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今回の大規模災害でも関西や九州は被害が無かったことを考えると、距離は離れていたほうが良いが、中

央防災会議などでも一概に安全な距離というものはないとしているため、各種リスクをメインサイトとバック

アップサイトで共有しないようにするという観点で、できることを行う必要がある。例えば、管轄が違う電力会

社や地域にサイトを持つといったことも考えられる。また、バックアップサイトを保有することは原則であるが、

保有すること自体が現実的ではない場合、代替手段をいかに確保するかを、予め検討して先に取り決めし

ておくことが重要である。 

 

＜記録者の感想＞ 

非常に盛り沢山の内容を短時間に報告・説明していただいた。配布資料は細かく丁寧に作成されているので、資料

だけでも参考に出来るようになっているのは大変ありがたい。 

その中で考え方がきちんと表現されていることは参考になる。われわれはよく理解しておきたいものである。また、短時

間であったが、質疑応答でシステムの管理者や監査人から見ての疑問が出され、まだこれからの検討課題であること

や、今回の改訂の考え方が回答されて意義深いものになった。 

講師としてご来場を頂いた西村部長、鬼頭総括主任研究員、岡田主任研究員の皆さんには、深くお礼を申し上げま

す。有難うございました。 

 

以上 

 

 

■ 第 182 回月例研究会報告            

日時：2013 年 6 月 17 日（月曜日） 18 時 30 分～20 時３0 分 

場所：機械振興会館 地下 2 階 ホール 

演題：「個人情報影響評価 PIAの要諦とシステム監査との関係」 

講師：公立大学法人首都大学東京 産業技術大学院大学 

                教授 瀬戸洋一 氏  

報告者 N o . 1186 宮下重美 

 

1．講演要旨   

 

プライバシーなど個人情報を利用するシステムの構築にあたり、プライバシーリスクを事前評価することにより、適切なコス

トで安全なシステムを構築することが可能である。プライバシーリスクの事前評価に関する世界的な規準としてプライバシー

影響評価（Privacy Impact Assessment）がある。保護対象とするデータは機微情報だけではなく、いわゆる個人情報である

ため、日本や韓国では、個人情報影響評価（Personal information Impact Assessment：PIA ）と呼んでいる。本講演では、プ

ライバシー影響評価、個人情報影響評価の２つの言葉を同じ意味で使う。一般的な専門用語として利用する場合はプライ

バシー影響評価、日本や韓国における状況の説明の場合は個人情報影響評価と使い分ける。                                               

 個人情報保護の体系的な対策としてプライバシーバイデザイン（計画的なプライバシー対策）PbDのコンセプトが提案され

ている。この PbDにおける PIAの位置づけを明確にし、システム監査との比較における PIAの要諦を紹介する。 

 なお、項目構成は次のとおりである。      （講演資料の項番を詳細化し、項目を再設定している） 
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 （１）はじめに                         （２）個人情報漏えいの状況 

 （３）PIAの対象とする個人情報             （４）プライバシーバイデザインの考え方 

 （５）プライバシー影響評価                 （６）個人情報影響評価の手順と手法概要 

 （７）プライバシー影響評価の事例            （８）個人情報影響評価実施の効果 

（９）日本における個人情報影響評価 PIAの制度化と展開  （10）個人情報影響評価 PIA と監査の相違 

（11）国際規格 ISO2230 は PIA とプライバシー適合性監査の両方へ適用できるか？ 

          

2．講演の内容                     

   

