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【情報セキュリティ監査研究会だより その１２ － プライバシー・バイ・デザイン 第７回】(連載) 

会員番号 0056 藤野明夫(情報セキュリティ監査研究会） 

はじめに 

  情報セキュリティ監査研究会では、アン・カブキアン著、「プライバシー・バイ・デザイン  プライバシー情報を守る

ための世界的新潮流」をテキスト(以下、左記の書を「テキスト」と称します)として、「プライバシー・バイ・デザイン」の

意義、影響、ＰＩＡやシステム監査との関係などを議論しております。 

この議論の概要を、2月21日に開催された日本システム監査人協会第13期総会の後の特別講演会において、

「Privacy by Design ご紹介と問題提起」と題し、主査である藤野が発表しました。今回は、この発表の概要をご報告

いたします。当日は時間が短かったために割愛した部分があります。この報告では、その部分を補っておりますこと

をご承知おき下さい。なお、テキストの他に下記の資料を参考にしております。 

本報告は、情報セキュリティ監査研究会内部の検討結果であり、日本システム監査人協会の公式の見解ではな

いことをお断りしておきます。また、我々の力不足のため、誤りも多々あるかと存じます。お気づきの点がございました

ら適宜ご指摘いただきたいと存じます。ご興味のある方は、毎月20日前後にＳＡＡＪ本部会議室(茅場町)で定例研究

会を開催しておりますので是非ご参加ください。参加ご希望の方、また、ご意見やご質問は、下記アドレスまでメー

ルでご連絡ください。 security ☆ saaj.jp （発信の際には “ ☆ ” を “@” に変換してください） 

  

 ＜テキスト＞ 

堀部政男／一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC、以下、同じ)編、アン・カブキアン著、JIPDEC 訳 

「プライバシー・バイ・デザイン プライバシー情報を守るための世界的新潮流」、2012年10月、日経ＢＰ社 

 ＜参考資料＞ 「６．先行事例 ＤＮＴ：Ｄo Ｎot Ｔrack」の参考資料 

Ｍｏｚｉｌｌａ Ｊａｐａｎ、「ＤＯ ＮＯＴ ＴＲＡＣＫ 実装ガイド」、2012.05.01  

http://www.mozilla.jp/static/docs/firefox/dnt-guide.pdf 

  

【報告内容】第13回総会(2月21日)後の特別講演会での発表、「Privacy by Design ご紹介と問題提起」  

１．プライバシー・バイ・デザインとは何か 

提唱者であるカナダ・オンタリオ州の情報・プライバシー・コミッショナー、アン・カブキアン博士の定義によれば、プ

ライバシー・バイ・デザインとは、「プライバシー情報を扱うあらゆる側面においてプライバシー情報が適切に取り扱わ

れる環境をあらかじめ作り込もうというコンセプト」である。しかし、これは、単にコンセプトというレベルではなく、フレー

ムワーク、さらにいえば、ムーブメント(運動)と言うべきものではないか。デジタルネットワーク技術が社会インフラとし

て深く浸透し、社会全体に革命的な変化が起こりつつある現在、「プライバシー・バイ・デザイン」は、その変化の方

向を左右する力を持つものであると考える。このようなコンセプトを、インターネットが普及し始めた１９９０年代半ばに

提唱した、アン・カブキアン博士の先見性に、深く敬意を表するものである。 

プライバシー・バイ・デザインの目指すものは、以下の三点である。 

①公正な情報処理(FIPs:Fair Information Practices) 

②プライバシー保護に向けた取り組みを事前に計画し、実施 

③制度的方策だけでなく技術的に深く踏み込んだ対策も検討 

後に紹介するように、③の技術的に深く踏み込んだ対策も検討するというところに、従来のこの種のコンセプトある

いはフレームワークにない斬新さがある。従来この種のものは、一般的な標準として取り込まれることを狙うために、
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ベンダー無依存あるいはベンダー独立性を貫く必要があり、敢えて個々の技術に踏み込むことを避けてきた。しかし、

