第１回官民データ活用推進基本計画実行委員会
データ流通・活用ワーキンググループ
議事録

１．日

時

平成 30 年７月 31 日（火）

10：00

～

12：00

２．場

所

中央合同庁舎第４号館４階

共用第４特別会議室

３．議

事

（１）開会
（２）データ流通・活用ワーキンググループの運営について
（３）データ流通・活用に関する動向について
（４）各府省における取組状況について
（５）意見交換
（６）閉会

４. 配付資料
【資料１－１】データ流通・活用ワーキンググループの開催について
【資料１－２】データ流通・活用ワーキンググループ構成員名簿
【資料２

】データ流通・活用ワーキンググループの運営について(案)

【資料３

】データ流通・活用に関する動向

【資料４－１】「情報銀行」の社会実装に向けた取組（総務省）
【資料４－２】データポータビリティに関する調査・検討について（経 済産業省）
【資料４－３】マイナポータルを通じた特定健診データの提供等に関す る検討状況 （厚生
労働省）
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弁護士
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准教授
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三原参事官
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総合政策課
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商務情報政策局
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河野総括補佐(松田課長代理)

秋田課長

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室

【ゲスト(発表者)】
厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画

高木室長
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内閣官房

情報通信技術（IT）総合戦略室

吉田参事官

内閣官房

情報通信技術（IT）総合戦略室

高田企画官

〇吉田参事官
員会

定 刻ですので、 ただいまから 第１回「官民 データ活用 推進基本計画 実行委

データ流通・活用ワーキンググループ」を開催したいと思います。

皆様、お暑い中、また、御多忙の中、お集まりいただきましてありが とうござい ます。
本ワーキンググ ループの建付 については、 また、後ほど 御説明いた しますけれど も、事
務局を務めさせて いただきます 、内閣官房IT 総合戦略室の 吉田でござ います。山路 の後任
で20日の金曜日に着任いたしました。これから、どうぞ、よろしくお願 いいたしま す。
皆様には、御多忙の中、改めましてお集まりいただき、ありがとうご ざいます。
本日、大橋構成 員、それから 、越塚構成員 、柴崎構成員 は御欠席と の御連絡をい ただい
ております。
それから、宍戸先生、根本構成員がいらっしゃいました、よろしくお 願いいたし ます。
当会議、これまでデ ータ流通整備 検討会の下で 開催をしてお りました、AI、IOT時 代にお
けるデータ活用ワーキンググループ、これを引き継ぐ形で開催させてい ただきます 。
このワーキング グループは、 改めての第１ 回の開催とな りますけれ ども、主査と して、
引き続き安念先生の御就任をお願いいたしまして、御快諾をいただきま した。
開会に当たりま して、安念主 査より御挨拶 をいただき、 以降の議事 進行を安念主 査にお
願いしたいと思います。
主査、よろしくお願いいたします。
〇安念主査

皆さ ん、おはよう ございます。 御無沙汰して おります。 また、こうや ってお

目にかかれたのは、大変うれしく思っております。
この会議は、当 面は、世の中 でどういうこ とが起きてい るのかとい うことを、ま ずは伺
おうということで ございますが 、当会議らし く議論があら ぬ方向へと 展開していく ことを
大変楽しみにしております。
今日も、最初か ら小学校の教 室みたいにざ わついた感じ で、なかな かいい感じで 始まっ
たなと、大変喜ばしく思っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、議事 に入ります前 に、タブレッ トの操作につ いて事務局 から御説明が ありま
す。
〇髙田企画官

皆 さん、おはよ うございます 。タブレット の操作につ いて御説明申 し上げ

ます。
１番ウィンドー に個人、共有 、発表という ボタンがそれ ぞれござい ます。発表者 という
ボタンは、発表 者以外、きょう発表の ある３省庁 の方、事務 局以外は関 係ありません ので、
押さないようにしていただければと思います。
画面の上の共有 というボタン でございます が、こちらが 発表者の方 と同じ画面を ずっと
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見ていたいという 方向けのボタ ンでございま す。ですので 、基本的に は、あなた任 せとい
うことでございま したら、こちら の共有のボ タンを押して おいていただ ければと思い ます。
それで、資料の ほうを発表者 ではなくて、 自分のペース で見たい、 あるいは自分 の見た
いところを見たい という場合は 、ウィンドー の個人のボタ ンを押して いただければ 、本日
の資料について、 御自身の自由 なところをご 覧になれます ので、そち らの方をご覧 いただ
ければと思ってございます。
疑問の点などご ざいましたら 、周囲で起立 している事務 局の担当者 がございます ので、
手を挙げてお求めをいただければと思ってございます。
注意事項が１点 ございます。 左上のドアの アイコンがご ざいますが 、これは絶対 に押さ
ないように、よろし くお願いしま す。押してし まうと会議自 体が終了し てしまいます ので、
くれぐれもお願いをいただければと思ってございます。
本日は、据えつ けのマイクで はなく、ワイ ヤレスマイク を使わせて いただきます ので、
御発言の際は、挙手をお願いいただければと思います。
それでは、どうぞ、よろしくお願いいたします。
〇安念主査

