すべきものではなく、個人にも

することなく適切な企業へデータを提供できる
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図１「情報銀行」
の概要図
✓ 第三者提供に関する
条件について同意
個人

情報銀行
委任
便益

便益

買い物をしますが、その購買
履歴は各お店や EC サイトに

✓ 個 人によるコントロー
ラビリティ確保
本人の同意の範囲内
で第三者提供
個人
本人のために
情報
管理

バラバラに蓄積されていま
情報提供先

す。これらの情報を情報銀行
個人
情報

情報の
利用

✓ 諮問体制（データ倫理審査会）
✓ 個人向けの相談体制

※ 2019 年４月 26 日 総務省 情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 第 12 回
【資料 12 ー１】
情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 とりまとめ（案）より

に預ければ、すべての購買履
歴を一括で見られるようにな
りますし、自分がどのような
消費をするタイプなのかを分
析することもできるでしょ

ようになるのです。情報銀行は個人の同意とコ

う。また、情報銀行に預けた購買情報は、自ら

ントロールが前提となっており、このしくみに

の選択で企業に提供することもできます。自ら

より、個人は安心してデータを管理し活用でき、

の購買情報をお気に入りの企業に提供すれば、

企業はより良いサービスを消費者へ提供できる

その情報を元に企業が自分にぴったりの商品を

ようになるのです。

選びお勧めしてくれるかもしれません。

このようなデータ活用事業に関しては、政府

● バイタルデータを活用したサービス例
バイタルデータ
（脈拍や体温などの生体データ）

が政策として推進しているという背景もありま
す。2016 年には
「官民データ活用推進基本法」

を健康管理に活用する例を考えてみましょう。技

が制定され、個人情報の活用に関する法整備や

術の発展により、日々の脈拍や体温などの体調

環境整備を行い、データ活用をより促進させて

や運動量のデータといったバイタルデータが

いくという政府の方針が明確になりました。こ

パーソナルデータとして蓄積されるようになり

れを受けて 2017 年には、改正個人情報保護法

ました。これらのデータも現状では、個々の

が施行され、適切なルールの下で個人情報の有

サービスやアプリの中に分散して蓄積されてい

用性を確保し、事業者がより積極的に個人情報

ますが、情報銀行のしくみを用いてこれらの

を利活用できる下地が作られました。

データを集約し、食品会社やジムを運営する会

こうしたなか、日本におけるパーソナルデー

社に提供すれば、健康を維持するための献立や

タの活用を促進し、消費者・企業に新たな機会

運動のアドバイスを、今までよりも詳細に自分

を提供する、社会をより良くするしくみとして、

に合ったかたちで受け取ることができるように

今、情報銀行への期待が高まっています。パー

なるかもしれません。また、日々の運動情報を保

ソナルデータを企業や業界の垣根を越えて流通

険会社に提供すれば、その人の健康状態が確認

できるように、政府と一部の企業団体が連携し

され、
毎月の保険料が安くなるかもしれません。
このように、消費者が情報銀行を通してパー

てこの情報銀行の普及を推進しています。

情報銀行で生まれる新たなサービス

ソナルデータを自由に活用できる世界が来る

情報銀行を利用すれば、今まで実現できな

を享受することができるようになるでしょう。

かったさまざまなサービスが実現できるように
なると考えられています。

と、さまざまな新しいサービスが生まれ、それ

パーソナルデータ活用法の変化

● 購買履歴情報を活用したサービス例

パーソナルデータは前述のとおり非常に価値

例えば、購買履歴情報を活用する例を考えて

の高いデータである一方、非常にセンシティブ

みましょう。私たちは、さまざまなお店、EC

なデータでもあります。自身の健康状態に関す

サイト（インターネットショッピングサイト）
で

る情報や資産情報など、他人に知られたくない
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情報も多く含まれます。このようなセンシティ

