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第１９４回

月例研究会 （２０１４年８月２０日開催）
会員番号 0056 藤野明夫 （情報セキュリティ監査研究会）

【講演テーマ】 「個人情報影響評価 PIA の考え方と実施手順 －プライバシーバイデザインとしての PIA－」
講師：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）
電子情報利活用研究部 部長 坂下哲也氏
日時： 2014 年 8 月 20 日（水曜日）18:30～20:30
場所：機械振興会館 地下 2 階ホール
【講演骨子】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年度法律第 27 号）（以下、
「社会保障と税番号法」又は「番号法」）に基づき、平成 28 年１月より私たちに「番号（以下、マイナンバー）」が付与され
る。現在、国、行政機関、地方公共団体等では、その導入に向け、“特定個人情報ファイルを保有する前に安全な取
扱いがなされることを評価し、宣言する「特定個人情報保護評価」（以下、ＰＩＡ）”を実施している。ＪＩＰＤＥＣでは、平成
25 年度に複数の地方公共団体の協力の下で「特定個人情報保護評価」を試行し、実効性が高い手順を取りまとめ、
平成 26 年度から評価機関の支援を行っている。本会では、ＰＩＡ実施における対策等を解説するとともに、政府戦略に
基づくマイナンバーの利用について検討されているモデル（ＩＤ連携トラストフレームワーク）等について紹介する。
【講演概要】
〔はじめに〕

言葉の定義

個人情報については、しばしば、言葉の問題で誤解が生じるので、まず言葉の定義を明確にする。
・個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特
定の個人を識別することができるもの（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
ととなるものを含む) ＜個人情報保護法第２条第１項など＞
・特定個人情報：個人番号をその内容に含む個人情報 ＜番号法第２条 8 項＞
・パーソナル情報：個人と連結可能な情報の総称。この中には、位置情報、購買履歴、血圧などの生体情報なども
含まれる。＜経済産業省「パーソナル情報研究会報告書」（2008 年 11 月）など＞
１． 特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団
体等が、 個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発
生させるリスクを分析し、 そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものである。番号法第
27 条に基づき、国、地方公共団体等に義務付けられるものである。
番号法第２７条には、「行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（中略）を保有しようとするときは、当該特定個人
情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果
を記載した書面（「評価書」という。）を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについ
て、特定個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。」とある。この条文を根拠
に、2014 年 4 月 20 日に特定個人情報保護委員会が公表した「特定個人情報保護評価指針」（資料１）等に基づいて
実施される。
その評価すべき対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、「事務」単位で評価する。ちなみに、「特定
個人情報ファイル」とは、個人番号を含む個人情報ファイル（保護法２条２項の個人情報データベース）である。業務の
日本システム監査人協会

