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2013.11 投稿 

【第 186回 月例研究会 報告】 

会員番号 1795 藤澤 博 

 

【講演テーマ】   

  「スマートフォンのアプリケーション・プライバシーポリシーに関するガイドラインについて」 

   【講師】 

一般社団法人モバイル コンテンツ フォーラム（ＭＣＦ） 常務理事 

スマートフォンのプライバシー対応ＷＧ リーダー 寺田眞治氏（株式会社オプト）  

【日時・場所】   

2013 年 10 月 22 日（火）18:30～20:30  機械振興会館 地下 2 階ホール   

【講演概要】 

   寺田眞治様は、一般社団法人モバイル コンテンツ フォーラム（以下、ＭＣＦという）に所属され、MCFは次の3つ

の使命を掲げ、活動をされています。なお、ＭＣＦは現在、約200社の会員で構成されています。 

    １）モバイルコンテンツ関連産業の健全な発展のため、消費者や関係団体等と円滑な関係を構築し社会との共

存共栄を目指して、業界をサポートしていきます。 

２）モバイルコンテンツ関連産業の発展のため、利用者ニーズに立脚した多様なビジネスモデルを創造すること

を支援します。 

３）我が国の将来を担う産業として、海外マーケットを含めた新たな市場の開拓の支援を推進します。 

  以下に、講演内容について、記述します。 

 

1．定義 （講演に先立ち、以下の定義について、説明された。） 

（1） パーソナルデータについて（分類） 

■個人情報保護法は個人識別性を要件 

  →識別された又は識別可能な個人（identified or identifiable individual）に関する情報 

■センシティブ情報（機微情報）は取得すること自体に慎重を期する必要のある情報 

     思想、信条及び宗教に関する情報／人種、民族、門地、身体・精神障害、犯罪歴、病歴その他の社会的差

別の原因となるおそれのある事項に関する情報／健康又は性生活に関する情報 等 

                           ■保護されるパーソナルデータ 

○スマートフォンやタブレット端末など移動体端末に蓄積される以下の

ようなパーソナルデータ  

電話帳情報／ＧＰＳなどの位置情報／通信内容・履歴、メール内容・

送受信履歴等の通信履歴／アプリケーションの利用履歴、写真・動

画  契約者・端末固有ＩＤ 

○継続的に収集される購買・貸出履歴、視聴履歴、位置情報等 

■一般パーソナルデータ（保護されないパーソナルデータ） 

氏名など本人を識別する目的などで一般に公にされている情報／本人の明確な意図で一般に公開された

情報／名刺に記載されている情報など企業取引に関連して提供される情報（ビジネス関連情報） 
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 (2) セキュリティ対策とプライバシー保護対策の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セキュリティ対策  ：悪意のある情報取得・利用（マルウェア） 

・プライバシー保護対策：無知・無関心な情報取得・利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）スマートフォン・ プライバシー ・イニシアティブ（ＳＰＩ）について 

 

一番多い 

大企業に多い 

例：SUICA 

以下の 6 つの基本原則を利用者に、しっかり説明すること。また、自分の情報がどのように使われ

ているかを明らかにすることが大切である。 

セキュリティ対策とプライバシー保護対策の違いを以下の表に示す。 
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（4）パーソナルデータ利活用の原則（モバイルだけでなくインターネットも同様） 

・透明性の確保 

  パーソナルデータの利用に関し、本人が必要な情報に容易にアクセスする機会を提供すること。 

・本人の関与の機会の確保 

  パーソナルデータの本人が、どのように利用されるかについて関与する機会を確保すること。 

・取得の際の経緯（コンテキスト）の尊重 

  パーソナルデータの利用は、本人がパーソナルデータを提供した際の経緯（コンテキスト）に沿って、本人

の期待と合致する形態で行うこと。 

・必要最小限の取得 

  パーソナルデータの取得は、利用目的の実現のため必要最小限のものとすること。 

・適正な手段による取得 

  パーソナルデータの取得は、適正な手段によるものとすること。 

・適切な安全管理措置 

  パーソナルデータは、パーソナルデータの性質に沿って適切な安全管理措置をとること。 

・プライバシー・バイ・デザイン 

  パーソナルデータを利用する者は、商品開発時などそのビジネスサイクルの全般にわたって、プライバ

シーの保護をデザインとしてあらかじめ組み込んでおくこと。 

 