ありがとうございました。それでは、議事を進めます。

議事の「（２） データ流通・ 活用ワーキン ググループの 運営につい て」、事務局 より資
料１、資料２の御説明を吉田参事官からお願いいたします。
〇吉田参事官

資 料１「データ 流通・活用ワ ーキンググル ープの開催 について」と いうも

のを、皆様の画面のところに出させていただきました。
＜資料（メイン席のみ）：IT総合戦略本部の構成(2018年6月1日時点)＞
これが、平成30 年６月１日の 官民データ活 用推進基本計 画実行委員 会会長決定と いう形
で開催決定という形にさせていただいております。
お手元に、こち らの紙がある と思いますけ れども、これ が全体の会 議のたてつけ になり
ます。一番上にIT 総合戦略本部 がございまし て、その下に 、官民デー タ活用推進戦 略会議
と、これは、内閣総理大臣を議長とする戦略会議でございます。
この下に、官民 データ活用推 進基本計画実 行委員会とい う形で、村 井先生が会長 の実行
委員会がございま して、そこに ぶら下がる形 で、これまで は、データ 流通環境整備 検討会
というところにオ ープンデータ 、それから、 データ活用の ワーキング グループがご ざいま
したけれども、これは、どちらも実行委員会の下にぶら下がるという形 になります 。
その上で、会議 自体は、従来 、昨年３月に 中間取りまと めをいただ きました構成 員をそ
のまま、今後もよ ろしくお願い いたしたいと いうことで、 有識者の先 生方、皆様、 そのま
まこのページに記載されているとおり、今後、よろしくお願いしたいと 思います。
＜資料２：データ流通・活用ワーキンググループの運営について＞
こちらが、この データ流通・ 活用ワーキン ググループの 運営につい てということ でござ
いますけれども、 １、２、３と ３つございま して、１つは 、官民デー タ活用推進基 本計画
実行委員会に対して報告をするものとする。
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会議は、原則公 開、ただし、 主査が必要と 認める場合は 、非公開と することがで きると
いうことにしてご ざいます。な お、議事要旨 を作成し、会 議終了後速 やかに公開す ること
としてございます。
会議に配付され た資料は、速 やかに公開す ることとしま す。ただ、 これについて も、公
開に支障があると 主査が認めら れる場合には 、全部または 一部を非公 開とすること ができ
るということで進めさせていただきたいと思います。
以上でございます。
〇安念主査

ありがとうございました。

ただいま事務局 から御説明の あったデータ 流通・活用ワ ーキンググ ループの運営 につい
ては、案のとおりに決定させていただいて、よろしゅうございますか。
ありがとうございます。
それでは、続 いて議事の（３）につ いて、また 、事務局か ら御説明を お願いいたし ます。
＜資料３：データ流通・活用に関する動向＞
〇吉田参事官

資 料の３が画面 に出ているこ とかと存じま す。「デー タ流通・活用 に関す

る動向」というこ とで、先ほど 来、申し上げ ております、 昨年３月の 中間取りまと め以降
の状況について、簡単に御紹介をさせていただきたく存じます。
＜資料３：７ページ＞
まず、若干復習 で、一番最後 のところに、 中間取りまと めの概要が ございまして 、デー
タ自体、ここで御 議論をいただ いた結果でご ざいますけれ ども、左側 の絵、個人情 報を含
むデータ、移 動・行 動情報ですと か、購 買履歴ですと か、ウ ェアラブル からのデータ など、
こういった個人情 報を含むデー タ。それから 、匿名加工デ ータ。それ から、一番下 のほう
ですけれども、個 人にかかわら ないデータが ある。こうい った分類を した上で、右 側のと
ころで、７つ観光 から交通分野 に至るまでユ ースケースを 想定して御 議論をいただ いたと
いうことでございました。
＜資料３：８ページ＞
その結果、ここ に中間取りま とめとして書 いてございま すけれども 、今後、事業 者、政
府の連携により、社会実装に向けて積極的な取り組み。
それから、実証 の結果等を見 ながら、実態 にあわせて分 野横断的な データ流通・ 活用を
促進するための法制度整備について検討することが必要。
ただし、一方で 、現時点では 参考となるよ うな分野横断 かつ基本的 な課題、推奨 ルール
等を提示することが有効と考えられる。
こういったもの について、国 民・消費者の 理解、信頼が 得られると いうことが期 待され
る。
このワーキング グループとし ては、マルチ ステークホル ダープロセ スによる実証 実験等
の取り組みを踏ま えつつ、現実 に即して、必 要な支援策、 制度整備や 見直しについ て検討
を継続していくことが適当である。
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こういった形で取りまとめていただいたものでございます。
＜資料３：２ページ＞
そこから現状に戻るわけでございますけれども、１ページ目のところ です。
「主な取組状況 」ということ で、昨年29年 の４月から30 年８月に至 るまで、こう いった
経済産業省、総務 省、個人情報 保護委員会、 それから、民 間団体のさ まざまな取り 組みが