会報

8

November 2014

日本システム監査人協会

会報

中の特定個人情報がデータベースのシステムのファイルに入ると特定個人情報ファイルになる。評価の時期は、原則
としてシステムの要件定義段階までに実施しなければならない。
その方法は、しきい値によって分かれる。対象となる事務の個人情報ファイルに存在する人数が、千人未満では評
価不要である。千人以上の場合、特定個人情報保護評価を行う。
特定個人情報保護評価の必要性が低いものは、基礎項目評価書を公開する。基礎項目評価は、対象人数が千人
以上 1 万人未満と１万人以上１０万人未満で一定の場合（特定個人情報を取り扱う職員・ 外部委託先の人数は 500
人以上でないこと、または、過去一年以内に、漏えい等の重大事故を発生させてないこと）は、基礎項目評価のみを実
施、公開すればよい。基礎項目評価書の内容は、個人のプライバシーの保護の宣言等である。
必要性が高いものは、重点項目評価を実施し、自治体の裁量で意見を聴取・委員会で審議し、公開する。重点項目
評価は、対象となる事務の個人情報ファイルに存在する人数が、１万人以上１０万人未満で一定の場合（特定個人情
報を取り扱う職員・ 外部委託先の人数は 500 人以上であること、または、過去一年以内に、漏えい等の重大事故を発
生させていること）と１０万人以上 30 万人未満で一定の場合（特定個人情報を取り扱う職員・ 外部委託先の人数は
500 人以上でないこと、または、過去一年以内に、漏えい等の重大事故を発生させてないこと）に実施する。重点項目
評価書の記載内容は、基礎情報、業務システムの概要、特定個人情報ファイルの取扱工程（フロー）図等である。
特に必要性が高いものは、全項目評価を実施し、評価書を公開し、委員会の審査を経て、公開する。全項目評価は、
１０万人以上 30 万人未満で、過去一年以内に漏えい等の重大事故を発生させた場合、または、特定個人情報を取り
扱う職員・ 外部委託先の人数は 500 人以上である場合と、30 万人以上の場合に実施する。全項目評価は、以下に述
べるように負荷がかかるものである。評価の結果を市民に全て開示し市民の意見を聴取し、これを反映し、第三者委員
会に諮って、同委員会にて審査承認後、政府委員会に報告する（PDF でアップロード）。ただし、政府は直ちにこれを
見ることはしない。事故が起きたときにはじめて、この報告を参照する。重点項目評価書の記載内容は、基礎情報、事
務の内容、特定個人情報ファイルの概要（特定個人情報ファイル記録項目を含む）、特定個人情報ファイルの取扱い
プロセスにおけるリスク対策、その他のリスク対策、開示請求、問合せ等である。
２． 特定個人情報保護評価と PIA
特定個人情報保護評価の説明に関する政府の資料では、「米･加･新（NZ)･英等の諸国で行われているプライバ
シー影響評価（Privacy Impact Assessment：PIA）に相当するもの」と説明されている。特定個人情報保護評価のもとと
なった PIA について説明する。
そもそも、PIA はカナダで始まった。1990 年代に、カナダのオンタリオ州情報・プライバシー・コミッショナーのアン・カ
ブキアン博士が提唱し、実施されている。米国も 2002 年の電子政府法で PIA の実施が義務付けられている。これらの
国では、『PIA は国や行政機関において、新しい技術・情報システムで企画・提案されたプログラムやポリシーが、基本
的なプライバシー要件に適合しているかどうかの判断を支援するプロセス』と定義されている。
PIA は、プライバシー・フレームワーク、プライバシー・アセスメント及びプライバシー・アーキテクチャの三つの構成要
素からなる。プライバシー・フレームワークは、法制度、ガイドライン、規制等を参照して作成されるプライバシー保護要
求水準と、その測定基準から構成される。プライバシー・アセスメントは、設計仕様の評価（システムを作る前、仕様設
計の段階で評価）、及び、対象システムを使用する業務における個人情報の収集・利用・管理・廃棄についての影響
分析と対策（対象システムへのポリシー、教育、運用の設計がなされているか等及び収集・利用・管理・廃棄について
PDCA サイクルがきちんとまわるかどうかチェック）の評価から構成される。プライバシー・アーキテクチャは、影響分析
結果を基に、要求水準を満たすための措置（ルール、教育、技術など）である。
ただし、カナダ、米国等では、評価の対象が「システム単位」であるのに対して、日本の特定個人情報保護評価は、
「事務単位」である。
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３． 特定個人情報保護評価方法と各種の標準
一方で、その評価を実施する際には、「物差し」が必要である。海外で実施されている PIA も、国際標準等を用いて、
その評価が適切か否かを確認している。
ＪＩＰＤＥＣが実施した試行において、参照した標準は、JIS Q 15001（個人情報保護マネジメントシステム－要求事項）、
ISO/IEC 27000 シリーズ（情報セキュリティマネジメントシステム：ISMS）及び ISO15408（Common Criteria：CC）である。
JIS Q 15001 は、プライバシーマークの基となっている規格で、個人情報の取扱いに関するリスクを適正に管理するプ
ロセス（個人情報保護マネジメントシステム：PMS）を構築するための要求事項である。特定個人情報は、個人情報であ
り、その適切な保護を目指す規格であることから、この規格が最も適応するのではないかと考えた。また、ISO/IEC
27000 シリーズは、情報セキュリティリスク（プライバシー、機密、情報技術など）を評価する国際標準である。プライバ
シーも守るべき対象ではあるが、JIS Q 15001 のように個人情報保護に特化したものではなく、情報セキュリティ一般の
標準である。番号法の第 12 条において安全管理措置義務が定められていることから、ＩSO/IEC 27000 シリーズを適用
する選択肢もあるのではないかと思われる。番号法 27 条１項の評価事項と各標準を表１の様に対応づけることができ
る。
表 1 評価事項と標準の対応
27 条 1 項の号