【プライバシー侵害の事例】 （自分が知らないうちに、端末内情報や利用者情報が使われる。） 

①カレログ（2011/8/30） 

有限会社マニュスクリプトが「彼氏追跡アプリ カレログ」をリリース。インストールされた端末の現在地情報、

バッテリー残量、アプリケーションの一覧を外部から閲覧することが可能となる。 

プライバシー侵害、マルウェアの可能性があるとして、社会的問題となった。 

  ②app.tv（2011/10/11） 

株式会社ミログと日本テレビグループの株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズが共同開発した

Androidアプリ「app.tv」が端末固有の番号と、インストール中のアプリすべての名称、いつアプリを起動したか

などの情報を無断で収集。利用規約の同意の可否に関わらず送信していた。 

    ③Carrier IQ（2011/11/29） 

台湾HTC製や韓国サムスン電子製などの一部のAndroid端末にプリインストールされるCarrier IQというソフト

ウエアが、通話記録やショートメッセージ（SMS）、位置情報、検索URLなど様々な情報を無断で収集・送信し

ているとして、世界的に大きな騒ぎに発展した。 

2011/12/1 米Appleは「Carrier IQ」をモバイルデバイス製品に実装していることを認めた。Appleは同ソフトウ

エアの使用をやめる方針も明らかにした。 

   ③ビューン（2012/1/12） 

大手通信会社のソフトバンクのグループ会社「ビューン」がスマートフォンなどに提供している電子書籍のソフ

トが、利用者が読んだ雑誌や新聞の内容や閲覧時間などの情報を無断で記録していたことが分かり、会社

では、指摘を受けて利用規約に明記するなどの改善措置を取ることになった。 
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２．ＭＣＦのガイドライン  

   ＭＣＦガイドラインは、スマートフォンにおける利用者情報を活用する事業者等が、利用者に対して

分かりやすく透明性が高い説明を行い、理解と有効な選択を促すことを目的に作成された。 

（1）策定の経緯 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ＭＣＦのガイドラインの位置づけ  

 

 

＊ 配慮原則は、寺田様が 

提案された。 

スマートフォン プライバシー イニシアティブの「スマートフォン利用者情報取扱い指針」第 5章 

各論【①スマートフォンにおける利用者情報を取得する者における取組】の重要ポイント 
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（3）ＭＣＦガイドラインの構成 

このガイドラインは、アプリケーション提供者に対し、アプリケーションごとのプライバシーポリシーの作成や掲

出方法について、必要要件、推奨要件やモデル案が記されたものである。 

第１部：充足すべき必要条件 

総務省「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」 

スマートフォンにおける利用者情報の取扱いの在り方（第５章）を提示。 

 第２部：実装にあたっての推奨要件 

「アプリケーション・プライバシーポリシー」の実装にあったって推奨される要件を提示。 

指針では触れられていない具体的な方法や実態に合わせた追加事項等。 

 第３部：実装にあたってのモデル案 

「アプリケーション・プライバシーポリシー」のモデル案と作成ガイドを提示。 

詳細な本編だけでなく概要の作成方法についても提示。 

 