なされてきたということでございます。
＜資料３：３ページ＞
特に、ピックア ップしたもの が、その次の ページからご ざいますけ れども、まず 、総務
省の「情報通信審 議会『IoT／ビ ッグデータ 時代に向けた 新たな情報通 信政策の在り 方』」
についての第四次 中間答申とい うところで、 ここでデータ 取引市場の 形成のための プレイ
ヤー、それから、 運営する側の 双方について 求められると 考えられる ルールについ て検討
していただいたと 。ここで、公 正な市場を確 保するために 、赤字でご ざいますけれ ども、
民間事業者の自主 的な取り組み により一定の 要件を満たし たものにつ いて社会的に 認知を
するための任意の 認定する制度 を設けること が望ましいと の結論を得 たということ でござ
います。
これを踏まえて 、総務省、経 済産業省で「 情報信託機能 の認定スキ ームの在り方 に関す
る検討会」という ものを開催さ れて、ここで 情報信託機能 の認定基準 、モデル約款 の記載
事項、認定団体の 認定スキーム 等を取りまと めた、認定に 係る指針Ver 1.0というも のを30
年６月に公表したものでございます。
この辺については、後ほど総務省からプレゼンテーションがあるもの でございま す。
＜資料３：４ページ＞
これも経済産業 省、総務省の 合同で開催さ れました「デ ータ流通促 進WG」という ところ
で、ここは、事業 者からのデー タ流通・管理 ・活用に関す る相談ユー スケース別で 受け付
けて、それで検討 事例集という ものの改訂版 を30年８月に 公表予定と いうことで聞 いてお
ります。
その下のところ でございます けれども、契 約関係です。 データの利 用権限に関す る契約
ガイドラインというものを29年５月に公表しました。
特に利活用のニ ーズの高いカ メラ画像に関 して、リピー ターの動き などを把握す るため
のリピート分析に 関するユース ケースを反映 した改訂版と いうものを カメラ画像の 利活用
のガイドブックでございますけれども、これを30年３月に公表。
あとは、赤字の ところです。 データ流通プ ラットフォー ム間の相互 連携を実現す るため
に最低限共通化す ることが必要 な事項という ものを整理し て、プラッ トフォーム間 の連携
を実現するための基本的事項として、29年４月に公表しております。
これも、今のも のを踏まえて ですけれども 、経産省の「 AI・データ 契約ガイドラ イン検
討会 」と いう とこ ろで 、 今、 申し 上げ たデ ータ の 利用 権限 に関 する 契約 ガ イド ライ ンの
Ver1.0について、 さらにこれを アップデート して、AIに関 する権利関 係、責任関係 などを
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示したAI編を追加した改訂版を６月に公表したということでございます 。
一番下の「デー タポータビリ ティに関する 検討会」とい うところで 、これは、デ ータポ
ータビリティのあ り方について 、調査・検討 を行ったとい うことで、 今後、８月に 公表予
定ということでご ざいますけれ ども、こ れから、きょうの会議 において 、経済産業省 から、
この点についてプレゼンテーションがあります。
＜資料３：５ページ＞
次のページは、その他の動きでございますけれども、改正個人情報保 護法の施行 。
２つ目、個人デ ータの越境移 転について、 これは、EU、 APECでの取 り組みの推進 、特に
日EUでの相互の円 滑な個人デー タの移転を図 るための枠組 みについて 、７月に日EU 当局間
で双方の個人デー タ保護の制度 が同等である と、同等性の 認定という ことで一致し たとい
うことでございます。
現在、平成30年 度秋までに運 用可能となる ために必要な 国内手続を 完了すべく作 業を行
っているところと聞いています。
そのほか、一 番下でござ いますけれど も、次世 代医療基盤法 の公布・施行というこ とで、
これは、病歴等を 含む要配慮個 人情報につい てでございま すけれども 、匿名加工さ れた医
療情報を安心して 円滑に利活用 することが可 能な仕組みと いうことで 、これが５月 に施行
されています。
以上が制度面の 動きでござい ますけれども 、あとは企業 の側の動き として、これ は、新
聞記事の見出しベ ースでござい ますけれども 、三菱UFJ信 託銀行様の取 り組み、それ から、
住友生命様の取り組みといったものが話題になってございます。
一番下のところ で、データ流 通推進協議会 の設立という ことで、こ れは、29年の1 1月で
すけれども、内閣 官房、それか ら、総務省、 経産省の検討 を踏まえた 民間企業側の 取り組
みとして、この協議会が設立されたということでございます。
＜資料３：８ページ＞
最後、戻りまし て、冒頭、振 り返っていた だきました中 間取りまと めでございま すけれ
ども、このワーキ ンググループ におきまして 、これまでも 個人情報を 含むデータを 中心に
検討をいただいて きたものでご ざいますけれ ども、この３ つのデータの 分類がござい ます。
こういったもの をできる限り 広めにワーキ ンググループ の中で御検 討をいただき たいと
考えています。
以上でございます。
〇安念主査