内容

対応する標準

１

特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数

２

特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量

３

行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況

４

特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要

５

特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組
み及び電子計算機処理等（電子計算機処理（電子計算機を使用して行われ
る情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれら
に類する処理をいう。）その他これに伴う政令で定める措置をいう。）の方式

６

特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置

７

前各号に掲げるもののほか、特定個人情報保護委員会規則で定める事項

JIS Q 15001
（JIS Q 15001 で均質
なＰＩＡを行うことができ
る）

ISO/IEC 27000 ｼﾘｰｽﾞ
ISO/IEC 15408
JIS Q 15001

－

また、評価のプロセスで参照する業務面及びシステム面の情報と各種規格等との関係を表２に示す。
表 2 評価プロセスと参照規格の関係
評価の観点
必要最低限
の個人情報
の取得に
なっている
か。
必要な運用
手順となっ
ているか。

適切なセ
キュリティ対
策が施され
るか。

評価のプロセスで参照する情報
業務面（人に関するもの）

システム面

①当該業務に関連する法令
や条例
②国民・住民から取得する特
定個人情報の項目一覧（申請
書等）など
①業務手順書
②委託先・外注先の選定基準
(番号法 11 条は、委託・再委
託に厳しい)
③職員の教育カリキュラムや
手順など
①入力手順などシステム利用
マニュアル
②受理書類等の保管手順
③管理手順など

①特定個人情報ファイルの項
目一覧
②システム・セキュリティの
ルールなど
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①文書管理システム等の運用
手順
②データ提供・受理時のセ
キュリティ規則
③バックアップ、消去等の手
順など
①宛名システム等との連携手
順(東京都は連携宛名システ
ムの下に各自治体がぶら下
がっている)
②アクセス制御等のセキュリ
ティ規則など

参照する
規格等
①法令、政省令
②ガイドライン（地方公共団体における番
号制度の導入ガイドラインなど）
③JIS Ｑ 15001：2006 個人情報保護マネ
ジメントシステムー要求事項
①ISO 27000 ファミリー
②JIS Ｑ 15001：2006 個人情報保護マネ
ジメントシステムー要求事項

①地方公共団体における情報セキュリティ
ポリシーに関するガイドライン(平成 22 年
11 月版)
②ISO 27000 ファミリー
③JIS Ｑ 15001：2006 個人情報保護マネ
ジメントシステムー要求事項
④CC（Common Criteria：ISO/IEC15408）
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４．試行の実施
上述の提案に基づき、JIPDEC で、東京都、三鷹市、千葉市等で試行を実施した。試行した業務は、住民基本台帳、
国民健康保険など１１業務である。期間は、昨年 9 月から今年３月までで、この推進にあたっては、プライバシーマーク
審査員の方にも御協力を頂いた。
試行は、①地方公共団体が、対象業務（システム）を選定、②関係書類（要件定義書（もしくは設計書）、データフ
ロー、業務手順書、規程類）を準備、③JIPDEC において全項目評価書を作成、④第三者点検のための確認を想定し、
プライバシーマーク審査員による内容確認を実施、という手順である。
東京都は要件定義書、データフローがあったが、それ以外の自治体では要件定義書、データフロー等が揃っている
ことは少なかった。理由として、ベンダーのパッケージを使用していることが上げられる。そのため、パッケージの使用
説明書から要件定義書、データフローを起こす作業を行わなければならなかった。また、全項目評価では、評価書を
作成し、市民に公開し、市民の意見を反映した上で、審査会等の第三者の点検を以て、国に提出する。そこで、第三
者点検を想定し、JIPDEC のプライバシーマーク審査員によるチェックを実施した。
ファイル、項目、その関連が分る資料から、特定個人情報を取り扱うシステムを特定・整理する。次にシステム分析書
を作成する。その例を下記に示す（図 1）。ここでは、パッケージを使用しているため、パッケージのマニュアルしかなく、
ヒヤリングで多分こういうデータが行くのだろうと想定して、このデータフロー図を作成した（図 1）。この例では、母親識
別番号、父親識別番号は、社会保障と税番号を使う部分になるものと想定される。
また、事務毎に想定されるリスクをすべて洗い出してリスク分析を行った。
母子保健システム