（１）はじめに 

  例えば、原子力発電所の建設を考えてみよう。建設にあたり、「環境影響評価」を実施し､問題なければ建設できる。しか

し、形骸化した環境影響評価がなされておれば危険なことになり、これら建設費、廃炉費用などを国民が負担すること

となる。 

  PIA も同様に、PIA を実施することは容易であるが、効果あるように(形骸化しないように）実施することが難しい。 

（２）個人情報漏えいの状況 

  個人情報漏えい事故の発生状況は、JNSA 資料によれば、個人情報保護法実施以来、減少しておらず、年間発生件数

は数百件、想定損害賠償額も数百億円台である。発生業種も多岐にわたっており、大きな問題を抱えている、といえ

る。 

（３）PIAの対象とする個人情報 

  PIA の適用範囲を考える際に、個人情報法保護法でいう個人情報、プライバシーを問題にする機微な個人情報などが

あるが、PIAの対象範囲とする個人情報は、いわゆる広義の個人情報とする。  

（４）プライバシーバイデザインの考え方     

 １）プライバシーバイデザインの定義 

・プライバシーバイデザイン(｢計画的プライバシー対策｣)は、プライバシーリスクを最小限にするための原則をいう。 

・定義は、『システムの開発・運用においてプロアクティブ(proactive：事前)にプライバシー対策を考盧するというコンセ

プトであって、企画から保守段階までのシステムライフサイクルで一貫した取り組みを行うこと』となる。 

       (カナダオンタリオ州のプライバシーコミッショナー：Ann Cavoukian 博士が 1990 年代に提唱） 

  ２）プライバシーバイデザインのコンセプト 

     ユーザプライバシーの尊重を基本として、計７項目で構成する。 

・プロアクティブ（事前）         ・デフォルト設定でプライバシー  

・設計時に組込むプライバシー対策 

    ・ポジティムサム（セキュリティ対策とプライバシー対策においてゼロサム的なアプローチではなく、 

すべての正当な利益をポジティブサムの方法で対応する）     

・end to end ライフサイクル      ・可視化と透明性 

 ３）プライバシーバイデザインの適用事例 

   ・適用領域としては、情報技術、組織、社会基盤などにわたる。 

   ・例示すれば、監視カメラ（Video Surveillance）、空港における全身スキャニング（Whole Body lmaging) 、 

RFID タグなどの各種プライバシー対策がある。 
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  ４）プライバシーデザインの実施方法 

    ・プライバシーデザインは、総合的なプライバシー対策であり、企画・設計・開発・運用のフェーズで、 

システム・組織面から実施するものである。 

   ・PIA（個人情報影響評価）は ISO22307 をベース（国際標準適合）とすることが適切である。  

 ５）企画構築と運用におけるプライバシー対策の必要性 

   ・プライバシー対策の基本は､構築と運用で考慮する必要があり、その具体的手法が PIAである。 

   ・企画設計段階で PIA を実施し､包括的なプライバシー問題を事前に把握し､考えうる対策をたてる。 

   ・技術で安全は確保できても､安心は確保できない。包括的技術対策および情報提供者の信頼を得るのが PIA 

である ｡データ提供主体、システム運用者など、ステークホルダーの合意形成を行う。  

   ・運用においては､Pマークなどの制度を利用し､運用者自身から生じるリスクを低減する。 

（５）プライバシー影響評価 

 １）プライバシー影響評価の概要 

   プライバシー影響評価とは、個人情報に関するリスクアセスメント手法をいう。 

      ｢個人情報の収集を伴う新たな情報システムの導入にあたりプライバシーへの影響度を"事前"に評価し、その回避、

または、緩和のための法制度･運用･技術的な変更を促す｣ための一連のプロセス をいう。 

   プライバシー影響評価の確立とその流れを概観すると、次のとおりであるが、各国の社会的背景、事情、    

   法的手段等により、その内容は必ずしも同一とはいえない。 

  ・1990 年代後半に体系化が進められ、2008 年に国際標準規格を発行した。（ISO22307)  