ありがとうございました。

議事の（４）で 、各省からプ レゼンをいた だくのですが 、その御説 明をいただい た後に
意見交換を行いたいと思います。
できるだけ質疑 の時間を多く 確保したいと 思いますので 、各府省さ んからの御説 明は、
できるだけ簡潔にお願いできれば幸いでございます。
それでは、まず、総務省さんから資料４－１に基づいて御説明をお願 いいたしま す。
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〇飯倉調査官

総務省の飯倉です。きょうは、よろしくお願いします。

＜資料４－１＞
この検討会の前 身の検討会に 基づきまして 、情報銀行に 係る検討を 継続して行っ てきた
ということで、それについてお話をさせていただきます。
＜資料４－１：１ページ＞
まず、初めです が、官民デー タ活用基本法 で、個人の関 与のもとで の適正なパー ソナル
データの流通とい うことを検討 するというこ とになってお りました。 それに基づい て、当
検討会の前身にお きまして、中 間取りまとめ で、個人の関 与のもとで の流通を進め る仕組
みとして情報銀行等が有効だという提言を行っております。
それに引き継い で、情報通信審 議会のほう で、そういうも のを世の中 に浸透させる には、
認定のような仕組 みがいいだろ うという話に なりました。 ただ、まだ 世の中にない 仕組み
なので、国が認定 をするという ことではなく て、民間の団 体が認定を するという前 提で話
が進みました。
＜資料４－１：２ページ＞
続きまして「『 情報銀行』と は」というと ころですけれ ども、今回 のコンセプト といた
しましては、PDSにして も、情報銀行にし てもそうです が、もともと我 々は自分の個 人情報
の第三者提供とい うものについ て、法律に基 づいてきちん と同意して いるのだと思 うので
すけれども、その 同意の意識が 希薄であると いうところか ら、個人が そういうふう に同意
をした覚えがない 。そうすると 、そういう情 報に基づいて 、企業のほ うも第三者提 供を簡
単にすると、レピ ュテーション リスクもある 。そうすると 、パーソナ ルデータの利 活用も
進まないというこ とで、個人の 関与というも のがどういう ふうにして 、こういう新 しいサ
ービスの中で実装するというか、その辺が焦点になったのかなと思いま す。
特に、PDSと違って情 報銀行の場合 は、この定義のと ころにあり ますが、個人の指 示また
はあらかじめ指定 した条件に基 づいて個人に かわって妥当 性を判断の 上、第三者提 供をす
るとあります。で すので、個々 に個人が同意 をするのでは なくて、あ る程度情報銀 行に、
こういう感じで個 人情報を扱っ てくださいと いうものを委 任するとい うか、お任せ する、
そういった事業で すので、この 個人の関与と いうものをど ういうふう に実装してい くかと
いうところが一番大きな議論になったと思います。
＜資料４－１：３ページ＞
続きまして、今 回、経産省さ んと一緒にな って情報信託 機能の検討 会を、昨年の1 1月か
ら検討をしてきた のですが、取 りまとめたも のの成果物と しては、情 報信託機能の 認定に
係る指針のVer1.0というものになります。
こちらをVer1.0 とした心は、正 直100％のも のができ上が ったという ことでもあり ません
し、まだまだ議論の余地があるところであります。
特に、下のほう でも書いてい ますが、今回 、要配慮個人 情報につい ては、認定の 対象か
ら除いておりまし て、今後、継 続をして要配 慮個人情報、 どういうも のであったら 対象に
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していいのかということを引き続き議論していきたいと思っております 。
今回、基本的な 考え方といた しましては、 消費者が安心 してサービ スを利用する ための
判断基準を示すも のと考えてお ります。です ので、企業が データの正 確性など、Bto Bの関
連で認定基準を考えたというものではないということです。
それで、先ほど 話した個人の 関与という話 をしましたの で、今回の 主眼は、消費 者個人
を起点としたデー タの流通、つ まり、コント ロールできる 機能をどう 充実させてい くか、
もしくは消費者からの信頼性確保、そういった点に主眼を置いておりま す。
認定基準、そし て、モデル約 款の記載事項 、認定スキー ム、こうい った３つが指 針の中
身ということになっています。
認定の基準です けれども、経 営面ですとか 、セキュリテ ィー、ガバ ナンス、後で 説明し
ますが、コント ロールでき る機能、損 害賠償責任 、こういっ たところか らなっており ます。
モデル約款とし ましては、大 体認定基準の 中身とかぶる のですけれ ども、業務範 囲、情
報銀行が担う義務 、事業終了時 の扱い、こう いったところ を整理して 、個人情報保 護法上
も有効な同意になるように、現在、若干の調整をしております。
認定スキーム、こちらも後で御説明をさせていただきます。
今後のスケジュ ールですけれ ども、この指 針の公表を受 けまして、 民間団体さん が認定
をしていただける ような話も進 んでおりまし て、秋ごろに は認定の作 業が開始され るかな
と期待をしています。
今後継続して、 要配慮個人情 報の扱いなど についても検 討していき たいと思って いまし
て、これにつきま しては、秋以 降、また、総 務省と経産省 さんにおい て、特に重点 的に検
討をしていくということになるかと思っております。
検討会のメンバ ーですけれど も、本日もお 越しいただい ております 、宍戸先生に 座長を
していただきまし た。そういう 意味では、宍 戸先生と、こ こにもいら っしゃいます 、森先
