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Ⅰ　はじめに

　個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保
護法」と言う。）の平成 27 年改正では，その検討段
階における内閣 IT総合戦略本部の「パーソナル
データに関する検討会」での議論を通じ，また，
法案が国会提出直前で与党修正に至る経緯と国会
での活発な審議を通じて，今改正で達成できなか
った課題が明らかになるとともに，改正前の個人
情報保護法（以下「平成 15 年法」と言う。）にいくつ
もの解決していない論点が残されていることが浮
き彫りになった。
　達成できなかった課題とは，一つは，いわゆる
「端末 ID」を識別子として蓄積される個人に関す
る履歴情報を保護対象とすることが検討されなが
らも実現しなかったことであり，浮き彫りになっ
た平成 15 年法の未解決論点とは，個人情報定義
における「容易に照合することができ」をどのよ
うに解釈し，何をもって非個人情報化がなされた
と言えるかがはっきりしないままとなったことが，
その代表例である。
　こうした点が認識されたためか，改正法の附則
12 条 3 項に，施行後 3年ごとに必要があるとき
は所要の措置を講ずるものとするとした検討規定
が入り，同条 6項には，個人情報の定義と公的部
門の保有個人情報の規定について，「集約し，一
体的に規定することを含め，個人情報の保護に関

する法制の在り方について検討するものとする。」
とされた。
　これらの論点を残した状況で，行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関
法」と言う。）の平成 28 年改正が進められ，「容易
に照合」と「照合」の違いが依然として明らかに
されないまま，「非識別加工情報」の制度が新た
に導入されることとなり，さらにこれを地方公共
団体の個人情報保護条例にまで展開する動きもあ
ることから，今後さらに混迷を深めることになる
と懸念される。
　本稿シリーズは，個人情報保護法の 3年後の見
直しを見据え，残された論点の解決案を体系的に
整理することを試みる。具体的には，民間部門と
公的部門の一体的な規定に向け，「個人情報」と
「個人データ」の違いに着目して「個人情報ファ
イル」に係る規律のみを統一することを目指し，
「容易に照合」と「照合」の違いを明らかにする。
これにより，今改正で導入される「匿名加工情
報」の概念が明確になり，公的部門と地方公共団
体で進められる「非識別加工情報」制度の混迷を
避けることができ，また，将来の課題として残さ
れた「端末 ID」を識別子として蓄積される履歴
情報を保護対象とするための下地が整うことにな
ると考える。
　この整理にあたって重視するのは，行政機関の
保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開
法」と言う。）との平仄，過去の制定の経緯との整
合，国際的な動向との調和である。過去の経緯に
ついては，一般財団法人情報法制研究所が内閣法
制局に情報公開請求して得た法律案審議録を基に，
本稿整理の妥当性の根拠とする。国際的な動向に
ついては，EU（欧州連合）の「一般データ保護規
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則」の他，英国，スウェーデン，ドイツ等のデー
タ保護法及びその改正経緯と，米国で一時提案さ
れた「消費者プライバシー権利章典法案」と比較
する。
　以下，本号では，浮き彫りになった論点を列挙
して問題の所在を概観し，次号以降で，残された
課題と個別の論点について掘り下げていく。

Ⅱ　浮き彫りになった論点

1　個人に関する情報の範囲
　今改正の検討が始まる直前の平成 24 年ごろの
時点では，法律上の個人情報の定義について誤解
が広まっていた。個人情報とは氏名，生年月日，
住所等の個人を特定するための情報を言うのであ
って，それら以外の部分，例えば蓄積された履歴
情報の部分は，個人情報に当たらないという誤解
である。大手企業のプライバシーポリシーにも，
その理解を前提としたことを窺わせる記述が見ら
れた1）。これは，法の定義条文の「氏名，生年月
日その他の記述等により特定の個人を識別する」
の部分に目を奪われ，「……であって，当該情報
に含まれる……により……できるもの」との構文
を見落とすことで生じるのであろう。この誤解は，
改正法の議論を通じて，平成 29 年現在では相当
程度解消されたように見受けられる。大手企業の
プライバシーポリシーも誤解のない記述ぶりに改
められた。
　個人情報が「氏名，生年月日その他の記述等」
の部分のみを指すものではないことは，条文から
明らかであるが，開示・訂正の求めに応じる義務
が規定されていることからも明らかである。もし，
個人情報がそれのみを指すならば，開示の求めは，
自己の氏名，生年月日，住所等の登録状況を確認
するだけの機能となり，訂正の求めも，その誤り
を訂正する機能ということになる。法がそのため
の義務を事業者に課すはずもなく，それに紐づけ

られた本人に関する様々な属性情報を開示・訂正
の対象とするのが法の趣旨であるのは明らかであ
る。
　しかし，次に問題となるのは，開示・訂正にお
いてはそうだとしても，第三者への提供において
も同様なのかという論点である。提供に際して，
氏名等を取り除いた属性情報のみからなるデータ
を提供するとき，元データから部分的に複製して
一時的に作成されるそのようなデータが，当該個
人に関する情報と言えるのかという論点である。
　情報公開法においても，個人情報相当の情報を
不開示情報と規定しており（5条 1号），氏名等の
部分を墨塗り・被覆等を行なって残りの部分を開
示することが行われていることから，個人情報保
護法でも同様の処置で非個人情報化でき，提供で
きるとする誤解も見かける。しかし，これは，同
法 6条（部分開示）で「不開示情報が記録されて
いる部分を容易に区分して除くことができるとき
は，開示請求者に対し，当該部分を除いた部分に
つき開示しなければならない。」と別に規定され
ているからであり，個人情報保護法にそのような
趣旨の規定はない。
　この 1号不開示情報は他の号の不開示情報とは
異なり，不開示情報の一部分に当たる「当該情報
のうち，氏名，生年月日その他の特定の個人を識
別することができることとなる記述等の部分」の
み除いて残りは開示せよとするもの（同条 2項）
であり，「当該部分を除いた部分は，同号の情報
に含まれないものとみなして，前項の規定を適用
する。」と規定しているように，氏名等の部分を
除けば 1号不開示情報に該当しなくなるという前
提を置いているわけではない2）。したがって，情
報公開法とパラレルに「氏名等の部分を除けば個
人情報でなくなる」と類推することはできない。
加えて，情報公開法 6条 2項の部分開示には，
「公にしても，個人の権利利益が害されるおそれ
がないと認められるときは」との条件が付けられ