DB

市民情報システム

母子個別ファイル
（紙）

母個人情報 TL

子個人情報 TL

妊婦個人番号
母親識別番号
父親識別番号
世帯番号
妊婦氏名、生年月日、住所、TEL
担当保険婦コード１、２
病歴

父個人情報 TL
配偶者個人番号
父親識別番号
母親識別番号
世帯番号
配偶者氏名、生年月日、国籍
担当保険婦コード１、２

子識別番号 （母子健康手帳番号）
母親識別番号（住民基本台帳番号）
父親識別番号（住民基本台帳番号）
子識別番号 （住民基本台帳番号）
世帯番号
子供氏名、生年月日、住所、TEL
受診票出力日
担当保険婦コード
理由コード
低体重、4 ヶ月、1.6、3 歳、乳幼児
2 ヶ月

日本
外国
不明

図 1 データフロー図
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５．事前調査
事前調査においても、業務面、システム面の両面から分析を行い、実際に評価の対象となる業務を特定することが
必要である。よって、この作業には、業務部門・情報システム部門の両部門から人材が参加し進めることが肝要である。
事前調査の事例を一つだけ紹介する。この例は医療費支給に関する事務を対象としている。まず、事務に関
連する法規をすべて書き出す。また、手続で用いられる書類をすべて書き出して、情報の真正性、番号法によ
る変更点を書き出し、下表のように整理する（表 3）。なお、システムがなければ、PIA 実施の対象にならない。
表 3 医療費の支給申請に関する事前調査
医療費の支給申請（医療機関で 10 割の医療費を支払った場合等）
関連法規
内容
高確法 第 77 条
療養費支給要件
高確法施行規則 第 47 条
療養費支給申請における申請書記載事項
東京広域条例 第 21 条１項
申請書様式制定（別記第 26 条様式）
東京広域条例 第 21 条 2 項
通知書様式制定（別記第 23・23 の２・24 号様式）
申請に要する書類・情報
現行
番号法による変更点
記載情報
情報の真正性
後期高齢者医療療養費支給申請書 被保険者番号
保険証
不明
（別記第 26 号様式）
被保険者氏名
保険証
被保険者生年月日
保険証
入院外来区分
（国保連）
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・
・・・・・
システムの有無
無
処理の流れ
現行（マニュアル名）
番号法による変更点
申請方法：窓口又は郵送（業務手順書）
申請書・レセプト・領収証を受理し、記入事項を確認する。（同上）
住基システム等により個人番号の真正性を確認
する。
申請書のみコピーし、受付の記録を保管する。（同上）
毎月 10 日、申請書・意見書・領収書の原本を国保連へ送付（同上）

６．特定個人情報保護評価におけるリスク対策の考え方
特定個人情報保護評価で重視される「リスク対策」については、プライバシーマークの規格である JIS Q 15001 にある
「特定した個人情報について，個人情報の取扱いの各局面におけるリスク（個人情報の漏えい，滅失又はき損，関連
する法令，国が定める指針その他の規範に対する違反，想定される経済的な不利益及び社会的な信用の失墜，本人
への影響などのおそれ）を認識し，分析し，必要な対策を講じる手順を確立し，かつ，維持しなければならない」という
考え方で進めることを推奨している。一方で、多くの自治体ではリスク分析を実施した経験を有しないため、各局面に
おけるリスク認識、分析、対策立案、残存リスク把握を例示し、自治体職員と共に、分析を行った（表 4）。
表 4 各局面におけるリスク認識、分析、対策立案、残存リスクの把握の例
局面
収集
保管
利用
委託
提供
廃棄

リスク
漏えい、郵送時の盗難、破壊（滅失・き損等）、
改ざん、入力ミス、同意の取り忘れ等
紛失、破壊、盗難、改ざん、不正アクセス、ウィ
ルス感染、ファイル交換ソフト、規定違反等
不正出力、内部からの不正アクセス、誤送信、
目的外利用、操作ミス、ID の使い回し
輸送時の盗難、破壊、契約上の問題、目的外
利用、不正入手
未処理による放置、再利用、不正持ち出し
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対策
窓口マニュアル（担当の規定など）、
入力チェック手順など
保管手順、管理台帳の整備（規定）
バックアップ手順
アクセス制御、セキュリティ対策、
システムマニュアル
委託先の選定基準（セキュリティ評価等）