生、非常に、この お二人のおか げで何とかま とまったかな と心から思 っておりまし て、こ
の場をかりて感謝を申し上げます。
＜資料４－１：５ページ＞
あと、幾つか認 定基準のほう を紹介したい と思っており ますが、ま ず「利用者が コント
ロールできる機能 」といたしま して、まず、 情報銀行のほ うから、操 作が容易なユ ーザー
インターフェース を提供します と、このユー ザーインター フェースに 基づきまして 、情報
銀行が提供先です とか、利用目 的、データ項 目、こういっ たものの選 択肢を用意し て、そ
れに基づいて消費 者個人が選択 をする、そう いう行為をし っかり持と ういうことで ありま
す。
その同じUIを用 いて、第三者 提供の履歴の 閲覧ですとか 、第三者提 供の停止、そ して、
個人情報保護法の 開示請求に基 づく開示、こ ういったもの をしっかり やっていく機 能を持
たせるというふうな整理をしております。
ただ、最後のと ころにつきま しては、EUの GDPRにあるよ うなデータ ポータビリテ ィのよ
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うなものを入れる べきという意 見もありまし たが、そうは せずに、現 行の個人情報 保護法
の開示請求に電子的に答えるというのを義務としております。
＜資料４－１：６ページ＞
信頼性の確保と いう点からも 幾つか紹介を させていただ きますが、 まず、１つ目 が、デ
ータ倫理審査会であります。
データのチェッ クに関して、 当然ながら個 人情報の利用 目的という のは明示する ことに
なっているのです けれども、何 に使われるか というのは、 なかなか気 持ち悪いと思 われる
ことがあるかと思います。
そういったとこ ろの個々の情 報銀行の企業 内において、 データの利 用の仕方をチ ェック
するような審査会 を設けて、そ こにいろんな 方々、第三者 の方々に入 ってもらって 、定期
的にチェックをす る。こういった 仕組みをし っかり持とう ということを 議論しており ます。
あと、データ提 供の制限とい うことで、先 ほどお話しし ました、同 意の撤回のこ とに加
えて、今回の第三者提供に関しては、再提供を禁止するという整理にし ております 。
＜資料４－１：７ページ＞
もう一つ、消費者 からの信頼性 確保の取り 組みで、損害賠 償請求のと ころですけれ ども、
下の絵にあります が、個人、情 報銀行、第三 者提供先とあ りますけれ ども、個人か らする
と、なかなか提供 先第三者とい うのは契約も ありませんの で遠いので す。ただ、往 々にし
て個人情報が何か あるというの は、提供先の 第三者におい て発生する わけですが、 ここに
契約関係はありま せんので、情 報銀行のほう で一義的な説 明責任も損 害賠償の責任 も一義
的に負うということを義務としております。
＜資料４－１：８ページ＞
セキュリティー に関しまして は、基本原則 として情報セ キュリティ ー及びプライ バシー
に関する十分な体制の確保というものをうたいます。
遵守基準といた しまして、プ ライバシーマ ークまたはIS MS認証の取 得をしている ことと
いうことをしております。
幾つか書いてお りますが、具 体的には、下 に書いてあり ます具体的 な基準として 、左が
マネージメントの 基準、右側が 実施基準、こ ういったもの を守ってく ださいという ことを
認定の基準にしております。
＜資料４－１：９ページ＞
運用スキームの ほうにつきま しても、いろ いろ書いてい ますけれど も、審査の方 法です
とか、認定証、認 定内容違反へ の対応、こう いったことを 認定団体さ んが認定スキ ームを
回すときには守ってくださいということを書いております。
＜資料４－１：10ページ＞
認定の対象です が、今回、認 定はあくまで 任意のもので ありますの で、認定を受 けるこ
とが事業のために必須というわけではございません。
あと、認定の対 象ですけれど も、①、②と 書いています けれども、 もともと情報 銀行の
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定義からいいます と、①の本人 にかわって第 三者提供の妥 当性を判断 するサービス 、これ
が基本と思ったの ですが、議論 の過程で、② にある本人が 個別に第三 者提供するの だけれ
ども、その中でも 、※の②のと ころ、こうい うサービスの うち、提供 事業者が情報 の提供
先を選定して個人 に提案する場 合など、提供 事業者が比較 的大きな役 割を果たすも の、こ
ういったものは認 定の対象にし ていいのでは ないかという 議論があり まして、こう いった
ものは認定の対象 にするという ことで、（１ ）の赤の実線 のところま でを認定の対 象とし
ております。
実際、企業の話 を聞いてみる と、こういう ふうなサービ スからスタ ートして、徐 々に本
人にかわって第三 者提供の妥当 性を判断する ようなサービ スに膨らま せていくよう な事業
形態を考えている 人がいるので 、こういった ことは、なか なか妥当な 判断であった かなと
思います。
あと、データの 種類ですとか 、データの収 集方法、こう いったとこ ろを整理して おりま
す。
＜資料４－１：11ページ＞
そして、情報信託機 能を使った実 証につきまし ても、今年度3.3 億、総務省のほう で予算
を手当していまし て、これを公 募したところ 、今年度、14 件ほど手が 挙がりまして 、その
中で５件採択して おります。こ れについても 、認定作業を 介すれば、 ほかにも、も ちろん
認定を取りたいと いう事業者さ んはいらっし ゃるのですけ れども、認 定を取ってい ただく
ような会社の候補になるかなと思っております。
以上であります。
〇安念主査