1）　鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報 
「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべて
の方へ』（翔泳社，2015）
2）　総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』（財務省印刷局，

2001）87 頁は，この点について，「個人識別情報は，通常，個
人を識別させる部分（例えば，氏名）とその他の部分（例えば，

当該個人の行動記録）とから成り立っており，その全体が一つ
の不開示情報を構成するものである。」とし，「このため，第 1
項の規定だけでは，個人識別情報については全体として不開示
となることから，（略）個人識別情報についての特例規定を設
けたものである。」としている。
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ており，氏名等の部分を除けば常に開示してよい
情報としているわけでもない。

2　容易照合の提供元基準
　氏名等を取り除いたデータを作成する際には，
一般的に，氏名等に置き換えて個人別の符号を付
す処理が行われる。これを「仮名化」と呼ぶこと
にする。仮名化に際して，仮名化後のデータと元
データとの対応関係を残すために対応表が作成さ
れる場合と，そのような対応表を残さない場合と
がある。前者を，医学系研究の分野では従来，
「連結可能匿名化」と称し，後者を「連結不可能
匿名化」と称してきた。このうち，連結可能匿名
化されたデータについて，個人情報に該当するか
が論点となった。
　平成 25 年に内閣府の規制改革会議の下で行わ
れた「国際先端テスト」においては，当時個人情
報保護法を所管していた消費者庁の回答により，
提供元で元データとの「対応表」を廃棄すること
を条件に「当該属性情報は「個人情報」には該当
しないこととなる」との見解が示された。これは，
つまりは，対応表が存在する限りは連結可能匿名
化したデータもその事業者においては個人情報で
あるということになる。
　対応表の存在が個人情報該当性を左右するのは，
個人情報保護法の個人情報定義に「（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
人を識別することができることとなるものを含
む。）」との括弧書きがあるからであり，これが
「容易照合性」と呼ばれ，平成 24 年の内閣府行政
刷新会議の規制・制度改革委員会経済活性化WG
において，消費者庁が，「この容易照合性の判断
の基準としては，その個人情報を取り扱う事業者，
こちらを基準に，その事業者の方が情報を保有や
取得をした時点，こういった観点で容易照合性を
見ている」と回答していた。
　すなわち，前節で論点とした，提供のために一
時的に生成されるデータが直ちに個人情報と言え
るかについて，仮に言えないのだとしても，この
容易照合性の規定があるために，少なくとも対応

表がある限りは個人情報に該当するということに
なる。
　消費者庁の回答が，容易照合性の判断の基準は
その個人情報を取り扱う事業者を基準とするとし
たことは，「提供元基準」と呼ばれるようになっ
た。これに相対するものは「提供先基準」と呼ば
れる。岡村3）は，平成 26 年の時点で，「提供先
にとって識別性がない情報と比べて，提供先にと
って個人識別性がある情報のほうが，本人の権利
利益を害するおそれが格段に大きくなることは当
然である。したがって，第三者提供と個人識別性
との関係について，提供先において識別情報か否
かを基準とする提供先基準説のほうが，こうした
制度趣旨に対して素直な解釈といえよう。ただし，
提供先基準説によると，前記法文は「提僕先にと
って個人データと認められるもの」と読むことに
なり，やや不自然であるとの批判もあり得る」と
しつつ，「現行の保護法 23 条の解釈においても，
プライバシー・名誉権との前記関係を考慮すると，
それとかけ離れた解釈をすることはできないから，
提供元ではなく提供先を基準に識別性の有無を判
断する提供先基準説のほうが妥当であるように思
われる。」とした。
　ここで注意を要するのは，提供元基準と提供先
基準とは二者択一ではない点である。すなわち，
提供元基準かつ提供先基準とする制度設計もあり
得る。岡村は，提供先で個人識別性があることの
方が権利利益侵害の恐れが大きいとの理由で提供
先基準を肯定したが，これは提供元基準を否定す
る理由にはならない。
　この論点は，今改正を通じて，政府解釈は提供
元基準であることが明確にされ，一定の決着に至
った。国会審議において，政府参考人（内閣審議
官）から，「日本の場合，これは情報の移転元で
容易照合性があるということで解釈が統一されて
おりまして，そういたしますと，一旦個人情報と
なりますと，その情報の一部を提供する場合でも，
これは大抵の場合，提供元において容易照合性は
ありますので，個人情報になってしまうという，
そういうことはございます。」4）との答弁があっ