残存するリスク
受取ミスなど

・廃棄マニュアル
・ハードウェアの破壊等の手順

記録ミスなど

外部からの侵入
など
他人の ID 利用な
ど
委託先のリスク
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７． JIPDEC で取り組んでいること
特定個人情報保護の全体について説明する研修を実施している。１回あたり、３時間程度の講義を行い、評価書を
作成する方法や、点検の観点を学ぶものである。出張研修も可能である。
また、作成された評価書（全項目評価・重点項目評価が対象）について第三者点検前の確認を行っている。具体的
には、自治体によって作成された評価書、関連する規程を預かり、プライバシーマーク審査員が「適合性・妥当性」の
確認を行い、その評価書に対して、「確認書」を発行するものである。審査会に諮る前に「確認書」を受けとり、審査会
を効率よく通すという効果がある。なお、政府の指針による適合性とは、提出された特定個人情報保護評価の実施が、
特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合して行われていることをいい、妥当性とは、特定個人情報保
護評価書に記載されている内容が、この指針に定める特定個人情報保護評価の目的等（本人のプライバシー等権利
利益の保護）に照らして妥当と認められることをいう。
JIPDEC としては、地方公共団体に対して、しきい値としては基礎項目評価書でとどまるものであっても、重点項目評
価、又は全項目評価を実施しておくことを推奨している。もともと、番号法では、提出された評価書を特定個人情報保
護委員会が審査することを規定しているが、実際の運用は、評価書の第三者点検は地方公共団体で実施し、特定個
人情報保護委員会には報告するだけでよい（事故等が発生するまで、特定個人情報保護委員会では、評価書の内容
を見ない）ように変更された。基礎項目評価書だけを報告するのでは、事故等があった場合に、どこまで対応していた
のかを説明することが難しくなると考えている。第三者点検を行わずに済む場合であっても、特定の業務のみ、評価書
だけは作成し、提出しておいた方が良いのではないか。可能であれば、全項目評価し、報告アップロードしておくこと
を推奨しているする。
地方公共団体の取り組み状況を簡単に紹介する。宮城県は県が主導的に推進し、ガイドライン等を作成し市町村を
啓発している。尼崎市は市町村で最初に特定個人情報保護評価を調達した。杉並区、目黒区、八王子市などはガイ
ドラインを作成し庁内で推進している。秋田市、青森市、門真市なども積極的に取り組んでいる。
８． 民間におけるマイナンバーの利用と ID 連携トラストフレームワーク
次に、民間におけるマイナンバーの利用を考えてみたい。図 2 に就職・転職における利用の例を示す。現在、就職
や転職を行う際の、卒業証明書や、資格証明書は紙であることが多い。求職者は、これらを揃えるために手間がかかっ
ており、電子化することで、効率よく活動することができるのではないかと言うニーズが顕在化している。この場合、各種
証明書の電子化はもとより、オンラインで本人確認を行う仕組みも必要になってくる。

大学など

データ依頼

個人情報
・氏名
・職歴
・住所
・資格等
・学歴

卒業証明など

資格発行

データ依頼
資格証明など

上記以外にも
・論文発表数のデータ
・転職の場合、前職での実績データ
などの連携が考えられる。

ID
必要情報のみ送信

企業
書類選考結果

マ
イ
ナ
ン
バ
│

情報の
取り扱
い状況
の確認
など

書類
選考
結果

企業に送られるのは、
マイナンバーではない。
IDと必要情報だけが送
られる。

求職者

図 2 就職・転職における利用
この例では、中立的な機関が仲立ちをして、マイナンバーによる確実な本人認証（マイ・ポータルとの連携など）を担
保しながら、採用側の企業は、マイナンバーそのものの提供を受けることなく、求職者の属性情報を取得することがで
日本システム監査人協会

会報

13

November 2014

日本システム監査人協会

会報

きる仕組みを目指している。マイナンバーを利用する理由は、全ての国民が保有するためである。（運転免許証や、住
基カードは、全ての国民が有しているものではなく、サービス享受の機会を平等に与えることができない。）
次に、健康保険（医療）サービスの手続きの簡素化の例を考えてみる（図 3）。