   その後、各国の個人情報保護監督機関や行政機関が、各国事情に応じたガイドライン等を公表 している。 

  ・オーストラリア､カナダ､香港､アイルランド、英国(英国連邦)、米国などで利用されており、これらの 

国では政府機関で義務化している。 

  ・医療やバイオメトリクスなどを利用する民間企業でも義務化されている 

  ・EUのプロジェクト SAPIENT（防犯カメラ）は PIAを実施した。  

EUでは、バイオメトリクスなど個人情報を扱うシステムの構築に際し、2011年にプライバシー影響評価 PIAのフレー

ムワークを用いることを endorse(承認)している。 

・「プライバシー 影響評価」は「環境影響評価 EA（日本）」と対比するとアナロジーが存在する。 

・国際標準規格（ISO22307)はフレームワークだけであるので、現在、SC27 では、PIA のメソドロジーの標準化の議論

が進んでいる。（ISO29134  WD の段階） 

 ２）プライバシー影響評価の目的 

  ①個人情報を運用するシステムに対して、個人情報提供者(データ主体)の｢プライバシー｣に与える｢脅威｣(リスク)を測

定･評価し、その結果から 

   ・｢プライバシー｣リスクの低減に有効な情報を見出す 

   ・この情報にもとづき、事業･施策システム設計･調達などに必要な具体的提案(改善案)を選出する 

   ・個人情報運用システムの透明性を確保し、システム運用者とデータ主体の間の信頼関係形成を支援する 

  ②事前対策を促すという実質的な意図もある。 

 ３）日本におけるプライバシー保護に PIAが必要な理由  

   事業者を対象とする事後措置的な行政法である「個人情報保護法」と「プライバシー保護」とは補完関係にあり、対象

が少人数（例えば一人）でも、「利用者の重要なプライバシーを適正に保護する」ものが PIA である。 また、PIA は、
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ステークホルダーとの問題の共有化を可能にしている。 

 ４）プライバシー影響評価の構成 

   法律・ガイドライン・契約上のポリシー・国際標準などをインプットとして、次の３項目で構成している。  

  ①プライバシーフレームワーク 

   ・法的側面     ・プライバシー要件とプライバシー測定条件の定義                   

  ②プライバシーアセスメント 

   ･運用上の側面  ・分析とチェックによる問題抽出 

  ③プライバシーアーキテクチャー 

   ・技術的な側面  ・抽出された問題に対する技術的対応 PET(Privacy Enhancing Technologies) 

  ５）プライバシー影響評価に関する各国の状況 

  ①世界各国の PIA を「法律・ガイドライン・ポリシー」「独立検証機関の有無」「実施主体」「行政法との 

位置づけ・予算承認など」の観点からみると、それぞれ状況が異なる。  

  ②日本のマイナンバー法（通称）を見ると次のとおりである。  

   ・法律等      ：「行政手続きおける特定の番号を識別するための番号の利用等に関する法律」で、 

特定個人情報に関連するシステムについて情報保護評価の実施を義務付ける 

   ・独立検証機関：行政分野では三条委員会を設置 

   ・実施主体    ：行政機関および一部民間企業･団体 

   ・備 考      ：行政分野の三条委員会では情報保護評価報告書の承認を行う。不適切な場合は、シス 

テムの接続運用を拒否することで実効性を担保する。また、評価結果は公開とする。 

（詳細については「別紙」参照） 

  ③国際標準規格 ISO22307 の要求事項 

    米国の提案により、2008 年に国際規格が策定され、要求事項のみ明確であるが、具体的手順等は実施者に委ねら

れている。 

   ＜手順概要＞ 

    ・PIA 計画：PIAの適用範囲を定義、適用される法令・規格を特定、対象システムを調査 

    ・PIA 評価：個人情報の業務プロセス分析、データフロー分析、PIA 報告の結論と勧告を作成 

    ・PIA 報告：評価・分析した事項を文書化、報告書を関係者間でレビュー 

   ＜実施体制＞ 

    ・十分な専門知識  ：PIA実施者は必要な専門知識を持つメンバーを選定する必要性 

    ・独立性と公共性  ：対象システムに関する利害関係に対する中立性の確保を行う必要性 

    ・意思決定の際の利用：PIAの実施結果を､対象システムの意思決定を行う際に利用する必要性 

  ④日本における個人情報影響評価 PIA 実施フレームワークとその整備状況 

    日本では、現在のところ、民間利用も考慮した、PIA実施に関する法律がなく、コモンロー、社会制度 

    でもないが、国際標準規格 IS022307 のフレームワークに準拠することが適切である。 

なお、マイナンバー法で特定個人情報の PIA を義務付けた。 

   ・PIA を具体的に実施するために、国際標準 ISO22307 に準拠した体系（ハンドブック、マニュアル）が、産業技術大学

院大学：瀬戸洋一教授により提言されている。  

マイナンバー法における PIA については「情報保護評価ガイドライン（案）行政機関用」等が作成さ 
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れている。 