3）　岡村久道「パーソナルデータの利活用に関する制度見直
しと検討課題（中）」NBL 1020 号 68 頁以下（2014）

4）　第 189 回国会参議院内閣委員会会議録第 10 号（2015. 
5.28）
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た。
　しかし，なぜ提供元基準としているのかその理
由は明らかにされていない。個人情報の定義は，
国法で最初に規定されたのは，昭和 63 年制定の
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情
報の保護に関する法律（以下「昭和 63 年法」と言
う。）であり，その時点から「（当該情報のみでは
識別できないが，他の情報と容易に照合すること
ができ，それにより当該個人を識別できるものを
含む。）」との括弧書きがあった。個人情報保護法
の定義はこれとほぼ同じである。情報公開請求で
開示された昭和 63 年法の法律案審議録を見ると，
当初の案（「昭和 62 年 8 月案（第 1次案）」と書かれて
いる。）では，「（当該記録のみでは特定個人を識別
できないが，当該行政機関が保有する他のファイ
ル又は台帳その他のものと照合することにより識
別できるものを含む。）」とされていた5）。この条
文から，少なくとも当初は，提供元基準を意図し
ており，提供先基準を想定していなかったことが
読み取られる。
　日本法が伝統的に個人情報を提供元基準で定義
してきたのだとしても，その実質的な意義，すな
わちその狙いと効果が明らかでなければ，不当な
規定であり撤廃すべきとの主張も成り立ち得る。
提供元基準の実質的意義の解明は残された論点で
ある。
　鈴木6）は，平成 24 年の時点で，「誰が「容易
に照合」性の有無を判断するのか，その判断主体
が問われる」として，規制事業者基準説，従業者
基準説，受領者基準説，一般人基準説，総合判断
説に分け，規制事業者基準説で解釈するべきであ
るとした。その理由を，「行政による事業者規制
法という性質を有する個人情報保護法においては，
規制対象となる個人情報取扱事業者を主体として
その識別性の有無，容易照合性の有無を判断する
べきである」からとした。しかし，確かに判断す

る主体は規制対象となる事業者自身であることで
間違いないが，論点となっているのは，どこでの
照合可能性を問うのかである。鈴木は，提供先の
受領者で照合ができるか否かは提供元では推測が
困難であるとし，「事業者が個人情報ではないと
判断したものが，受領者や一般人を基準したとこ
ろ特定個人を識別できるケースもあり得るのであ
る。規範に直面しようのない状況で法的義務が課
せられることは，場合によっては法が不可能を強
いることを意味し，営業の自由を不当に侵害する
ものとして許容できるものではない。」として，
民間部門では提供先基準を採用すべきでないとし
た。その結果として消去法で，定義条文に存在す
る「容易に照合」は提供元基準で捉えるほかない
という理由であった。この見解でも，法がなぜそ
のような括弧書きを定義に含めたのかは説明でき
ていない。

3　データセットによる容易照合
　前節は対応表による照合の論点であったが，次
に，対応表を残さない連結不可能匿名化データに
ついて，提供元において元データと「容易に照合
することができ」るかが論点となる。
　消費者庁は前掲の国際先端テストで，対応表を
廃棄すれば個人情報に該当しないこととなるとし
たが，そこで示された「週 3日以上ワインを飲ん
でいる」か否かという二値の属性情報の場合の例
についてそう判断したにすぎない。二値の属性情
報の場合，データの人数が十分に多ければ，「飲
んでいる」人も「飲んでいない」人も複数人存在
することとなるので，「飲んでいる人が何人」と
いう統計量に集計された情報と違わない。消費者
庁は，そのような性質がある場合に限って対応表
を廃棄すれば非個人情報化できるとしたにすぎな
いと見ることもできる。
　ここで問われたのが，平成 25 年に鉄道会社が

5）　この案は，総務庁行政管理局の「行政機関における個人
情報の保護に関する研究会意見」（昭和 61 年）において，「個
人情報とは，個人に関する情報であって，当該個人を識別でき
るものをいうが，個人が識別できるとは，情報の内容から，そ
の情報が特定個人のものと識別し得ることをいうとすることが
適当であると考えられる。なお，当該情報のみでは特定個人を
識別できないが，当該機関が保有する他のファイル又は台帳等

と照合することにより識別できるものは含むものとすることが
適当であると考えられる。」としていたのに沿ったものと見ら
れる。
6）　鈴木正朝「個人情報保護法制とクラウド」岡村久道編

『クラウドコンピューティングの法律』109 頁以下（民事法研
究会，2012）
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IC カードを通じて取得した個人の乗降履歴デー
タを他社に提供した事案における，元データとの
容易照合の可否である。当初，鉄道会社は，対応
表に相当する鍵付きハッシュ変換の鍵を維持して，
複数回に渡り継続して提供することを想定してい
た様子が窺われるところ，問題が指摘されるよう
になった後の報道7）では，「変換方法につきまし
ては定期的に変更しており，長期間にわたって同
じ SuicaID 番号が一意の番号に変換されること
はありません。」と答えており，対応表を定期的
に廃棄する方針を示していた。
　対応表を廃棄することに個人の権利利益保護の
観点からいかほどの意味があるのか。確かに，繰
り返し提供する場面を想定すれば，提供の都度対
応表を廃棄しなければ個人情報の提供に当たると
いうことにすれば，個人情報保護法の義務を回避
するために対応表を廃棄することになり，結果的
に，提供毎のデータ間の本人連結性は途切れるこ
とになって，長期に渡る履歴情報の提供が避けら
れて，個人の権利利益保護の効果があると言える。
しかし，長期に渡る履歴情報を蓄積し終えてから
一回で全部を提供すれば，対応表を残さないよう
にできるので，そのような効果は消滅してしまう。
　藤村ら8）は，「数十日分の乗降履歴があれば，
ID（または識別番号）によらなくても，「当該情
報」と「他の情報」の双方を持つ鉄道事業者にと
っては，「当該情報」と「他の情報」に含まれる
乗降履歴の一致を確認すれば，「当該情報」と
「他の情報」に含まれる氏名を結びつけることが
でき，特定個人Xの識別に至る」と指摘し，こ
うしたデータセット自体による照合が，法の容易
照合の解釈に含まれるのではないかとの見解を示
した。
　この考え方に基づくと，医学系研究の分野で用
いられてきた連結不可能匿名化が，本当に「不可
能」化するものだったかも問われることになる。
この分野の「連結不可能匿名化」は，乗降履歴の
事案同様に，氏名・連絡先を削除しただけの仮名

化をもって連結不可能匿名化とするのが現場の少
なくない実態であったが，平成 27 年に文部科学
省と厚生労働省から公表された「人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」は，
「個人の医療等に関する情報は，その情報自体が
身体的特徴を表すことがあり，例えば，氏名，生
年月日その他の「特定の個人を識別することがで
きることとなる記述等」を機械的にマスキングす
ることだけでは，特定の個人が識別されることを
不可能にしたと言い難い場合がある。」とし，仮
名化だけでは真に「不可能」な連結不可能匿名化
とは言えない場合があるとした。
　また，前掲の岡村も，平成 21 年時点の著書9）