（4）ＭＣＦガイドライン推奨要件の要点 

１．アプリケーション・プライバシーポリシーの名称について 

「個人情報保護方針」と混同されないように「アプリケーション・プライバシーポリシー」という。 

    ２．通知又は公表および同意取得等のタイミングについて 

最低でも初回起動時に利用者情報を取得する前に閲覧できるようにする。 

    ３．アプリケーション・プライバシーポリシーを掲示する場所について 

「個人情報保護方針」「アプリケーションの利用規約」等と明確に区別できるようにする。 

    ４．アプリケーション・プライバシーポリシーの変更について 

変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行い、必要に応じて変更箇所や

追加内容が理解できるように、通知又は公表することを推奨。 

    ５．同意が得られなかった場合に制限される事項について 

アプリケーションやサービスの利用が制限される場合は、その旨を説明することを推奨。 

    ６．取得した利用者情報の取扱いについて 

アプリケーションをアンインストールせずに端末の買い替えをした場合、退会手続きを経ずにアプリケーショ

ンを削除した場合、長期間利用せずに放置した等、一定期間利用が無い場合のために、取得した利用者

情報の保存期間や削除の方針を記載しておくことが有用。 

    ７．必要要件以外の同意取得について 

分かりやすく透明性が高い説明を行うだけでなく有効な選択肢の提供として、「アプリケーション･プライバ

シーポリシー」及び「契約者・端末固有ID等の取得」については同意を取得する。 

    ８．日本語以外での説明に対する対応ついて 

情報収集モジュール提供者からアプリケーション・プライバシーポリシー等が日本語で提供されていない場

合は、情報収集モジュール提供者に日本語での提供を求めることを推奨。 

    ９．既存のアプリケーションの本ガイドラインへの対応について 

既に提供されているアプリケーションにおいても、本ガイドラインへ可能な限り早く準拠することを求める。ア

プリケーションの改修が必要な場合は、改修計画を策定し、整備することを推奨。 
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（5）その他のガイドライン 

■2013年3月 一般社団法人電気通信事業者協会（TCA） 

  スマートフォン アプリケーション提供サイト運営事業者向けガイドライン 

  http://www.tca.or.jp/mobile/pdf/sphone03.pdf 

■2013年4月  一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA） 

  スマートフォンゲームアプリケーション運用ガイドライン 

  http://www.japanonlinegame.org/pdf/JOGA130405.pdf 

   ■2013年5月 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・監視運用機構（EMA） 

  サイト表現運用管理体制認定基準 概説書（改訂） 

  http://www.ema.or.jp/press/2013/0530_01.pdf 

 

３．ガイドライン発表後、改善されているか？ 

 （1）不正アプリの急増 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

（2）アプリケーションの流通の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、スマートフォンにおけるアプリケーションの流通は、オンラインでは iOS、Windows Phone は OS

ベンダーのマーケットプレイスに限られるが、Android では、ほぼ PC と同じで極めて多様である。 

悪意は急増 

http://www.tca.or.jp/mobile/pdf/sphone03.pdf
http://www.japanonlinegame.org/pdf/JOGA130405.pdf
http://www.ema.or.jp/press/2013/0530_01.pdf
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   （3）安心・安全な利用環境の構築へ 

     ・基本的な仕組みは、スマートフォンもＰＣも同じ 

     ・今なら、ＰＣより安心・安全な利用の仕組みを構築することも可能 

     

（4）業界におけるプライバシー・バイ・デザインへの意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

４．今後の動向 

 （1）SPI公表後の施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

そもそも「プライバシー・バイ・デザイン」の言葉を知っている 

アプリケーション提供者は、ほぼ皆無と考えられる。 

 

アプリケーション提供者の「プライバシー保護対策」は、自らの経験、他社の動向、 

マーケットプレイスからの要求が原動力で、基本的に受け身であるのが現状 
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（2）今後の課題 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)パーソナルデータに関する検討会 