AP
（自治体、企業 等）
住民票
申請書

利用者の属性情報（資格情報）

認証結果

IdP
健保組合
（医療ID）



RP
（医療機関）
認証端末

身元確認
クレデンシャル
⇒IdPもしくはIdP代行？

医療ID
（by モバイル）

利用者

図 3 健康保険（医療）サービスの手続きの例
健康保険組合が ID を発行し、様々な医療サービス提供の際の手続きを簡素化したいとするニーズは顕在化してい
る。一方で、医療情報という機微な情報を扱うために、確実な本人認証や、セキュリティの高いデータ運用の仕組みが
必要になる。前者の場合、マイナンバーを用いることが考えられる。ここでは、マイナンバーは、健保組合と自治体等が
知るのみで、医療機関にはマイナンバーは通知されない。本人認証を行う健保組合は、医療機関からの問い合わせ
に○×のみを返す。いわばトラストアンカーとしてマイナンバーが使われる。これにより、保険証が手元になくても被保
険者であることを証明でき、保険証の失効確認が出来、医療費未収が防げる等の効果がある。
図 3 において示された、サービス提供に不要な個人情報を、サービス提供者たる医療機関に渡すことなく、かつ、確
実に本人であることを保証しつつ、必要な利用者の属性情報のみを提供するというフレームワークが、「ID 連携トラスト
フレームワーク」である（図 4）。前述のような、顕在化しているニーズを具体化するために、政府の「世界最先端 IT 国家
創造宣言」においても、その推進が明記され、取り組まれている。
第三者などの
認証機関