では，「この場合，医師としては発表・報告用の
複製物のみをマスキングによって匿名化しつつ，
顔写真の原本にはマスキングせずに別途残してお
く方法が通常であろう。したがって，当該原本と
容易に照合しうる当該医師にとって，むしろ上述
の諸事情は連結可能匿名化である場合が一般的で
あろう。」としており，提供元基準でデータ自体
による照合が可能な場合は連結可能匿名化である
との見解も示していた。
　データセットによる照合の考え方は，今改正の
改正法案の法律案審議録の中にも見られる。平成
26 年 12 月 1 日付の「個人情報と匿名加工情報
（仮称）における容易照合性の考え方について」
と題する，内閣官房 IT総合戦略室が作成して内
閣法制局の審査で提示したものと思しき資料は，
「鉄道会社が，記名式 ICカードの乗降履歴につ
いて……」として具体例を示した上で，「具体例
の場合，同社は削除・置換のアルゴリズムを廃棄
しているが，氏名等を含むデータセットと新たに
作成されたデータセットを比較すると，詳細な内
容を有する複数項目が合致する。このような場合，
項目を突合させるのみで事業者は特定の個人を識
別することが可能である。システム上両データセ
ットは連結していないものの，両データセットは
一対一対応が可能な状態で照合によって特定の個

7）　浅川直輝「Suica 乗降履歴データの外部提供で問われる
プライバシー問題――JR 東日本に聞く」（日経BP）（2013.7.24），
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130724/493665/
8）　藤村明子・間形文彦・鈴木正朝「ビッグデータビジネス

における個人情報の容易照合性に関する考察」情報ネットワー
ク・ローレビュー 13 巻 2 号 1 頁以下（2013）
9）　岡村久道『個人情報保護法』（商事法務，新訂版 2009）
79 頁
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人を識別し得る場合については全く知見を有しな
い者であっても照合によって特定の個人を識別す
ることができ，かつ，両データに対してアクセス
し得る人間が複数名存在していることから，「容
易照合性」があると言える。」としていた。
　しかし，後に，個人情報保護委員会が公表した
「個人情報の保護に関する法律についてのガイド
ライン」（平成 28 年 11 月）では，こうした見解は
示されておらず，この解釈が政府解釈として採用
されているのかは，はっきりしていない。
　論点となるのは，この解釈の実質的な意義であ
る。法律案審議録では，「項目を突合させるのみ
で事業者は特定の個人を識別することが可能」と
あるが，事業者が特定の個人を識別できることに，
本人の権利利益保護の観点でどのような効果があ
るのか。当該事業者は元データを保有しているの
だから，元データを見ることで各個人の乗降履歴
を把握することは元々できるのであり，元データ
から切り出された提供用のデータについて当該事
業者が特定の個人を識別できること自体には，直
接的な効果はないようにも思える。法律案審議録
の資料は，法の定義条文への形式的な該当性を述
べているにすぎない。
　ここでも，前節と同様に，日本法が伝統的に個
人情報を提供元基準で定義してきたその実質的意
義に立ち戻る必要があろう。

4　容易照合のアクセス制御説
　データセットによる照合が，法の定義の「容易
に照合することができ」に含まれるのだとしても，
次に問題となるのは，元データとそこから切り出
す提供用データが，別のデータベースシステムで
管理され，アクセス制御により両方にアクセスで
きる社員が存在しない状態で管理されれば，「容
易に照合することができ」は否定されるのかとい
う点である。
　前掲の乗降履歴の事案では，鉄道会社は，報道
で問題が指摘された翌週に発表した資料10）で，
「情報ビジネスセンターでは，個人を特定できな

いデータを利用しています」「情報ビジネスセン
ターと業務セクションとは厳格に分離※していま
す。」「※組織，作業環境，スタッフ（アクセス権
限），システム」との文言の下，2つのデータベ
ースシステム間にファイアウォールを置いている
図を示していた。元データとそこから切り出した
データとが分離して管理されていれば，法の「容
易に照合することができ」が否定されると考えら
れていた様子が窺える。
　これは，経済産業省の「「個人情報の保護に関
する法律についての経済産業分野を対象とするガ
イドライン」等に関するQ&A」の問番号 14（以
下「Q14」と言う。）に，かつて記載されていた問答
を拠り所にしたものと思われる。2007 年 3 月版
のQ14 では，質問文として，「事業者の取扱部門
ごとにデータベースがあり，他の取扱部門のデー
タベースへのアクセスが，規定上・運用上厳格に
禁止されている場合，「容易に照合することがで
き」（法 2条 1項）るといえますか。」を立てた上で，
回答として「他の取扱部門のデータベースへのア
クセスが規定上・運用上厳格に禁止されている場
合であっても，双方の取扱部門を統括すべき立場
の者等が双方のデータベースにアクセス可能な場
合は，当該事業者にとって「容易に照合すること
ができ」る状態にあると考えられます。ただし，
経営者，データベースのシステム担当者などを含
め社内の誰もが規定上・運用上，双方のデータベ
ースへのアクセスを厳格に禁止されている状態で
あれば，「容易に照合することができ」るとはい
えないものと考えられます。」と掲載していた。
すなわち，実際にアクセスさえできない状況であ
れば「容易に照合することができ」ないとする解
釈であり，これを「アクセス制御説」と呼ぶこと
にする。
　このQ14 は，同Q&Aの平成 26 年 12 月の改
正で，質問文の方が修正されて，「事業者の各取
扱部門が独自に取得した個人情報11）を取扱部門
ごとに設置されているデータベースにそれぞれ
別々に保管している場合において，ある取扱部門