   ・今後、関連するシステム開発にあたっては、PIA評価チーム、実施依頼組織が参照すべき「分別 

マニュアル（マイナンバー：行政、医療、金融等）」を策定することが必要である。 

  ⑤日本における PIA 実施体制 

   ・公的分野の実施根拠は「法律」「予算承認との関連あり」、基準による「監査的要素」があり、公開性を求めている。 

・公共性の高い事業分野、民間分野の実施根拠は「ガイドライン」等が想定され、公共性の高い事業分野から民間

分野になるに従い、「コンサル的な要素」が強く、非公開である。 

（６）個人情報影響評価の手順と手法概要 

   産業技術大学院大学：瀬戸洋一教授により提言している以下の方法を紹介する。なお、我が国では 

唯一の PIA手法である。 

 １）個人情報影響評価の手順(ガイドライン）  

   ①予備評価：プロジェクトにおける個人情報の取得・利用・開示の実施の有無を評価して、PIAが 

         必要かどうかを判断。例えば、行政では、PIA実施時の予算措置のために必要である 

   ②プロジェクトの記述：プロジェクトの目的と個人情報の取扱いの有無を含め、プロジェクトの概要を記述する 

   ③情報フローマッピング：プロジェクトにおける個人情報の取扱いの流れを記述し、マッピングする 

④個人情報影響評価：プロジェクトがどのように個人情報に影響を与るかを特定、分析する 

⑤プライバシー管理：特に、プロジェクトの目標を達成する一方で、個人情報への影響を改善する代替的 

な選択肢を検討する 

⑥勧告(PIA報告書作成)：上記の情報と勧告を含む最終 PIA レポートを作成する 

 ２）個人情報影響評価におけるリスク分析の位置づけ  

  ・各国の PIAの現状を調査すると、リスク分析手法が明文化されていない。このため、PIAにおけるリスク分析の位置づけ

を明確にした「PIAのリスク分析手法」を検討し開発・公開している。 

  ・従来は、参考規程類（法令、ガイドライン、社内規程）から「評価シート（要求事項）」を作成し、PIA の対象となる技術設

計（評価対象文書：システム企画・設計書）を評価し、PIA 報告書を作成し、見直し・改善を図っていた。このため、リ

スクの洗出しが不明確であった。 

  ・検討後に開発した方法は、技術設計内容を業務処理の流れ（ライフサイクル）にそって、プライバシーリスクを含めリスク

分析を実施し「リスク分析表」を作成することとした。 

この結果をもとに、「評価シート（要求事項）」と対比して相互に評価を行うこととした。なお、この相互評価について

は、「双方向ギャップ分析」で後述する。 

  ・これらにより、制度設計を変更する道すじを明確にして、制度・技術両面からの評価・見直しを支援することとした。 

 ３）リスク分析手法の具体的な提案   

   瀬戸洋一教授は、前記２）項を含めて、次の二つの提案をしている。 

   ①「どのように」（内容）の観点 

      PMSの発想および ISO31000 のプロセス      → リスク分析のプロセスを明確化 

   ②なんのために（位置づけ）の観点 

      リスク分析結果から制度と技術の両面で「双方向ギャップ分析」 

 → 制度設計､技術設計の変更を促すルートを明確化 

 ４）リスク分析のプロセスの明確化・・・前記３）①の提案 
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    ISO31000:2009 をもとに、ＰＭＳの考え方を踏まえたリスク分析を策定している。その骨子は次のとおりである。 

   ①PIA計画 

   ②対象システム分析 

   ③プライバシー（個人情報）リスク識別：個人情報の識別、リスクシナリオの識別、計画済み対策の識別 

   ④プライバシー（個人情報）リスク分析：影響度の評価、発生可能性の評価 

   ⑤プライバシー（個人情報）リスク評価：必要なリスク対応検討、プライバシー影響評価 

   ⑥プライバシー（個人情報）リスク対応 

   ⑦PIA及び対応プロセスの記録 

  なお、全ブロックと「監視及びモニタリング」「コミュニケーション及び協議」とが連携する。 

 ５）「双方向ギャップ分析」の提案・・・前記３）②の提案 

  ・画期的な手法である「双方向ギャップ分析」により、制度・技術両面の見直しを支援するよう方式を提案する。 

   なお、具体的な分析は「要求事項（評価シート）」「検出リスク(リスク分析表）」「リスク対策計画(リスク分析表）」で実施す

る。 

                             （講演会資料抜粋） 

         