今日の技術の発展と社会への浸透の速さは、技術的に深く踏み込まないと問題が解決できず、そのような自己規制

を許さなくしている。 

２．プライバシー・バイ・デザイン、七つの基本原則 

 プライバシー・バイ・デザインの骨格をなすもの、それは、以下に示す七つの基本原則である。 

①プロアクティブ、事後的救済ではなく予防： 事後的な救済策ではなく、予防的に事前に作用する。 

②デフォルト設定としてのプライバシー保護： プライバシー保護機能は、システムに最初から組み込まれ、

初期状態で有効化されている。したがって、ユーザーが意識せずにプライバシー保護機能が働く。 

③設計に埋め込まれたプライバシー対策： プライバシー保護の仕組みは、ＩＴ及びビジネス慣行のデザイン及

び構造に組み込まれる。付加機能として追加されるものではない。ＩＴシステムおよびビジネス慣行に不可欠な

中心的機能である。ＩＴに閉じた話ではない。 

④ゼロサムではなくポジティブサム： プライバシー保護の仕組みの構築によって、安全性や利便性を損なう

などのトレードオフの関係をつくってしまうゼロサムアプローチではなく、すべてに対して利益をもたらすポジティ

ブサムを目指す。 

⑤情報のライフサイクル全体に渡っての保護： プライバシー情報は、発生から廃棄までのライフサイクル全体

に渡って適切な保護がなされなければならない。 

⑥可視化と透明性、オープンな状態に： すべての関係者の信頼を得るために、可視化と透明性を確保する。 

⑦ユーザー（個人）主体のプライバシーの尊重： プライバシー情報を取り扱う側の利益ではなく、プライバシー

保護の主体たるユーザー（個人）の利益を最大限に尊重する。 

以下、プライバシー・バイ・デザインに関連する、ＰＩＡ、ＦＩＭ、Ｆ－ＰＩＡ、ＤＮＴをご紹介する。 

３．ＰＩＡ：Ｐrivacy Ｉmpact Ａssessment 

プライバシー・バイ・デザインの実現のためには、システムの設計段階でプライバシー影響評価、ＰＩＡが必要であ

る。ＰＩＡとは、情報システム稼働に伴うプライバシーへの影響を評価する手法であり、あらかじめ定めたフレームワー

クに適合しているか否かを評価する。さらに、プライバシーへの影響を低減する制度的方策と技術面の検討を行う。

技術面の検討では、プライバシー保護強化技術（ＰＥＴｓ：Ｐｒｉｖａｃｙ Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を利用する。 

なお、ＰＩＡは、元来、電子政府等の行政情報システムが対象であったが、その内容ゆえ、実施対象は行政組織に

限定されない。とくに民間企業でも行政機関に匹敵する個人情報を保有し、また、ビッグデータとしての活用の動き

が活発化する現在、重要なアクティビティになっているのではないか。 

４．ＦＩＭ：Ｆederated Ｉdentity Ｍanagement 

ＦＩＭ（連携アイデンティティ管理）は、複数の事業者間で取り扱われる個人識別情報に関する事業者間の新たな

連携モデルの構築によって、個人識別情報提供者から見れば、自身の個人識別情報が異なる事業者間で授受さ

れることで不適切な取扱いを受けるリスクを減じ、また、個人識別情報を利用する事業者側から見れば、煩雑で危険

な個人識別情報を取り扱うことのリスクを減ずる。 

そのために、一般のサービスプロバイダーから独立して個人認証等を行う、アイデンティティプロバイダーという機

関を設ける。以下の図１に示す事例により、その機能を紹介する。 

この事例は、A銀行に口座を持つユーザーが、Ｂ銀行のＡＴＭを用いて、Ｘ円を引き出す処理である。 
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ＦＩＭ：Ｆｅｄｅｒａｔｅｄ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
• アイデンティティプロバイダー（ＩＤＰ）：ユーザーの個人識別情報を
登録し、各種サービスの認証に使うサービスを提供する事業者