この他に、利用者の
属性情報を提供する

公
開

ルール化、認証、監査

役割を担う事業者
がある。
これを、

利用者の身元確認、
本人確認を担う事業者
（ＩｄＰ：アイデンティティ
・プロバイダー）

●透明性
●情報保護
●セキュリティ
・・・・・・・

ＡＰ：アトリビュート
・プロバイダー
と称する。
図 3 では自治体が
これに当たる。

サービス提供
利用者

受け取った情報を用いた
サービスを提供する事業者
（ＲＰ：リライング・パーティー）

図 4 ID 連携トラストフレームワークの概念
利用者の身元確認、本人確認を担う事業者をアイデンティティ・プロバイダー（IdP）という。アイデンティティ・プロバイ
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ダーは、本人確認を主たる機能とし、どこへどのようなパーソナルデータが渡されているかを利用者に可視化すると
いったことも行う。また、IdP から受け取った情報を用い、サービスを提供する事業者をリライング・パーティ（RP）という。
このような形にすることによって、RP は必要ないパーソナルデータを取得せずに済むというメリットがある。
さらに、本人の属性情報を提供する事業者をアトリビュート・プロバイダー（AP）という。AP は、IdP が保有する利用者
のパーソナルデータでは不足する（例えば、資格情報など）場合に、その不足する属性情報を提供するものを言う。IdP
は利用者の同意の下に、AP から属性情報を受け取る。この全体を利用者が信頼して使えるように第三者機関が認証
監査を行う。これらの全体が ID 連携トラストフレームワークである。
ID 連携トラストフレームワークの「トラスト（TRUST）」とは、インターネット上（非対面の環境）で、利用者である個人に
関する（認証により当該属性の確からしさが確認された結果を含む）属性の集まりやサービスの受け渡しを行う企業群
に対して、利用者が、「その相手を信用して任せられる（信用、信頼）」状態をいう。なお、ＩＤは、識別子の意味ではなく、
アイデンティティ、すなわち、属性のことである。ID 連携トラストフレームワークとは、確実にその人のものと確認された属
性情報（アイデンティティ）が連携する信頼（トラスト）のフレームワークである。
９． 今後の展望
「世界最先端 IT 国家創造宣言」が、平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定された。この宣言では、 「ヒト」、「モノ」、「カネ」
と並んで「情報資源」を、新たな経営資源とし、その活用による経済成長を目指すことが謳われている。分野・領域を超
えた情報資源（ビッグデータ、オープンデータ）の収集・蓄積・融合・解析・活用により新たな付加価値を創造していく。
IT 総合戦略本部において平成 26 年６月 24 日に「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」が決定され
た。これは、「本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入」、「基本的な制度の枠組みを補完す
る民聞の自主的な取組の活用」、「第三者機関の体制整備等による実効性ある制度執行の確保」の３つの領域で構成
される。
一方で、ビッグデータは、経済成長と技術革新の強力な原動力になる反面、消費者の個人データを管理する企業と
消費者の間に大きな不均衡を生む可能性を残している。
ビッグデータやオープンデータの積極的な活用は今後、急速に進展していく。そのなかで様々な問題が生じてくるが、
これらに対処するために、特定個人情報保護評価、プライバシー影響評価（PIA）や ID 連携トラストフレームワークのよ
うな社会的な制度の充実や施策が図られねばならない。
〔まとめ〕
データ利用は今後も進展していくだろう。データを利用する者には、『適切なマネージメントの履行』、『情報を資産と
して捉えること』、『消費者（国民）へ示すこと』がますます求められていく。マイナンバー以外でも、PIA のような情報公
開が進んでいく。その対応には、マネジメントにも、システムにも精通した専門家によるチェックが求められていくだろう。
その観点からも、システム監査に係るニーズは高まっていくのではないか。
【質疑】
質問：独立行政法人で外部委員の方に委員会に出席の都度に謝金を支払っている。支払いが年間５万円を超える場
合、支払調書を作成している。税務署に提出する源泉徴収の支払調書にマイナンバーを記載することになるか？
この支払調書は独立行政法人の行政システムから交付されるが、PIA を実施しなければならないか？
回答：税務署に提出する源泉徴収の支払調書にマイナンバーを記載しなければならない。委員会を構成する委員か
らマイナンバーを集めなければならない。これに伴い、システム構築も必要な場合もある。ただ、これについては、
PIA の対象か否かは、対象事務か否かで判断する。基本的に、事業者は、主に源泉徴収等で個人番号を使うこ
とが想定されているので、評価実施は義務付けられていない。一方で、、生保、損保、証券会社では、被保険者
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や株主からマイナンバーを取得しなければならない。最近では、このマイナンバーを適切に管理して漏れのない
ようにしなければならないという事から、PIA を実施しないといけないのではないかという機運が高まっている。今
後は、対策として PIA を実施する事業者も増えることになるかもしれない。
質問：義務ではないが、実施した方がベターとの意味か？
回答：事業者の場合は、義務ではないが、実施しなければいけないことになるケースもあり得るのではないかということ。
民間向けガイドラインのなかに出てくる可能性はあると思う。（2014 年 10 月現在、政府で民間向けガイドラインの
作成作業中である。）
質問：事務単位に評価するのに、宛名システムを切り出して PIA 評価することには違和感がある。お考えをお聞かせ
願いたい。
回答：PIA は事務単位で評価するのが通常である。しかし、PIA のやり方自体は自治体に任されている。作業量を考慮
すると、システム単位に分けてアクセス制御等をまとめて検討した方がよいのではないかと試行の際に考え、共
通システムは、それ単位に PIA を行い、事務システムの PIA でそれを参照する事を推奨するようになった。