ありがとうございました。

それでは、続いて経産省さんから資料４－２に基づいて御説明をお願 いいたしま す。
＜資料４－２＞
〇松田課長（代理 ）

経済産業 省情報経済課 の課長補佐の 河野と申し ます。座席表 には、

課長の松田の名前 がございます けれども 、済みません 、急遽 、別件が入 ってしまいま して、
私が代理で発表させていただきます。
経済産業省とし ては、先ほど 、IT室からの 発表でご紹介 いただきま したとおり、 これま
で、例えば、生産 性向上特別措 置法やAI・デ ータの利用に 関する契約 ガイドライン など、
主に産業データを 中心とした事 業者間のデー タ共有・利活 用を推進す るための法律 、ガイ
ドライン、税制、 補正予算等の 各種支援を講 じているとこ ろでござい ますけれども 、個人
データに関しても、いろいろと総務省などと連携して施策を講じてきて おります。
その中のデータ ・ポータビリ ティに関して は、特に契約 ガイドライ ンみたいに、 こうい
う施策をやりまし たということ ではまだなく 、あくまで調 査をしまし たということ が中心
になっているので すけれども、 昨年度、委託 事業としてや りましたの で、簡単に御 報告さ
せていただきます。
＜資料４－２：２ページ＞
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大きく３つのことをやりました。
１つ目が、海外動向の調査です。
２つ目が、国内の一般消費者約4,000人へのアンケートを行いました 。
３つ目が、国 内の主な分野 、特に、金融、ヘル スケア、電 力の３つを 取り上げまし たが、
この分野のデータ ポータビリテ ィのフィージ ビリティース タディーと いいますでし ょうか、
情報の電子化の状況などを調べました。その３点を調査しました。
特に、本人が関 与した形で、 うまく個人デ ータを安心で きる形で活 用する、そう いう基
盤としてのデータポータビリティの基礎調査を実施したものです。
構成員として、 今日、御参加 いただいてお ります、橋田 先生、森先 生、林先生に も大変
お世話になりました。ありがとうございました。
＜資料４－２：３ページ＞
１つ目の海外動 向の調査から ですけれども 、委員の皆様 のほうが御 案内かもしれ ません
が、特にEUのGD PR、英国 のMidata 、米国のMy Dataイ ニシアチブ― こちらも金融 、医療 、電
力あたりが具体的 な分野として 例示されてお りますけれど も―それか ら日本です。 この４
つを特に取り上げて、ざっとデータポータビリティの状況を整理いたし ました。
＜資料４－２：４ページ＞
次のページ以降 、簡単に、そ れぞれの国に ついて説明を 書いており ますけれども 、GDPR
は今年の５月25日 に施行されて おりますが、 皆様、既に御 案内のとお り、データポ ータビ
リティ権が20条の中に記載されてございます。
＜資料４－２：５ページ＞
GDPRのデータポ ータビリティ 権は、20条で 、機械可読性 のある形で 取り戻すとい う権利
と、ある管理者か ら別の管理者 に直接的に移 行させる権利 という２つ が規定されて ござい
ます。
それと並行して1 7条に忘れら れる権利とい うことで、特 別な事情の 中で削除を請 求する
権利ということが認められているところでございます。
欧州委員会のQ＆ Aによると、 当然、プライ バシー権とい う基本的権 利、これを強 化する
という意義に加え て、２つ目と して、デジタ ル・ジャイア ンツ―恐ら くGAFAなどを 念頭に
置いているかと想 像しますが― に支配された データ市場、 これをどう するかという ことも
問題意識として書かれているということでございます。
一番下に個人の 負担する費用 は、無償と書 いております 。たしか、 １カ月以内に という
規定もガイドライ ンにあったと 思いますけれ ども、データ を持ってい る主体にとっ ては、
多少の負担がある ことになって しまうのかな と思われます けれども、 いずれにせよ 、個人
は、無償でデータを請求できるということが書かれてございます。
＜資料４－２：６ページ＞
英国ですけれど も、Midataと いうことでし て、2011年か ら一応コン セプトとして は立ち
上がってございます。
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特に、エネルギ ー、銀行、携 帯電話、それ から、クレジ ット、この ４つの分野が 対象と
なってございます。仕組みは、この絵に描いてあるとおりです。
＜資料４－２：７ページ＞
ここは細かいので割愛します。
＜資料４－２：８ページ＞
次は、米国です けれども、ス マート・ディ スクロージャ ー、My Data eイニシアチ ブとい
うことですけれど も、左上に背 景として「情 報過多のため 」とありま す。余りに情 報が一
般人からすると多 過ぎる状況の 中で、どうや ってわかりや すく一般消 費者に情報提 供をす
るのかということが、問題意識の１つとして掲げられております。
こちらも、イ ギリスのMidat aと同じく 、2011年７月 に、スマー ト・ディスクロージャ ー・
タスクフォースを 設立いたしま して、その後 、大統領府を 中心とした 議論が進んで きてお
りました。
左下に「My Dataイ ニシアチブ 」の概要と いうことで 、オバマ政 権では、特に医療 、電気
利用、国税、それ から、学生個 人のデータに ついて。ブル ーボタン、 グリーンボタ ンなど
の名称で仕組みを構築してきております。
ちなみに、トラ ンプ政権下で は、特段の言 及は見られな いというふ うに右側に赤 字で書
いてございます。今後、どうなるかというのは、要注視かなと考えてご ざいます。
＜資料４－２：９ページ＞
仕組みを簡単に 図示している のが、次の９ ページ目でご ざいます。 これは、特に 医療の
例を掲げてブルーボタンの概要を示しております。
右に10個ぐらい ダウンロード できるデータ 項目というこ とで列挙し ておりますけ れども、
氏名、住所、連絡 先に加えて、 いわゆる周辺 の薬局とか医 療機関、研 究所などで共 有され
ると恐らくメリッ トになるであ ろう、医療機 関、健康保険 、調剤デー タ、医療処置 の履歴
とか、そういったことがダウンロードできるものとされております。
＜資料４－２：10ページ＞
米国のHITECH法 のインセンテ ィブ／ディス インセンティ ブの例を書 いてございま す。い
ろいろ書いてござ いますけれど も、要するに 、右の半分に あるとおり 、医療機関に 対する
ディスイ ンセ ンティ ブを与 えてEHR の仕 組みを 病院に 普及す ること を促 進した という こと
が、アメリカがあ る種トップダ ウンでやって きたことでご ざいます。 ペナルティー として
診療報酬を削減す るという仕組 みを導入する ことで、左下 に15％上昇 という数字も ござい
ますが、割と高いEHRの導入が進んできたという調査をさせていただき ました。
＜資料４－２：11ページ＞
以上が、英国、米国、EUを中心とした海外動向の調査という１つ目の 柱です。
２つ目が、日本でア ンケートを一 般消費者、一般ユ ーザー向けに 行いました。4,00 0人程
度の回答を得たわ けですけれど も、特に金融 、ヘルスケア 、電力分野 におけるデー タポー
タビリティの必要性に関してアンケートをとりました。
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ここに書いてあ りますとおり 、その結果を 簡単に申し上 げれば、ヘ ルスケア分野 に関し
ては、特に７割を 超える回答者 がデータポー タビリティが あるといい のではないで しょう
かということを答えてくださいました。
その他、購入履 歴とか、銀行 クレジットカ ードの利用履 歴といった ものも過半数 以上の
人が、データポータビリティがあるといいのではないかという回答をし ております 。
＜資料４－２：12ページ＞
どういうサービ スが提供され るかというこ ととセットで データポー タビリティを 考えて
いく必要がありますけれども、12ページ目に簡単にサービスの中身を整 理しており ます。