10）　東日本旅客鉄道株式会社，Suica に関するデータの社
外への提供について，https://www.jreast.co.jp/press/2013/ 
20130716.pdf（2013.7.25）

11）　ここは，個人情報に該当するかを問題としているので，
「各取扱部門が独自に取得した」情報は個人情報に限定せずに
質問を構成するべきところであろう。
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のデータベースと他の取扱部門のデータベースへ
のアクセスが，規程上・運用上厳格に禁止されて
いるときには，「容易に照合することができ」
（略）ないといえますか。」に修正された。
　つまり，元々のQ14 の趣旨は，同一事業者内
で別々の事業で独立して扱っているデータについ
て，それらの間の照合を問題とする必要があるか
という趣旨で書かれたものだったのが，作文が不
十分だったために，拡大解釈され，ある事業で生
成されるデータを複製して分離すれば，容易に照
合できないことにできるとの誤解が生じ，独自の
非個人情報化を自称する潜脱論法として利用され
てしまったということであろう。
　宇賀12）は，「容易に照合することができ」の解
釈について，「本項における「容易に」の要件を
いかに解するかは解釈に委ねられることになるが，
他の事業者に通常の業務では行っていない特別な
照会をし，当該他の事業者において，相当な調査
をして初めて回答が可能になるような場合，内部
組織間でもシステムの差異のため技術的に照合が
困難な場合，照合のため特別のソフトを購入して
インストールする必要がある場合には，「容易に」
の要件を満たさないであろう。」としていた。こ
れはアクセス制御説に近い立場をとっていたもの
と見られるが，平成 28 年の改訂版13）で，このう
ちの「内部組織間でもシステムの差異のため技術
的に照合が困難な場合」の部分を削除している。
　この問題は，一見，Q14 の修正で決着したよ
うでもあるが，逆に，「社内の誰もが規定上・運
用上，双方のデータベースへのアクセスを厳格に
禁止」という管理体制を敷かない限り，容易に照
合できることになってしまうことに疑問が残る。
宇賀の修正も，「システムの差異のため技術的に
照合が困難な場合」を取り消しながら，「照合の
ため特別のソフトを購入してインストールする必
要がある場合」を残すなど，依然として技術的に
実際に照合する行為が容易にできるかを問題とし
ている。Q14 の修正は，質問の前提を変更した
（誤解ないように直した）だけであるから，鉄道会社
の事案のようなケースについて，「社内の誰もが

規定上・運用上，双方のデータベースへのアクセ
スを厳格に禁止」という管理体制を敷けば「容易
に照合することができ」ないと解釈してよいかに
ついて，否定しているわけでもない。
　前掲の鈴木は，照合できる者の存否によって個
人情報該当性を変えることを「従業者基準説」と
呼び，「内部の従業者（自然人）の行為を基礎に
据える点で不法行為法における使用者責任（民法
715 条）と類似した発想にあるが，裁判と異なり，
主務大臣が報告の徴収（法 32 条）によって調査
し得るところには限界があり，従業者を基準とす
る解釈では立証の困難に直面することが多く，ま
た迅速な意思決定もできない。あくまでも個人情
報取扱事業者を単位として判断すべきであり，内
部の従業者の具体的な行為等は，個人情報取扱事
業者の義務を尽くしているか否かの判断を行うう
えでの材料の一つとして採用することで足りよ
う。」と批判した。しかし，この理由では，厳格
なアクセス禁止の管理体制の有無で個人情報該当
性が左右されるとする説を否定できていない。
　そもそも，実際に照合できる従業員や役員が存
在するか否かによって個人情報該当性を変えるこ
との実質的意義はあるのか。照合する行為が行わ
れて初めて個人の権利利益侵害を発生し得るとい
う前提を置いているのだとすれば，それは妥当な
前提なのか。この点も前節と同様，日本法が昭和
63 年法から提供元基準で個人情報を定義してき
た趣旨に立ち戻る必要がある。
　前掲の「人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針ガイダンス」（平成 27 年）にも，アクセス
制御説を否定する記述がある。「医療機関を有す
る法人等が研究機関として研究を実施する場合に
おいて，診療録番号と患者を結びつける情報にア
クセス制限を行っていても，当該診療情報は「連
結不可能匿名化」されたものとはいえない。」と
し，「特定の個人を識別することができる者が限
定的であるか，また，当該研究機関内の誰がアク
セスすることができるかによらず，「連結可能匿
名化」された情報である。例えば，同一法人が管
轄するA病院とB研究所において，A病院で取

12）　宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説』（有斐閣，第 4
版 2013）29 頁

13）　宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説』（有斐閣，第 5
版 2016）40 頁
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得された試料・情報を連結可能匿名化して，B研
究所に提供する場合には，B研究所で対応表を保
管していなくても，当該法人（研究機関）として
対応表を保有することに変わりなく，個人情報等
として適正に取り扱う必要がある。」としている。
この考え方は，同ガイダンスの前身である「「疫
学研究に関する倫理指針」についてのQ&A」（平
成 19 年）の時点から，「同一法人内で対応表を保
有している部署と研究担当部署が分かれている場
合であっても，対応表を有している場合に該当し
ます。」として，同様の見解が示されていた。し
かし，これらも，なぜそのような解釈をとるのか
についての説明がない。
　そして，個人情報保護委員会の「個人情報の保
護に関する法律についてのガイドライン」（平成
28 年 11 月）は，アクセス制御説に触れず，「「他の
情報と容易に照合することができ」るとは，事業
者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべ
きであるが，通常の業務における一般的な方法で，
他の情報と容易に照合することができる状態をい
い，例えば，他の事業者への照会を要する場合等
であって照合が困難な状態は，一般に，容易に照
合することができない状態であると解される。」
としか説明しなかった。「例えば」で示された例
は，「できない」場合の極端な例の一つにすぎず，
それ以外は「できる」ということを意味しないか
ら，結局，「通常の業務における一般的な方法」
としか言っておらず，「実態に即して個々の事例
ごとに判断される」というのでは，解釈基準を示
していない状況にあると言えよう。
　藤村ら14）は，このガイドラインの案に対して
かけられた意見公募手続で，寄せられたに意見に
個人情報保護委員会がどう答えたのかを分析して，
「アクセス制御で容易照合性が失われるとの考え
方は重ねて否定されているものと考えてよいであ
ろう。」「経産省の旧ガイドラインQ14 に依拠し
たアクセス制御説の採用がGL通則編パブコメに
て明確に否定された点は評価したい。」と結論づ
けた。