銀行という特定の場所に集まると、今度はそこ

ブなデータを活用するために、改正個人情報保

から情報が漏れないかという心配が出てきます。

護法で定められた
「匿名加工」
という方法が用い

悪意のあるユーザーによる攻撃の可能性もあ
りますし、情報銀行から情報を提供する提供先

られるようになっています。
匿名加工とは、パーソナルデータを特定の個
人が識別できないように加工することを意味し

企業から情報流出する懸念もあります。内部犯
行による情報流出の可能性もあります。

ます。例えば購買情報であれば、いつ何を購入

これらの懸念を解消するため、情報銀行サー

したかという情報は残したまま、
“誰が購入し

ビス・企業には、情報セキュリティおよびプラ

たか”を分からないように加工する、というこ

イバシー保護のための技術的な対応、ガバナン

とです。匿名加工を行うことで、万が一情報漏

ス体制の確保、継続的なマネジメントが求めら

洩があった場合でも個人への被害を防ぐことが

れることになります。

できます。このような理由から、企業に集まっ

● 情報銀行認定制度とは

ろう

えい

一般消費者からすると、どの情報銀行サービ

たパーソナルデータは匿名加工されてから活用
されることが多いのです。

ス・事業者が適切な対応・対策を行っていて安

● パーソナルデータをそのまま扱う情報銀行

心安全で信頼できるのかを見極めることは容易

しかし一方で、匿名加工情報は限定的な使い

ではありません。そのため、どの情報銀行が安

方しかできない、という側面もあります。匿名

心安全なのか、消費者がひと目で判断できるよ

加工してしまうと、その情報が誰のものなのか

う
「情報銀行認定制度」
というものが考えられま

が分からなくなってしまうため、前述したサー

した。情報銀行サービスはこの認定を受けなく

ビス例のように個人一人一人に合わせた最適な

ても行えるため、あくまで認定は任意のもので

サービスの提供ができません。安全性を高める

すが、一定水準以上の十分な対応・対策を行っ

一方で、せっかくのデータを有効活用できなく

ている情報銀行サービス・事業者に情報銀行認

なってしまいます。

定を発行し、その安全性を客観的に判断できる

そこで、パーソナルデータを個人主導で安全

ようにする取り組みです。

に管理し、個人の同意の元で第三者へ安全に提

この認定制度は、現在は一般社団法人日本

供する情報銀行というしくみが普及すれば、個

IT 団体連盟＊１（以下、IT 連盟）という民間団体

人は安心して企業にデータを提供でき、企業も

によって、審査・認定・運用されています。こ

安心して利活用できるようになるのです。情報

の認定制度の認定基準は、総務省と経済産業省

銀行が普及することで、匿名加工情報では実現

が中心となって産学の有識者を集め議論し、

できなかったサービスが提供できるようにな

2018 年に公表した政府の指針
（
「情報信託機能

り、その結果、消費者の生活が今までよりも便

の認定に係 る指針」＊２）に沿って作成されてい

利で豊かになるでしょう。

ます。IT 連盟の専門組織において、この指針を

安心安全な情報銀行を見極める
認定制度

さらに具体的な内容に詳細化し、同年、認定事

● 情報銀行に関する懸念

度の審査に合格した際には、認定マーク
（図２）

個人にとって重要なパーソナルデータが情報

かか

業が開始されました。2019 年には初めての認
定事業者が発表＊３ されています。この認定制
が付与されます。

＊１	IT 関連企業の団体の連合体であり、日本の IT 産業の健全な発展に貢献する組織。
＊２	https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191008003/20191008003.html
＊３	https://itrenmei.jp/topics/2019/3646/
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図２ 情報銀行認定マーク

確認してくれる）するための
「頼れる第三者」と
しても、情報銀行の意義は大きいと考えます。

● 企業にとっては可能性の宝庫
1901AA01000
（数字）
扌
認定更新回数を表す

企業側にとっては、情報銀行を利用すること
※一般社団法人日本 IT 団体連盟
情報銀行推進委員会
ウェブサイトより

審査内容の概要を紹介すると、例えば、

により、今までとは異次元の深さのデータ、先
行する GAFA 同等以上のデータが入手できる
ようになるかもしれません。そうすれば消費者

・経営的な健全性が十分であること

との間に深い関係性を築くことができるように

・情報セキュリティやプライバシー保護に関す

なり、価値の高い商品やサービスを生み出し、

る対策が十分であること

新たな需要を掘り起こせる可能性があります。

・データ倫理審査会を設置しているなど、ガバ
ナンス体制が十分であること

日本の産業の発展のためにも、情報銀行を介し
たパーソナルデータの活用は重要になります。

などが問われます。さらには消費者との契約に
おいても、

結 び
今後ますます価値が上がり、量が増えるパー

・同意の撤回（オプトアウト）
や情報の提供履歴
の閲覧（トレーサビリティ）
に対応する
・個人との間で苦情相談窓口を設置し、一義的

ソナルデータを特定の企業だけが握るのではな
く、個人の下に取り戻し、個人の同意とコント
ロールの下に適切に活用し、そこから便益を得

な説明責任を負う
・提供先の問題であっても、個人に対して損害

ることは、
消費者の大きな利益につながります。
政府も情報銀行によるデータ流通を後押しす

賠償責任を負う
などの消費者重視の内容を盛り込むことを求め

るために、やり取りするデータの仕様を統一す

ています。規約説明や操作性などについても、

る取り組み
（データ仕様の標準化）
、また、個人

消費者に分かりやすく簡易なものにするよう義

の意思でデータを引き出して移せる権利
（デー

務づけられていて、消費者への配慮が多くみら

タポータビリティ権）の議論を進めようとして

れる内容となっています。

います。情報銀行の普及が、データ利活用を推

消費者にとっても企業にとっても
意義ある情報銀行

進するエンジンになり得るとして期待されてい

● 消費者にとっては「頼れる第三者」

まる情報銀行は、
攻撃されるリスクが高くなり、

るのは事実です。
一方で、パーソナルデータが特定の場所に集

消費者にとって、情報銀行は今まで以上の便

情報漏洩した時の被害が大きくなる可能性もあ

利さ・便益をもたらしてくれるものですが、同

ります。そのため、情報銀行事業者には情報セ

時に「頼れる第三者」
という側面もあります。

キュリティに関する技術的、組織的な対応がよ

日本の消費者は企業によるパーソナルデータ

りいっそう求められます。

の取り扱いに対して不安・懸念を強く持つ人の

自身のパーソナルデータとうまくつき合い、

割合が高い一方で、個別企業の規約は難解な内

自身の生活の質を上げるためには、認定制度な

容のために正しく理解できずに
“すべきでない

どをよりどころに、安心安全な情報銀行を見極

データ利用に関する規約同意”をしてしまう

めて活用していくことも重要になってくるで

ケースも散見されます。このような消費者の不

しょう。情報銀行の広がり、活用はまだまだこ

安・懸念を払拭し、
“すべきでない同意”
を回避

れからになりますが、その可能性には注目して

（情報銀行が分かりやすくデータ利用の可否を

いきましょう。
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