一番高かったの は、やはり、 旅先の通院時 に自分のヘル スケア情報 が現地の医療 機関に
提供されるという ものです。真 ん中に63.6と いう数字と12 .3という数 字があります けれど
も、あわせると80 ％近くの一般 ユーザーが利 用したいと考 えています 。特に12.3％ は、有
料でもいいので、 そういうパー ソナルデータ 活用サービス を使ってみ たいという結 果が得
られました。
特に真ん中の３ つ、セカンド オピニオンと か、健康情報 の共有サー ビスも含め、 ヘルス
ケア関係のサービ スは、有料で も利用したい という回答が 比較的多か ったかなと思 ってい
ます。
その他、例えば 、電力使用情 報の活用につ いても、それ でうまく不 在通知とか、 あるい
はより効率的な電 力省エネサー ビスでありま すとか、そう いったもの に使うことを 意図し
たサービスについ て、５割近い 方々が使って みたいという 意向があり ましたし、一 番左か
ら３番目の購入履 歴をもとにし たポイントク ーポンといっ たサービス も、一般の方 からす
ると、割と関心が高いという結果が得られました。
＜資料４－２：13ページ＞
次が少し細かく 書いておりま すけれども、 こちらもサー ビス別の利 用したい、利 用して
みたくないという 一般ユーザー の意向を整理 してございま す。ざっと 見て思うのは 、金融
系で、家計簿アプ リ、家計アド バイスや、ク レジットカー ド情報の賃 貸住宅会社へ の提供
サービスみたいな 与信管理みた いなものにつ いて、それに 対する便利 だなという意 向が割
と高くあったかと思ってございます。
下の３つぐらい、消費電力など 電力使用情 報をもとに家 電量販店に情 報提供をする とか、
あるいは宅配会社 に提供して、 その人が家に いるのか、い ないのかと いった情報を 提供す
るサービスといっ たことも、「 どちらかとい えば利用した い」という 人も含めれば 、過半
数を超えています。
以上のとおり、 アンケート結 果について簡 単に御説明い たしました けれども、魅 力的な
サービスとセット であれば、場 合によっては 有料でも使っ てもいい、 使ってみたい という
回答が、特に ヘルスケア 、金融 、電力の 分野では 、割とあっ たのかなと 考えてござい ます。
＜資料４－２：14ページ＞
最後、３本目の 柱としての日 本の国内のポ ータビリティ のフィージ ビリティース タディ
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ーと言うのでしょ うか、特に電 力と金融とヘ ルスケア、医 療分野につ いて、情報の 電子化
状況をざっと調べ てみました。 １つ目の電力 分野に関して は、左側が 開示のための 基盤的
な情報化の整備が できているか どうか、右側 が移転に向け た基盤の整 備ができてい るかど
うかということな のですけれど も、これまで、例えば、ス マートメータ ーのAPIの標 準仕様
書というものも作 成してきてお りますし、情 報が電子化さ れていると か、それから 、周り
のデータとちゃん と標準化され ている、家電 同士でデータ がばらばら になっていな いとい
ったことも、一部 整理をされて いるところで ありますけれ ども、右側 の移転、要は 別のと
ころにデータを移 転するという ことに関して は、当然、そ のような仕 組みにまだな ってい
ないので、未対応であるという整理をしております。
下のほうに、課 題として、今 後データの移 転の仕組み整 備が進むた めには、ある 意味わ
かりやすい形で、 サービスがち ゃんとあるの だということ を見据えた 上での制度改 正等が
課題になってくるのではないかと考えてございます。
＜資料４－２：15ページ＞
２つ目が金融です。
こちらは、銀行法の改 正などに基づ きまして 、APIの開放 などの努力 義務がかかっ ている
ところであります。
したがいまして 、データの開 示の部分に関 しては、一部 検討中も含 めまして割と 対応が
進んできているのかなと考えてございます。
今後、右側の移 転というとこ ろまで進んで いくためには 、下に書い てありますと おり、
新しい金融サービ スとかがどれ だけ出てくる のかというと ころとのセ ットで議論が 進んで
いくべきではないかと思っております。
また、一番下に ③と「中間事 業者」という 言葉を書いて ございます けれども、そ れがど
ういった機能を果 たすべきなの か、どういう 流通のルール が必要なの かといったこ ともあ
わせて議論することが必要ではないかと、そういう御議論をいただきま した。
＜資料４－２：16ページ＞
最後３つ目が医 療分野ですけ れども、こちらも特に 開示に向けて は、これ まで※１ 、２、
３、４あたりで書 いております とおり、電子 化、データ開 放まで含め て順次進んで きては
いるようでござい まして 、移転につい ても、一番下に紹介 状やEHRで一 部実現と書い てござ
いますけれども、既 に250ほどの 地域の医療ネ ットワークと いうものが 存在しており まして、
そこで一部地域の 診療機関など でのデータの 共有というの でしょうか 、そのあたり の移転
が進んできていると、我々は調査をしております。
今後の可能性と 課題を下に書 いてございま すけれども、 これまでの ２つとほぼ同 様です
けれども、どうい うサービスが 出てくるのか ということと のセットで 、どういう種 類の情
報が共有されるべ きなのか、誰 と共有される べきなのかと いった仕組 みが、うまく 国の支
援とも一緒になって進んでいくということが必要なのかなと考えてござ います。
以上が海外動向 、国内の一般 ユーザーの調 査、それから 、国内の主 要分野のデー タ開示
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移転の状況という３つの調査事項を簡単に御紹介させていただきました 。
＜資料４－２：17ページ＞
その中で、最後 、この検討会 の中で出てき た論点として 、17、18ペ ージで少し簡 単に整
理をさせていただいております。
やはり、結論は 必ずしもない のですけれど も、横断的な 論点として は、例えば、 個人の
コントロール権― これはGDPR的 なものだと思 いますが―を どの程度認 めるべきかど うか、
それに向けた競争 環境の整備、 それから、イ ノベーション 創出、この あたりの両立 をどう
やって図っていく かという論点 が出てきまし たし、規制的 なアプロー チがいいのか 、それ
も共同規制なのか、直接的規制なのかみたいな議論も出てきました。
分野別な論点と して、例えば 、金融に関し ては、やはり コストの問 題、これをど うやっ
て解消していくべ きかどうか、 そもそもそれ がデータ流通 促進の阻害 となっている のかど
うかみたいなとこ ろも、これから のAPIによる データ開放の 状況を見て いきながら分 析をし
ていく必要があるのだろうと考えております。
＜資料４－２：18ページ＞
最後のページ、 医療に関して は、割とデー タの電子化が 進んできて いるのではな いかと
いう議論がある中 で、あとは、 どういうイン センティブを この仕組み の中で実現し ていく
のか、アメリカの ようなディス インセンティ ブとの組み合 わせ、こち らも場合によ っては
必要になるかもしれないのではないかといった議論がございました。
最後、中間業者 の機能、それ から、消費者 ・事業者のメ リットなど に関しても、 いろい
ろな論点、議論を いただきまし たけれども、 結局は、どれ ほどのサー ビスが出てく るのか
と、ユースケース として何が出 てきそうなの かといったこ ととの裏腹 で制度整備を 考えて
いくべきではないかと考えてございます。
＜資料４－２：19ページ以降＞
その他、冒頭申 し上げました 産業データの 活用、共有み たいなとこ ろも含めると 、幾つ
もの取組みを経産 省としてさせ ていただいて おりますけれ ども、以降 の資料は参考 資料と
して、とりあえず、プレゼンテーションは、ここで終わらせていただき ます。
ありがとうございました。
〇安念主査