5　非個人情報化の要件
　次に，情報は加工すること（他の情報に変換する
こと）が可能であるから，個人情報は加工すれば
非個人情報化できるのかが論点となる。情報公開
法では，部分開示のために一部を除くことは許さ
れるが，情報の内容を他の情報に変換することは
法の趣旨からして許されないのに対し，個人情報
保護法ではそれが許され得る。
　前掲の「週 3日以上ワインを飲んでいる」か否
かという二値の属性情報の場合は，仮名化するだ
けで非個人情報化できるとされる一方，前掲の鉄
道会社の乗降履歴のように詳細な内容の属性情報
を持つ場合には，仮名化では依然として個人情報
のままであるとする見解がある。では，その境界
となる条件はいかなるものか。
　個人情報を非個人情報化して利活用するにはど
うしたらよいかは，経済産業省の研究会で繰り返
し検討されていた。平成 20 年の「パーソナル情
報研究会」報告書「個人と連結可能な情報の保護
と利用のために」では，「個人情報（個人データ）
の一部を構成する以上，当該部分のみを第三者に
提供する場合でも個人データの第三者提供に該当
し，本人の同意を要するとも解し得る一方で，当
該部分自体は個人情報（個人データ）に該当しな
いので，当該部分を第三者に提供する場合は本人
の同意を要しないとも解し得る。」と初歩的な検
討をして，「さらに十分な検討を要する」と結ん
でいた。平成 23 年には，「経済産業分野における
匿名情報を安全に利用するための手引（案）～情
報の加工・管理・第三者提供の考え方～」との文
書が作成されたものの，正式版の公表に至らなか
った。この手引（案）では，「k- 匿名化」を中心
に検討され，「l- 多様性」や「t- 近接性」などの
用語も盛り込まれたものの，具体的な基準を示す
には至らなかった。
　この論点は，個人情報保護法の平成 27 年改正
で「匿名加工情報」の概念が導入されることによ
り，解決されることになった。しかし，匿名加工
情報の作成方法の基準を定めることになっていた
個人情報保護法施行規則（平成 28 年 10 月 5 日個人情

14）　藤村明子・間形文彦・亀石久美子・板倉陽一郎「個人
情報の保護に関する法律施行規則及び同ガイドラインを踏まえ

た容易照合性概念に関する考察」情報処理学会研究報告 2017-
EIP-75 巻 20 号 1 頁（2017）
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報保護委員会規則第 3号）は，規則 19 条で 1号から
5号までの基準を示したものの，4号及び 5号は
抽象的な概念を示したにすぎず，ガイドラインに
おいても例示がなされたものの基準は示されなか
った。
　ここで問題となるのが，匿名加工情報と個人情
報該当性の関係である。改正法は「匿名加工情報
ならば法 23 条の規定にかかわらず第三者に提供
できる」とする規定を置かなかったので，本人同
意なく提供できるのは改正前と変わらず非個人情
報に限られ，匿名加工情報は非個人情報であるか
ら提供できるとされる。ここで，「匿名加工情報
は非個人情報である」がどういう意味なのかが論
点となる。「非個人情報でない限り匿名加工情報
となり得ない」の意味（A説）なのか，「匿名加工
情報に加工すれば非個人情報ということになる」
の意味（B説）なのか15）である。B説では，改正
法 36 条 5 項及び 38 条の識別行為の禁止規定の存
在によって，個人情報定義の「照合することがで
き」が否定され，非個人情報となるという立場で
ある。
　B説を採用すると，仮名化しただけで常に匿名
加工情報になることにできてしまう。元データと
容易に照合できる性質の情報で構成されるデータ
セットであっても，照合が禁止されているから法
の言う「照合することができ」に当たらないとい
うのである。
　この説は，改正法の国会審議の初期段階で，政
府参考人（内閣審議官）から「匿名加工情報は，そ
もそも，作成に用いた個人情報と照合することが
禁止されておりますので，容易照合性は認められ
ないと私どもは解釈しております。」16）と答弁し
たことからその存在が窺われた。
　これには批判がある。筆者も早い段階からシン
ポジウムの席で，「事業者内に元の生データがあ

るのに，それとの照合を禁止して何の意味がある
のか」17），「「してはならない」との規定によって
「できるもの」該当性が否定されるというのは，
法技術論的にありえない」18）と批判した。藤村
ら19）も，鉄道会社の乗降履歴の事案が問題とな
ったのは「対象となるデータの状態20）が問題と
なっているのであって，行為自体が禁止されてい
ても，対象となるデータ同士が依然として突合で
きる状態にあることに変化はない。」とし，仮に
そのような解釈を許せば「何らの加工を施す必要
がなくなる」と批判する。
　藤村らは，B説が「初期の国会で発言されたも
のに過ぎない」として，立案担当者らの本来の意
図は他にあるのではないかとするが，B説の考え
方は，改正法案の法律案審議録の中に見られる。
前掲の「個人情報と匿名加工情報（仮称）におけ
る容易照合性の考え方について」には，「このよ
うに法的担保によって個人情報等との照合が禁止
されているのであるから，容易に照合可能な状態
にあるとは言えず，解釈上個人情報に該当しな
い。」との記述がある。その前段部分には，「容易
照合性の判断は，同事業者の規模，技術的措置，
組織的措置等その他具体的な事情を元に総合的に
判断する法的評価である。」との記述があり，前
節で論点としたアクセス制御説に依拠しているよ
うに見える。
　国会審議の初期段階からB説には批判の声が
挙がったためか，その後の内閣委員会での審議で
はこのような説明は登場しなかった。前掲注 14
の藤村らは，個人情報保護委員会の「個人情報の
保護に関する法律についてのガイドライン」案に
対する意見公募手続（平成 28 年 11 月）で委員会が
どう答えたかを分析して，「識別行為禁止義務
（法 36 条 5 項）によって容易照合性が失われると
の論法も採用されていない」「匿名加工情報にお