• サービスプロバイダー（ＳＶＰ）：ユーザーにサービスを提供するとと
もに、ユーザー認証を外部に委託する事業者

ユーザー
Ａ銀行に
口座保持

Ｂ銀行は、ユーザーの個人情報を扱わない

Ａ銀行
（ＳＶＰ）

Ｂ銀行
ＡＴＭ

Ｂ銀行
（ＳＶＰ）

ＩＤＰ

①Ｂ銀行のＡＴＭにより
Ａ銀行の口座からＸ円
引き出すことを要求。

②ユーザー認証し、
Ａ銀行にログオンして
口座からの引き出し
処理を要求。 ③ＩＤＰを経由して、

当該要求、Ｘ円の
引き出しに応じて
よい旨を通知。
このときユーザー
の個人情報は通
知されない。

③ＩＤＰを経由して、
Ｂ銀行に当該要求、
Ｘ円の引き出しに
応じてよい旨を通
知。ユーザーの個
人情報は、Ｂ銀行
に通知されない。

④Ｂ銀行は、自身のＡＴＭに
対してＸ円の支払いを指示。
同時にＡ銀行にＸ円を請求。

⑤Ｂ銀行の
ＡＴＭは、Ｘ円
を払い出す。

 

図１．ＦＩＭの機能について 

①ユーザーは、Ｂ銀行のＡＴＭに対して、Ａ銀行の口座からＸ円を引き出すことを要求する。 

②Ｂ銀行のＡＴＭは、アイデンティティプロバイダー（以下、ＩＤＰ）に接続し、ＩＤＰは、入力されたユーザーの個

人情報により個人を識別、認証して、Ａ銀行にログオンし、Ａ銀行に対してＸ円の引き出しを要求する。 

③Ａ銀行は、ユーザーの残高を調べ、引き出し可能であれば、ＩＤＰを経由して、Ｂ銀行に当該要求、Ｘ円の引

き出しに応じてよい旨を通知する。このとき、Ａ銀行とＢ銀行の間では、ユーザーの個人情報は一切、授受さ

れない。 

④Ａ銀行から通知を受けたＢ銀行は、自身のＡＴＭに対してＸ円の支払いを指示し、同時にＩＤＰを介してＡ銀

行にＸ円を請求する。 

⑤Ｂ銀行のＡＴＭは、ユーザーにＸ円を払い出す。 

上述のごとく、Ｂ銀行は、ユーザーの個人情報を一切扱わないので、このユーザーの個人情報を管理する必要は

ない。一方、Ａ銀行はＢ銀行に対してユーザーの個人情報を渡す必要がなく、第三者提供の事態が発生しない。 

５．Ｆ－ＰＩＡ：Ｆederated ＰＩＡ 

Ｆ－ＰＩＡ（連携プライバシー影響評価）とは、個人情報が流通する複数の組織の連合体に対するＰＩＡである。 

異なる組織間で大量の個人情報が流れるデジタルネットワーク社会では、ある組織が取得した個人情報は、ネット

ワークを通じて転々と異なる組織間を移動し、各組織は異なる利用目的に活用する。単一の組織を前提にするＰＩＡ

では対応できない。 

Ｆ－ＰＩＡが何を狙っているのか、より明確にするために、いささか強引であるが、Ｆ－ＰＩＡの質問内容を日本のプ

ライバシーマーク制度の基になっているＰＭＳ（個人情報保護マネジメントシステム：ＪＩＳ Q 15001）の要求事項と対

応付けてみたいと思う。ＰＭＳは単一の組織に対する要求であるのに対して、Ｆ－ＰＩＡは複数の組織からなる連合体

に対する質問であり、その異同を示すことは、Ｆ－ＰＩＡの本質を把握する上で意義あることと考える。 

Ｆ－ＰＩＡにおける質問内容は、①情報ライフサイクル、②運営方針、③実装の三つのカテゴリーに分けられる。情
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報ライフサイクルの質問、ここでは、プライバシー保護に関する基本的なコンセプトに対して組織内でコンセンサスが