内閣府 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）により2013年9月に設置。 

各省庁（総務省、経済産業省、消費者庁、内閣官房等）により個別に論議されていたものを総合的に再整理

し、方向性を明確化。 

様々な枠組みやガイドラインの整理だけでなく、以下のような大きな施策も含まれる。 

       ・個人情報保護法の改訂 

       ・番号制度創設に伴う個人情報保護に関する第三者機関・三条委員会の機能拡張 

       ・プライバシーコミッショナーの創設 

       プライバシーコミッショナーは、各国で微妙に制度設計が異なるものの、その多くは政府や 

       企業から独立し、プライバシーに関する様々な課題を判断・裁定・監視する委員会 

    ・セーフハーバー協定 

      セーフハーバー協定とは、米国の企業がＥＵ指令の水準に適合する個人情報保護が実行 

      されていることを自己宣言し、これを登録するもの。遵守出来ていないことが認められたと 

      きには、連邦取引委員会（ＦＴＣ）が不公正取引として制裁を加えるというもの。 

 

 

 

① アプリケーション提供者への周知・啓発 

② アプリケーション・プライバシーポリシーどおりに開発・運用する体制の構築に関するガイドライ

ン等の必要性(プライバシー・バイ・デザイン) 

③ 関係者間の連携とガイドラインの実効性の確保 
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(4)最後に(ガイドラインの紹介) 

○ＭＣＦ スマートフォンのアプリケーション・プライバシーポリシーに関するガイドライン 

http://www.mcf.to/temp/sppv/mcf_spappp_guidline.pdf 

○官民の関連情報を集約したポータル  http://jssec.org/spsc/  

  ・スマートフォンの利用者情報等に関する連絡協議会（ＳＰＳＣ）の活動紹介 

  ・指針、ガイドライン、業界団体及び関連事業者の活動紹介 等 

 

   

 【講師の出版書物】 

  

 

 

 

５.【質疑・応答】 

  質問１．アプリケーション・プライバシイーポリシーの作成にあたって、テンプレートがあるか？ 

  回答１．KDDI研究所で、プライバシーポリシー作成ツールを公表している。 

       自動的にできるが、最低、基本原則は、取り入れる。 

       プライバシーポリシーと利用規約では、性質は異なるので注意すること。 

     質問２. アプリ提供者は、人権に対する意識が欧米に対して低いと思われる。端末メーカー、消費者団体も遅れて

いる。関係者が多岐に渡っており、ユーザーには、誰が伝えるのか？ 啓発活動は？ 

回答２．EUでは、アプリ提供者は、個人の人権（プライバシー）を尊重しており、アメリカでは、FTC（取引委員会）で

規制している。昨年、ホワイトハウスで、プライバシーガイドラインが公表された。 

     日本では、人権の意識は低い。プライバシーの侵害は、個人に対して損害を与えるので、賠償責任としてい

る。今後、日本は、人権について検討されていくと考えている。 

 

６.【報告者所感】 

寺田眞治様は、現在、㈱オプト 中国・韓国事業推進室プロジェクト・マネージャである。これまで新聞社とメー

カーのハウスエージェンシーを経て、携帯コンテンツのベンチャー、サイバードの設立に参画された。その後、三

菱商事、インデックス執行役員を経て現職。総務省の各種委員やオブザーバーをはじめ、業界団体の活動にも

従事し、ＭＶＮＯ協議会会長代行や（一般社団法人）モバイル・コンテンツ・フォーラム常務理事として、活躍され

ている。今回の講演を拝聴して、感じたことは、スマートフォンの急速な普及に伴い、不正アプリが急増しているこ

との深刻さである。利用者からみれば、不用意にインストールしないこと、また、セキュリティアプリケーションの導

入を検討することが望まれている。一方、アプリケーション提供者は、個人情報やプライバシー保護の観点から

安全・安心にサービスを提供できるように、利用者情報を適切に取り扱うとともに、利用者に対して分かりやすく

透明性が高い説明を行うことが求められている。寺田様は、利用者保護とモバイル業界発展の両方の視点から

活躍されており、アプリケーション提供者、スマートフォン使用者及び今後、使用する方に対し、事例を示して頂

き、有意義な講演を頂きました。  

寺田眞治様には、改めて深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。  

                                                                                  以上  

http://www.mcf.to/temp/sppv/mcf_spappp_guidline.pdf
http://jssec.org/spsc/