15）　高木浩光「匿名加工情報の制度概要と匿名加工基準の
規則案」ビジネス法務 16 巻 11 号 17 頁以下（2016）
16）　第 189 回国会衆議院予算委員会第一分科会会議録第 1

号（2015.3.10）
17）　高木浩光「個人情報保護改正案の問題点（中立的観点

から）」情報法制研究会第 1回シンポジウム（2015.3.28）
18）　高木浩光「改正個人情報保護法に残された課題と今後

の展望」情報法制研究会第 2回シンポジウム（2015.6.28）

19）　藤村明子・間形文彦・亀石久美子・板倉陽一郎「匿名
加工情報及び個人情報における容易照合性概念の整合性に関す
る考察」情報処理学会研究報告 2016-EIP-71 巻 3 号 1 頁以下
（2016）
20）　「データの状態」との表現では，アクセス制御の管理体
制を含むようにもとられかねないので，ここは「データの性
質」と言うべきところであろう。
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ける容易照合性，具体的には，匿名加工情報と，
元となった個人情報の間の容易照合性の問題につ
いて，個人情報保護委員会は，述べていないので
はなく，積極的に，見解を述べることを避けてい
るのではないか」とした21）。
　立案段階ではどのように考えられていたのか。
前掲の法律案審議録のその前段には，「措置を講
じた事業者は，匿名加工情報の元となった個人情
報を引き続き保持し，かつ措置方法を有している
ことが通常である。また，システム上両データの
連結性が認められる，両データへアクセス可能な
人間が複数存在する等の事情が存在するとすれば，
匿名加工情報と元となった個人情報は容易に照合
することができる状態にあると言える。」との記
述がある。これは，改正法 36 条 5 項で，匿名加
工情報を作成した事業者自身に対して，作成した
匿名加工情報についての再識別行為を禁ずる理由
を説明したものである。これは，どんなに十分な
匿名加工を施しても，作成した事業者においては
元データとその加工方法の情報が存在するため，
容易に照合することができてしまうという前提を
置いているように見える。たしかに，そのように
前提を置くと，法的禁止によって非個人情報化で
きるとでもしない限り，匿名加工情報は存在し得
ないことになってしまうので，その事情は理解で
きる。
　しかし，これは「容易に照合することができ」
の解釈を拡大しすぎているのではないか。そもそ
も，匿名加工情報とは，その定義から，特定の個
人を識別することができないように加工したもの
であるから，元データとのデータセットによる照
合ができない性質の情報に加工することを要件と

している22）はずである23）。そうであれば，再識
別行為を禁ずるまでもなく，匿名加工情報の作成
者において，元データとの容易照合性は問題とな
らないはずだったのではないか。
　結局これは，「他の情報と容易に照合すること
ができ」をどのように解釈するかの問題である。
筆者は，データセットによる照合のように，デー
タの性質を問うものとして解釈すべきと考えるが，
改正法の立案段階では，「他の情報」へのアクセ
スが容易か，技術的に容易かといった，手段の容
易さを問うものと解釈したのではないか。手段さ
え容易であれば，データの性質がいかに照合でき
ないものにされていようとも，1つの情報でも照
合の可能性が僅かでもあれば，容易照合性が否定
されないとする考えに至ったのではないか。
　この点についても，前節までと同様，日本法が
伝統的に個人情報を提供元基準で定義してきたそ
の実質的意義に立ち戻って解釈を再確認する必要
があろう。

6　「容易に照合」と「照合」の違い
　個人情報保護法の平成 27 年改正を受け，行政
機関法が平成 28 年改正に至るが，ここで「他の
情報と容易に照合することができ」と「他の情報
と照合することができ」の違いが論点となるはず
だった。民間部門（個人情報保護法）では前者で個
人情報が定義されているのに対し，公的部門（行
政機関法及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に
関する法律）では後者で定義されているからであ
る。しかし，検討段階で総務省行政管理局の「行
政機関等が保有するパーソナルデータに関する研
究会」は，この違いが何を意味するのかを解明し

21）　個人情報保護委員会は，後に公表した同ガイドライン
に対するQ&A（平成 29 年 2 月）でもこのことに触れなかっ
たが，「個人情報保護委員会事務局レポート　匿名加工情報　
パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に
向けて」（平成 29 年 2 月）では，この点について初めて触れ，
「匿名加工情報は（略）個人情報に係る本人を識別することを
禁止する等の制度的な担保がなされていることから，作成の元
となった個人情報を通常の業務における一般的な方法で照合す
ることができる状態にある（すなわち容易照合性がある）とは
いえず，個人情報に該当しないとされるものである。」と記し
た。
22）　改正法 2条 9項の匿名加工情報の定義は，「特定の個人