 

  ・ポイントは、次の点にある。 

   「要求事項（評価シート）」における“リスクの考慮漏れ”の改善支援 → 要求事項の完備性を評価 

   「リスク対策計画(リスク分析表）」における“リスク対策計画なし、不十分”の改善支援 

 → リスク対策計画を評価、 

  ・提案の「双方向ギャップ分析」については、医療福祉分野などの PIAにおいて検証済みであり、制度・技術両面の見直

しの支援を確認し、リスクの可視化ができた。 

（７）個人情報影響評価の事例 

 １）日本における個人情報影響評価の実施実績 

  ・2006 年度官庁の依頼により、入国管理システムで PIAを試行 

  ・2007 年度 SSR産学戦略的研究フオーラムで日本における実施に関する研究を推進 

  ・瀬戸洋一:｢プライバシー影響評価のアセスメント手法に関する調査研究」 

    (平成 19 年度産学戦略的研究フォーラム海外連携型調査研究、2008 年 3 月） 
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  ・2009 年度・民間企業の依頼により、認証サービスシステム関する PIA 実施 

  ・産業技術大学院のプロジェクト｢ライブビデオ｣に関し PIAを実施 

  ・2010 年度および 2011 年中小企業同友会の依頼により、グループウエアなどのクラウド化に対し 

PIA実施 

  ・2012 年度ディジタル健診データ EHRシステム（クラウド利用を含む）における PIA実施。 

公共機関的なケース、医療的なケースとして注目に値し、関連情報も存在するので、必要に応じて、参照 

されたい。  

 ２）欧州におけるプライバシー影響評価の概要 

  ・ヨーロッパにおいて､データ保護作業部会 29 条に署名した RFIDの PIAフレームワークが企業により開発された。 

  ・ECは､新しいデータ保護法に PIAを含めることとしている。 

  ・EC委員会の文書 EU(COM)2010/609/EC、4 Nov.2010)では､PIAを個人データ保護における包括的なアプローチとし

ている。 

 ３）米国におけるプライバシー影響評価の法的な根拠 

  ・2002 年電子政府法第 208 条 

   事前にプライバシー影響評価を実施することを義務付け、予算を要求するシステムに対する PIA報告 

書の写しの提出 

  ・国土安全保障法第 222 条 

   DHS 省内でチーフプライバシーオフィサーCPO(Chief Privacy Officer)を任命することを義務付け、CPO はプライバ

シー保護を確立することを保証、CPO は DHSによって実施された PIAを承認する権限をもつ。 

  ・スマートグリッドの PIAに関する文書を NISTが公表している。 

 ４）その他の動向 

  ・国内外で、防犯監視カメラ（痴漢防止カメラを含む）があるが、日本では設置実施の説明責任が不十分なものがある。 

（８）個人情報影響評価実施の効果 

 １）効果的なプライバシー影響評価の概要 

  ①早期における対策により本当の効果が得られる 

    ステークホルダーへのコンサルテーション  情報フロー分析 

  ②関連する法律への遵守 

  ③プライバシーのリスクと対策 

   リスク軽減あるいは回避のためのソリューションの一つ 

   明確な助言が可能であり､構築における計画書(設計書）へのフィードバック 

   透明性 結果は皆がアクセスできるように公開される  

  ・具体的に、どう役立つか、説明が難しい面もある。 

  ・海外の評価例もあるが、様々であり、明確な評価基準は不明である。 

 ２）プライバシー影響評価の有効性評価における課題 

  ・海外の先行事例では、PIA の有効性を前提とした PIA 報告書に対する評価事例はあるが、フレームワーク自体の有効

性評価は存在しない。 

  ・PIA フレームワークの有効性評価のイメージとしては、インシデント発生面から、PIA 実施システムと、PIA 非実施システ

ムとを比較する方法が存在するが、実際的でなく、別の評価指標が必要である。 



August 2013                                日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報  52 