できているかを問い、また、それを実施するうえでの体制や仕組みができているかを問うものであるが、そのうちの三

点について対比してみる。Ｆ－ＰＩＡの質問の内容を（）付きの項番+ゴシック体で示す（出典：「テキスト」P１７５）。 

（１） 適切な通知：転送される個人情報の主体は、その転送を認識しているか 

第三者提供に関する本人への通知がされているかを問うものである。「ＪＩＳ3.2.4.8 提供に関する措置」の「通

知」の要求に該当する。Ｆ－ＰＩＡは、複数の企業等の組織間で個人情報が転々流通する際のプライバシー保護、

すなわち、第三者提供の際のプライバシー保護が目的であるから、この質問が筆頭に来るのは当然といえる。 

（２） 適切な仕様：連合体の当事者は、情報の収集、利用、共有、保有に関する制限を適切に認識してい

るか 

それぞれの組織に属する者が、プライバシー保護に関する基本的なルールを認識しているかを問うものである。

ＰＭＳでは、「ＪＩＳ3.4.5 教育」に当たるかと思う。 

（３） 適切な同意：個人情報の転送は適切にユーザーの同意または選択に結びついているか 

   第三者提供に関する本人の同意がされているかを問うものである。「ＪＩＳ3.2.4.8 提供に関する措置」の「同意」

の要求に該当する。（１）と同様である。 

６．先行事例 ＤＮＴ：Ｄo Ｎot Ｔrack 

ＤＮＴ(行動追跡拒否)は、Ｃｏｏｋｉｅ等によるユーザー(個人)の行動の追跡を、本人側の意思によって拒否する技術

である。自分の行動がCookie等により過去、現在、未来に渡って追跡され、購買履歴、友人関係、情報検索履歴な

どが、個人を識別できる履歴として残り、自分の性向、思想、行動パターン等が何者かに握られてしまう。インター

ネット社会の大きな負の側面である。この個人の行動の追跡を本人側の意思によって拒否する技術がDNTである。 

ＤＮＴは、Ｗｅｂブラウザ（以下、ブラウザ）とＷｅｂサイト（以下、サイト）側に以下の仕組みを導入することで実現でき

る。ブラウザ側には、まず、ユーザーがＤＮＴ機能のオン／オフを設定する仕組みを作る。次にオンと設定した場合、

ブラウザが作成するＨＴＴＰヘッダーに“DNT:1”という行を含めてサイト側に送信する。サイト側では、“DNT:1”を含

むＨＴＴPヘッダーを受け取ると、あらかじめサイト側が定めた、ユーザーの個人情報を取り扱わない措置をとる。 

サイト側は、あらかじめＤＮＴオン設定のユーザーに対して、どのような措置をとるかを決定し、それをプライバシー

ポリシーとして公開し、かつ、それを実現するプログラムをインプリメントする。例えば、Twitterは、ＤＮＴをオンに設定

したユーザーに対しては、ユーザーにカストマイズしたお勧めや助言の表示などで使われるＷｅbサイトのアクセス履

歴情報の収集を停止し、同様に、お勧め広告の表示で使われるＴｗｉtterの広告パートナーのＷｅｂサイトのアクセス

履歴情報の収集も停止する等の措置をとることを宣言している。 

ＤＮＴの機能は、ＤＮＴオンの設定をしたユーザーが、自己のプライバシー保護に対する要求と合致するプライバ

シーポリシーを宣言したサイトを選択してアクセスすることで実現する。 

しかし、ＤＮＴには以下の問題点がある。一点は、プライバシーポリシーの異なるサイトを個人情報が転々流通し、

ＤＮＴの実効性が失われることである。二点目は、ユーザーはサイト側が公開するプライバシーポリシーの技術的内

容を理解できるかという問題である。Ｃｏｏｋｉｅの意味を理解しているユーザーはどのくらいいるのであろうか。 

７．プライバシー・バイ・デザインが突きつけるもの 

デジタルネットワーク技術が社会インフラ化した今日、単一の組織では、プライバシーの実効的保護は不可能であ

る。とくに、最近、脚光を浴びているビッグデータの活用は、複数の組織における異種の個人情報を解析することで、

従来、得られなかった新たな知見を得るところに最大の効果がある。Ｆ－ＰＩＡに見られるように、この点に着目して、

早々と取り組む姿勢は評価すべきであるが、前述のＤＮＴのごとく大きな解決困難な問題があるのではないか。 

そもそもＦ－ＰＩＡが提案する複数の組織の連合体は実現可能であろうか。複数の業種あるいは同一業界のライバ
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ルどうしが、手を組めるものなのか。また、この実現には、社会全体のコンセンサスと大きな投資が必要になる。 