を識別することができないように」の部分が，「特定の個人を
識別することができる（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ができることを含む）こ
とがないように」といったように，個人情報定義の裏返しの条
文とする案もあり得たと考えられるところ，法の条文にこのよ
うな括弧書きはないものの，これは省略されているものと解釈
することもできよう。
23）　実際，施行規則 19 条 5 号は，「個人情報に含まれる記
述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する
他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報
データベース等の性質を勘案し，その結果を踏まえて適切な措
置を講ずること」として，そのようなことを求めている。
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なかった。両者に何らかの違いがあって，民間部
門で容易照合できないことを理由に個人情報とな
らないものが，公的部門では照合により個人情報
となる場合が存在し得るということだけが確認さ
れた。
　その結果，提出された改正法案の「非識別加工
情報」（民間部門の匿名加工情報に相当するもの）の定
義は，「次の各号に掲げる個人情報（他の情報と
照合することができ，それにより特定の個人を識
別することができることとなるもの（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
人を識別することができることとなるものを除
く。）を除く。以下この項において同じ。）の区分
に応じて……」というように，二重の括弧書きで
「（……もの（……ものを除く。）を除く。）」とす
る複雑怪奇な条文となった。これの意図するとこ
ろは，非識別加工情報へと加工する元とする情報
の範囲を，民間部門における個人情報に該当する
ものに限るためであり，行政機関法における個人
情報から，容易には照合できないが照合はできる
ものを除くとしたものである。論理上，そのよう
に規定すれば少なくとも誤りはないことは確かで
あるが，どのような趣旨でその区別がつけられて
いるのかは不明なままとなった。
　行政管理局の研究会では，構成員から，「そう
すると，基本法の場合は，結局この真ん中のB
情報の部分がブラックボックスといいますか，よ
く分からない状態になるわけです。（略）結局，
行個法単体で見た場合，あるいは基本法単体で見
た場合は，それぞれ一貫性のあるシステムになっ
ているのかもしれませんが，両方を照らし合わせ
てみると，基本法の方でよく分からない領域が出
てきてしまうのではないかと思います。これはや
や気持ち悪く，後世の法律家が見たら，あのとき
の研究会は何をやっておったのかと批判するので
はないかという気もしなくもありません。もしB
情報の部分があまり現実的にないというのであれ
ば，基本法において容易照合性という要件を取っ
てしまえば，非常にクリアな議論ができたと思い
ます。この点は本研究会で言っても仕方ありませ

んが。」24）との発言があった。
　この改正法案の国会審議では，「この容易があ
ることによってどんな違いが生じるのか，できれ
ばその容易照合性に当たらないが照合性に当たる
分かりやすい具体例がありましたら，この辺も含
めまして，総務省，御答弁いただけますでしょう
か。」25）との質問があったが，政府参考人（総務省
行政管理局長）の答弁では，「例えば通常の業務で
一般的な方法でやっているような照合，これは容
易な照合というふうに当たると考えられます。た
だ，その反面，容易でない照合というのは，通常
業務でやっていない方法で，例えば日常的な照会
ではなくて特別に，逐一関係の機関，関係のとこ
ろに照会をかける，そうした上で入手できるとい
うようなものは容易でないというふうに通常解さ
れているところでございます。」と，解釈の違い
として一般論が答えられたのみで，具体例の提示
はなかった。
　この違いは，行政機関法が昭和 63 年法から平
成 15 年に全部改正される経緯から推察すること
ができる。昭和 63 年法では「容易に照合」で定
義されていたものが，全部改正時に「容易に」が
削除されたからである。
　行政管理局の「解説 行政機関等個人情報保護
法」には，「参考 5 照合の容易性を要件としない
ことについて」として，「旧法第 2条第 2号では，
「他の情報と容易に照合することができ，それに
より当該個人を識別できるものを含む」としてお
り，他の情報との照合について容易性を要件とし
ていた（基本法第 2条第 1項も同じ。）が，本法
では，行政機関における個人情報の取扱いについ
てより厳格に規律する観点から，照合の容易性を
要件としていない。」という簡単な説明しか書か
れておらず，あたかも照合の容易さの程度の違い
であるかのように読まれてしまうが，全部改正の
検討段階の「行政機関等個人情報保護法制研究
会」の報告書「行政機関等の保有する個人情報の
保護に関する法制の充実強化について」（平成 13
年）では，「現行の行政機関法では，識別容易性
を要件としているが，行政機関が保有する個人情

24）　「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究
会」第 15 回議事要旨 9頁の下井康史構成員の発言より。

25）　第 190 回国会参議院総務委員会会議録第 14 号（2016. 
5.19）
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報については，情報公開法と同様に，その識別性
の判断に特段の容易性を求めないこととする。」
と，情報公開法に合わせる趣旨であると書かれて
いる。
　このことは，この改正の法律案審議録にさらに
明確に書かれている。平成 14 年 1 月 23 日・24
日付「内閣法制局第三部長説明資料」13 頁の，
「2 改正法案の考え方（照合の容易性の要件を削
除することについて）」の節に，この改正が，保
護の対象を「個人情報ファイル」から「保有個人
情報」まで拡大することに伴う変更であること，
「情報公開法では，（略）照合容易性を要件として
いない。」として，「開示・不開示の判断に当たっ
ての両法制の運用の統一性を図る観点からは，個
人情報の範囲を同様にしておくことが望ましい」
と，その理由を説明している。
　そうすると，情報公開法ではどのような趣旨で
「容易に」のない「照合」による 1号不開示情報
の規定を設けたのか。これが解明すべき論点とな
る。

7　小　括
　以上のように，「容易に照合することができ」
の解釈は，個人情報を非個人情報化して利活用す
る上で，非個人情報化されたと言える要件として
根幹をなす概念であるにも関わらず，依然として
曖昧な部分が残されており，また，公的部門にお
ける「照合することができ」の解釈との違いも明
らかにされていない。
　これらの解釈について，筆者は，昭和 63 年法
が，「個人情報ファイル」を構成する「個人情報」
の定義として「容易に照合することができ」を用
いたこと，また，その当初案が「他のファイル又
は台帳その他のものと照合」とされていたことに
着目すれば，情報公開法で導入された「照合する
ことができ」とは質的に別々の概念（容易さの程度
ではなく）であり，この前提に基づけば全体が矛
盾なく説明される解釈を確立できると考える。こ
れについて，本稿シリーズ⑵の第Ⅳ章「個人情報
ファイル概念と容易照合性」で，詳しく論ずる。
 （続）