 ３）新たな個人情報影響評価の有効性評価方法の提案 

   次の二指標を瀬戸教授は提案し、評価を実施している。 

   ①プライバシー（個人情報）リスクの可視化 

    PIA を実施しなければ捕捉できなかったプライバシー（個人情報）リスク､ステークホルダーが見過ごしたリスクを検出

できたか  

     → 企画・設計段階で、PIA実施により明らかになった不適合事項（件数）を「有効性」を評価した結果、とみなす 

   ②プライバシー（個人情報）保護意識の改善 

    PIAを実施することで、ステークホルダーのプライバシー（個人情報）意識が改善したか 

      →  PIA 実施依頼組織のプライバシー（個人情報）保護意識の推移を評価、 

        10 分野 73 項目の質問を PIA実施前後に実施し､認識を確認 

        この際、副次的な効果として、本部と現場との間での意識の乖離が減少、個人情報保護への全社レベルの取組

み強化、が期待できる 

 ４）個人情報影響評価の実施効果（まとめ） 

   ①早期に問題を顕現化する｡ 

事後ではなく､事前にプライバシー問題を検知､安全管理策を構築して、必要以上の投資を抑制する。 

   ②プライバシー問題を事後ではなく､事前に明確にする。 

   ③プライバシーのミスによる混乱､あるいはコスト増を避ける。 

   ④プライバシーリスクを防ぐため組織に証拠を残す。（信頼性の低下､ネガティブな評判へのダメージ） 

   ⑤関連する法律への準拠       ⑥リスクマネジメント目標を支援 

   ⑦説明のつく意思決定を強調     ⑧ステークホルダーヘプライバシーの重要性を実証する 

（９）日本における個人情報影響評価の制度化と展開 

    ・マイナンバー法の実施に伴う PIA適用については、内閣府からガイドラインの素案が示されている。 

  ・PIAの適合性評価については、国内で JIS化が必要であり、また、第三者機関での適合性評価の仕組み 

（認証機関）の検討が必要である。 

  ・PIAに関わるリスク分析手法を提案しているが、この内容を検討し標準化する必要がある。 

  ・PIAに関わる人材育成はその主体、内容など、体系的、体制的な検討が必要である。 

   民間では、PMSのスキルをもつ者も存在するので、PIAの本質を理解されれば大きな力になる。 

  ・瀬戸教授の大学でも PIA に関する体系・手法検討、標準化、人材育成プログラムの作成など、制度化対応を含めて、

積極的な参画をしているので、利用ねがいたい。 

（10）プライバシー影響評価と監査との相違  （出典:ISO22307 Q&A より） 

  ①監査は個別的な業務システムの現時点における法律やガイドラインなどのコンブライアンス要件との適合性レベルを

判断し、将来的な法律との不適合を回避するためのステップである。 

  ②PIA と監査の類似性は､同様の技能を用い､プライバシー侵害を回避しようとするところにある。 

  ③監査は主として既存システムを対象とし､必要とされるポリシー、規格や法律との適合性を検証するため 

のものである。 

  ④PIA はシステム開発の初期段階で用いられ､プライバシーに関する最適のオプションや解決策を特定する 

のに役立つ。 

  ⑤監査の場合は､法律､ガイドラインなどの適合性基準を正しいとして実施するが､PIA の場合は､システムへのリスク分析
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により、現在のガイドラインなどのコンプライアンス要件の妥当性評価を行うこと、が大きく異なる点である。 