ＤＮＴについても、広告業の場合は、ユーザーがカストマイズされた広告の提供を望まなければ、そのユーザーの

アクセスログの取得を止めればよいが、金融業では、不正行為追跡と証拠の確保のために個人情報を含むアクセス

ログの取得は必須であろう。業種により、利便性や安全性に対する要求は異なり、プライバシーポリシーも異なる。 

これらを解決するためには、制度作りだけでは限界があり、社会的要求に対して技術をマッチングさせる社会技術

的アプローチが必要になり、技術に対する深い洞察と新たなアーキテクチャ構築が必要になる。 

さらに、プライバシー・バイ・デザインは、ユーザーと組織との間のトレードオフの関係をＷｉｎWｉｎの関係にすること

を目指しているようであるが、知る権利等の他のコンプライアンスとのトレードオフの問題は、未解決である。  

加えて日本独特の問題がある。それは、欧米諸国に比較して、一般の人がプライバシーに関する認識が低いこと

である。基本的人権の確保のために、文字どおり血を流してきた欧米諸国との歴史の違いが原因かもしれない。一

言で言えば、何を守るべきか、なぜ守られるべきかについて、我が国では、コンセンサスがない。おそらく、プライバ

シー・バイ・デザインを推進するにあたり、なぜ、そのような大掛かりなことをしなければならないのかということに、多く

の国民が疑問を持つのではないか。 

８．システム監査人の新たな役割 

前述のごとく、急速に社会インフラ化するデジタルネットワーク技術に対応し、そこからプライバシー保護を筆頭と

するコンプライアンスの問題に対応するためには、この時代に相応しい、技術と制度の融合による新たな社会アーキ

テクチャ作りが必要となる。社会に大きなインパクトを与えることになる、この変革は誰が担うべきであろうか。 

ＩＴベンダー、ユーザー企業であろうか。まさにこれからビッグデータ等の個人情報を活用し、ビジネスチャンスを

拡げようとしているこれら企業は、自らの行動に制約を課すことになりかねないプライバシー・バイ・デザインに対して

消極的なのではないか。一方、行政はどうであろうか。行政が主導権をとるということは、権力を行使することである。

権力を行使するためには、法的裏付けが必要であるが、新たな法律を作るには国民の間のコンセンサスが必要にな

る。急激に進歩するＩＴと、それに伴う急速な社会の変化は、コンセンサスを得る余裕を与えないのではないか。 

時々刻々変化する事態に柔軟に対応でき、かつ、コンプライアンスと相性がよいのは、監査プロセスではないか。

監査プロセスは、監査対象との対話のプロセスであり、合意形成の可能性がある。 

システム監査人は、技術的バックグラウンドがあり、他のＩＴ技術者に比べれば、法律や社会的制度にも通じている

が、残念ながら、この大変革を主導するほどのパワーは、我々にはない。しかし、かつてのＹ２Ｋのときのように、これ

らの問題に対して警鐘を鳴らすことは可能であろう。また、変革の方向性、あるいは、フレームワークの提案は可能か

もしれない。 

情報セキュリティ研究会は、プライバシー・バイ・デザインを軸に、上記活動を目指す。 

 

【今後の活動について】以下は、特別講演会の発表では触れなかった当研究会の今後の活動予定である。 

上記発表の「７．プライバシー・バイ・デザインが突きつけるもの」及び「８．システム監査人の新たな役割」を深く追

求し、時代の要求に対応するシステム監査人の新たな活躍の場を検討したい。現段階では、問題点を枚挙したレベ

ルであるが、3月、4月は、この問題を論理的に整理し、自らの能力を考量して解決のための優先付けを行い、5月に

は新たなテーマによる検討を開始したい。ご興味のある方は、冒頭に記したご案内にしたがって、是非、当研究会に

ご参加いただきたい。 

以上 

 

 