質問：金融機関が源泉徴収により源泉所得税を控除する。マイナンバーで自分のところのシステムで名寄せのキーに
したり、他の用途に使う。これも、やはり PIA を受けなければいけないのか？
それともう一つ、PIA は JIS Q 15001 と関連性を持たせたものとなるのか？
回答：まず、後段の方から。PIA は、プライバシー・バイ・デザインという考え方でできていて、PDCA サイクルを考えると
結果として JIS Q 15001 を用いると効率よく管理できるという事で参照している。また、前段の民間事業者が PIA
を強いられるかだが、民間には源泉徴収等の作業で用いる場合を想定し、評価を強いていない。しかし、罰則規
定があるので、事故が起きないように実施した方がいいという事業者が増えていることは事実である。
質問：JIS Q 15001 は諸外国から評価されているか？
回答：EU の会議では JIS Q 15001 を国際規格にしないかといわれている。
プライバシーマーク等の仕組みを通じて、きちんと個人情報保護を事業者のマネジメントシステムとして機能させ
ているのは日本だけなのではないか。海外、特に EU でも、日本の仕組み自身は非常に評価されている。
質問：JIS Q 15001 は、諸外国から実効性を評価されていると考えてよろしいか？
回答：そのとおり。
質問：講義のなかで、パッケージの場合、ドキュメントがない場合があるとされているが、こういう場合は困るというご説明
を伺いたい。パッケージを売っている立場として、当然に標準的ドキュメントはあるはずなのだが。
回答：試行を行った自治体の例では、パッケージの運用マニュアルがあった。運用マニュアルがあっても業務マニュア
ルがないと分からない。また、データベース仕様がなかった。業者からは納品したと言われたが、自治体からは
出てこなかった。どこまで納品されているかわからなかった。マイナンバーの導入を通じて、そのようなドキュメント
管理もきちんとできると良いのかもしれない。
質問：マイナンバーの導入は、スケジュールがタイトである。現実感として義務付けられている PIA は、どこまで実施さ
れているとお考えか？
回答：資料 P55「平成 24 年以降、自治体の調達が活発化（JIPDEC 調べ）」で記載されている自治体（記録者注：宮城
県、尼崎市、杉並区、目黒区、八王子市、秋田市、青森市、門真市）は比較的しっかり行っている。茨城県では、
県庁のセミナーに全市町が集まっていただいた。このうち、10 万人を超えているのは、水戸市、つくば市、土浦
市のみで、それ以外は、10 万人を超えていないと伺った。多くは基礎項目評価のみで終わる。一方で、個人情
報の漏えい事故などを通じて、首長や議会からの指示で、基礎項目評価で済むところを重点項目評価に切り替
える自治体も増えている。
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質問：PIA そのものを行うのは、事務なりシステムなりが設計された時点でのお話しである。では、その設計されたシス
テムなり、事務なりが、きちんと事務ルールにより、PIA 評価がされた時点での設計通りカットオーバーされ、運用
されているかどうかの、いわゆるポスト PIA 的なモニタリングに関しては、この PIA 制度のなかでは規定されていな
いようである。そのへんはいかがか？ 事故が起こるまで実態が全然違う裏マニュアル等が作られ、それで運用
が行われていたということもありえる。罰則規程でそこは担保をしているのか？
回答：PIA はそこまでを担保していない。あくまでアセスメントなので、PIA は全て市民公開するものである。努力義務で
５年に１回やり直し規定がある。事務を統合し、廃止した場合は評価のやり直しがある。。一方で、PIA という作業
は、特定個人情報の取り扱いプロセスを確認し、リスクを分析し、措置が必要な部分を確認するものであるので、
PDCA サイクルを国や、自治体の事務に定着させるには意義があるのではないか。
【記録者の補足と所感】
たいへん内容の濃い講演であった。記録者として、まずは、特定個人情報保護評価のイメージを掴んでいただき、
それから、マイナンバーと ID 連携トラストフレームワークの関係を理解していただくことに意を用いた。
今回の講演は、広範な内容を表や図を用いて説明された。結果として本記録もそれらを使わないと十分な説明がで
きず、紙数が多くなってしまった。また、かなりの部分を割愛せざるを得なかった。ご容赦願いたい。
JJIS Q 15001、すなわち、プライバシーマーク制度が諸外国で高く評価され、ISO 化を求められているという話に感激
した。従来、プライバシー・コミッショナーがいない日本は、世界的にみると個人情報保護に関してレスペクトされていな
かったが、プライバシーマーク制度のおかげで、やっと世界が認めるようになったということであろう。
【参考情報】
〔参考資料〕
資料 1：特定個人情報保護評価指針

http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/pia/pdf/shishin.pdf

〔ウェブサイト〕
・社会保障と税番号制度（内閣官房）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

・ID 連携トラストフレームワーク

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/

〔文献〕
・瀬戸洋一他著 『プライバシー影響評価 PIA と個人情報保護』（中央経済社）
・瀬戸洋一・JIPDEC『情報化社会の個人情報保護と影響評価―韓国におけるプライバシー影響評価から見るアセスメ
ントのあり方』（勁草書房）
・岡村久道著『よくわかる共通番号法入門』（商事法務）
・水町雅子「番号法による民間企業への実務上の影響（上）」（商事法務 NO.2006）
・日経コミュニケーション編『ライフログ革命』（日経 BP、2010）
・堀部政男・JIPDEC 編『プライバシー・バイ・デザイン』（日経 BP、2012）
・坂下哲也「パーソナル情報を取り巻く最近の動向」（信学技法、2012）
・坂下哲也「サービスのパーソナライズ化とデータ利用」（情報処理 vol54 No11、2013.11）
・坂下哲也「個人データを宝の山に 日米欧の議論の行方」（日経エレクロトニクス 2 月 17 日号、2014）
以上
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