（11）国際規格 ISO22307 は PIA とプライバシー適合性監査の両方へ適用できるか？など 

（出典:ISO22307 Q&A より） 

  ①PIAが ISO22307に従って実施されたと主張するのは適切であるが､適合性監査が ISO22307に従って実施したと主張

するのは適切ではない。なぜならば、ISO22307 はフレームワークのみであり、管理基準が明確化してないからであ

る。 

  ②プライバシー適合性監査が報告書を含むものであった場合は、当該の報告書は次に提案されるシステム変 

更の PIAにおいて出発点として利用できる。 

  ③ISO22307 において参考情報を提供する付属書一式は､適合性監査の準備する助けとなる。 

   したがって､適合性監査に報告書の構造を適用し､監査の実施に当たって ISO22307 を適用することは適切である。

PIA報告書の雛型は情報セキュリティ監査の基準に基づき作成しているので理解し易い構成である。 

④民間対応の PIA は情報セキュリティ監査における「助言型的な内部監査」に相当し、公共対応の PIA は「保証型監

査」に相当すると、ほぼ、理解して良い。 

（12）その他 

①ハンドブック及びマニュアルの目次、情報セキュリティ監査と個人情報影響評価との対比 が「講演資料」に添付さ

れていた。 

    ②参考となる各種資料は、教員サイトからダウンロード可能であり、｢産業技術大学院大学瀬戸洋一｣で検索できるので

活用して欲しいと、瀬戸洋一教授からアナウンスがあった。 

  ③個人情報影響評価に要する稼働 

・システム規模等によるが、中規模で、３－４月、４～５名程度と想定する。  

・システム設計段階において、個人情報影響評価は要件定義後に実施する点を考慮すると、１～２月程度で実施す

ることが求められる。     

・費用は韓国の事例から想定すると、中規模で 500 万円程度、大規模で 1500～2000 万円程度と考える。 

  ④参考：「マイナンバー法における情報保護評価の概要」を ＜別紙＞ に示す。   

 

３．質疑応答 

 

(1)PIAの範囲（スコープ）において、非技術的事項である人的、組織的事項（要件）はどう扱うのか 

  PIAの範囲は（ハードウェアの）システムのみであり、組織などの運用体制等は評価対象としていない。 

  但し、PIAを実施する際は、制度としての組織のコンプライアンス的なポリシー・規程等は対象として 

おり、助言的な意味合いがある。 

(2)PIAにおける簡易形、詳細形の評価・分析区分について説明ねがいたい 

  PIA は出来る範囲で実施するとの発想で、コストも考慮して区分している。「簡易形」はテンプレート化されており、システ

ムの上流工程では簡易形とならざるを得ない。この区分は英国の例を参考にしている。 

(3)PIAにおけるリスク分析について説明ねがいたい 

  検討当初は「評価シート」の作成に重点をおいたが、リスク分析・評価に苦慮した。プライバシーリスクは、ISMS のような

CIA要素では分析・評価できない部分があるため、PMSの発想に基づく業務のライフサイクル（収集・利用・提供など）の

流れに沿って分析・評価することとした。これらを組込んで、制度的法的要素と技術的要素による双方向評価を実施す
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る仕組みとしている。 

＜双方向評価などについては、3．講演内容 (6）プライバシー影響評価の手順と手法概要、2）～5）を参照＞ 

(4)第三者監査と対比し、PIA におけるセルフ評価（プライバシー影響評価）者の有責性はどう考えたらよいか 

  難しい質問である。私は、PIA自身の内容に関する責任はシステム構築実施責任者にあると考える。ただし、 

中立、専門的な立場で本件の適正判断をする CPO(チーフ・プライバシー・オフィサー、プライベート・コミ 

ッシュナー)にも責務はあると考えるが、明確なことはわからない。 

公共分野の場合は、組織外の第三者としての中立的な立場であり、民間分野の場合は組織内で対応すること 

となる。従って、民間分野の場合は、PIA的なもの、コンサル的な立場となるのではないか・・・ 

(5)スマートグリッドにおけるプライバシー問題とは具体的にどのような内容か？ 

  家族の活動内容がある程度把握できる可能性がある。例えば、何時にどのように就寝するかなども。 

  是非、電力業界でも取組んで欲しいと考える。学会でも問題提起している。 

(6)PIAの人材育成に関わる参考意見をいただきたい 

  システム監査を実施している技術者が一番近い位置にある。PIA の基本的概念の理解と、手法的なリスク分析について

理解できればよい。大学でも育成プログラム案を作成しているので、しかるべきところでブラッシュアップして欲しいとね

がっている。当大学での各種実績を活用して欲しい。 

(7)効果的効率的な PIAのリスク分析手法はないか？ 

 PIA のリスク分析手法は、ＰＭＳ的な業務分析を実施し、評価は計数的に実施している。PIA はシステムの基本設計段階

で実施する方式であるので、詳細設計段階で実施するほど、工数がかからない、と考える。 

詳細設計段階では、CC認証(ISO/IEC 15408）的な手法を考慮することも方法である。 

なお、マイナンバー法による PIAを詳細に実施しようとすると、かなり工数がかかるのかな、との思いもある。 

 

４．感想 

    

マイナンバー法の成立により、注目されている「個人情報影響評価」について、我が国第一人者である   

  瀬戸洋一教授から、概要、事例、効果について、海外の状況を含め講演いただき、非常に有意義であった。 

   特に、国際標準規格（ISO22307)のフレームワークを具体的に展開した「PMS の考え方を踏まえたリスク分析」「双方向

ギャップ分析」「PIAの有効性評価」、これらをベースとした PIAの実務的な「ハンドブック」 

及び「マニュアル」の開発などの情報を開示いただき、あらためて、お礼を申し上げたい。 

   「個人情報影響評価」が求める技術・スキルという点では、システム監査を実施している者が一番近い位置にあるとのこ

とであるので、私共のミッションを十分認識して、活動機会が得られれば、この上ないことであると考えている。 

                                          （完） 

＜別紙＞ 「マイナンバー法における情報保護評価の概要」 

 

１．情報保護評価について  

共通番号制度は、①より公平・公正な社会、②社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会、③行政に過誤や無

駄のない社会、④国民にとって利便性の高い社会、⑤国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールでき

る社会の実現を目指し、導入されるものである  

    しかしその一方で、番号制度導入により、国家により個人の様々な個人情報が一元管理されるのではないか、 
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特定個人情報が不正に追跡・突合されるのではないか、財産その他の被害が発生するのではないかといった懸 

念が考えられる。  

   そこで、これらの懸念を踏まえ、国民の特定個人情報が適切に取り扱われる安心・信頼できる番号制度の構 

築のために、特定個人情報ファイルが取り扱われる前に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、 

かかる影響を軽減する措置を予め講じるよう、情報保護評価を実施する  

    情報保有機関は、情報保護評価を実施することにより、特定個人情報ファイルを保有することで具体的にどのような 

リスクがあり、したがってどのような措置を講ずるべきかという、個人情報保護及びプライバシー等 

保護のための具体的な検討・評価を体系的に行うことができる。 

   情報保護評価を通し、抽象的な検討ではなく、具体的かつ体系的な検討・評価を経た措置を講じることがで 

き、それにより、特定個人情報ファイルに係るプライバシー等に配慮した取扱いを確立することを企図するも 

のである。  

  

２．情報保護評価の目的  

① 事後的な対応にとどまらない、積極的な事前対応を行う  

  ② 情報保有機関が国民のプライバシー等の権利利益保護にどのように取り組んでいるかについて、情報保有機関自身

が宣言し、国民の信頼を獲得する  

  ③ 個人番号情報保護委員会が確認を行うことで、①②についての厳格な実施を担保する  

 

３．情報保護評価の対象者 

＜義務付け対象者＞ 

行政機関の長、独立行政法人等、地方公共団体情報システム機構、情報連携を行う事業者 

地方公共団体の長その他の機関、地方独立行政法人 

＜非義務付け対象者＞ 

情報連携を行わない事業者 （注記：企業など一般事業者） 

 

４．情報保護評価の対象・実施の仕組み  

・特定個人情報ファイルを保有しようとする前に、情報保護評価を実施する  

・特定個人情報ファイルの取扱いを変更する場合は、再度評価を実施  

 ＜対象 ＞ 

①特定個人情報ファイルを保有しようとする場合は、しきい値評価を実施  

    ②しきい値評価の結果、プライバシー等に影響を与える可能性があると認められるもの  

⇒  重点項目評価書の作成・公表           （概ね、１万人以上、１０万人未満） 

    ③しきい値評価の結果、プライバシー等に影響を与える可能性が高いと認められるもの  

      ⇒  全項目評価書の作成・公表、国民の意見聴取、委員会の承認   （概ね、１０万人以上） 

 

（「情報保護評価指針素案 （中間整理）の概要」 内閣官房社会保障改革担当室 資料 から引用） 