どうもありがとうございました。

それでは、続いて、厚労省さんから資料４－３に基づいて御説明をお 願いいたし ます。
〇高木室長

厚生労働省保険局保険データ企画室長の高木です。

初めに、保険デ ータ企画室は 、本日、発足 しております 。厚生労働 省組織規則を 改正し
て、訓令室から省 令室に引き上 げまして、私 は昨日まで医 療費適正化 対策室長でデ ータヘ
ルス関係もやって おりましたが 、今日から保 険データ企画 室長となっ ています。202 0年度
にマイナンバーカ ードを用いて 医療機関で資 格確認ができ るようにす る、これが私 のミッ
ションです。
＜資料４－３：１ページ＞
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未来投資戦略で は、被保険者 番号の個人単 位化、マイナ ンバーのイ ンフラを活用 して資
格履歴を一元的に 管理して、か つ、マイナン バーカードを 健康保険証 として使える ように
することが決まっております。
PHRの関係は、ま ずは、2020年 度のデータ から特定健診 データの提供 開始を目指し ます。
もう一つは、薬剤 情報と医療費 通知のデータ です。今は世 帯単位です が、個人単位 の被保
険者番号でレセプ ト請求するの が2021年４月 診療分から予 定しており まして、これ をマイ
ナポータル等でも 本人が確認で きるようにす る仕組みを考 えておりま すので、平成3 3年度
以降としています。
骨太の方針でも 同じことが言 われています 。レセプト情 報を活用して 、本人同意の もと、
医師、薬剤師が投 薬歴等を閲覧 できる仕組み を構築する、 さらに被保 険者番号の個 人単位
化とオンライン資格確認の導入が閣議決定されています。
＜資料４－３：２ページ＞
被保険者番号の 個人単位化は 、今の世帯単 位の番号は残 しつつ、こ れに２桁の番 号を追
加することで考え ております。 高額療養費に ついて世帯単 位に合算す る仕組みがご ざいま
すので、世帯単位の番号も残すことで円滑に移行することも可能になり ます。
後期高齢者医療制度は、既に個人単位ですので、変えません。
協会けんぽにつ いても、２桁 の番号を内部 管理番号でも っておりま すので、これ を活用
して、できる限り システム改修 コストも小さ くできるよう 、効率的に 仕組みを構築 したい
と考えております。
＜資料４－３：３ページ＞
３ページ目の仕 組みは、オン ライン資格確 認です。医療 機関がオン ラインで支払 基金・
国保中央会に資格情報を照会すると確認できるというものです。
資格確認をしな い医療機関に つきましても 、資格過誤の 主な原因は 、タイムラグ による
ものが大きいため 、個人単位の 被保険者番号 でレセプト請 求すること で、支払基金 ・国保
中央会で正しい資 格履歴を把握 することによ り、正しい保 険者にレセ プトを請求す る、今
は保険者にレセプ ト請求した後 、資格過誤の 場合は、レセ プトが返戻 で医療機関に 戻って
くる仕組みですが、支払基金・国 保中央会で資 格確認して正 しい保険者 に請求するこ とで、
こうした今、生じているような過誤請求等の事務も大幅に削減できると 考えており ます。
＜資料４－３：４ページ＞
あわせて今回の システム構築 に当たっては 、医療費情報 と特定健診 データについ ても、
個人単位の被保険者番号と一対一で管理する仕組みを構築したいと考え ております 。
医療費データと 薬剤情報は、 レセプトデー タから取得し ます。今は 、保険者がレ セプト
データを匿名化し てNDBに搭載し ていますが、そ の前の段階で、一 定期間、保険者の 委託を
受けて、クラウド を活用して管 理し、マイナ ポータル等で 見られるよ うにする仕組 みを考
えております。
特定健診データ についても、 今は、保険者 から支払基金 ・国保中央 会を通じて、 国に匿
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名化して登録して いますが、こ れを５年分、 匿名化して登 録する前の データについ て、保
険者の委託を受け て、保険者間で 連携して活 用できるよう にする仕組み を考えており ます。
＜資料４－３：５ページ＞
国に匿名化して 登録する前に 、一定期間、 支払基金のオ ンライン資 格確認等シス テムに
おいて特定健診デ ータを管理す る。マイナポ ータルだけで はなくて、 保険者が契約 してい
るPHR事業者があれば、そちらにも提供できるような仕組みを考えてお ります。
＜資料４－３：６ページ＞
特定健診データ については、 本人がマイナ ポータルで見 ることがで きるだけでは なく、
医療機関でも見られるような形を考えております。
＜資料４－３：７ページ＞
具体的には、医 療費、薬剤情 報については 、レセプト情 報から取得 してマイナポ ータル
で閲覧する仕組みですが、保険者が契約するところにも提供します。
＜資料４－３：９ページ＞
さらに、医療機 関に対しても 、薬剤情報に 加えて、特定 健診データ を提供できる ように
する仕組みを考えております。
提供の考え方は 、本人が保険 者に対して自 分の薬剤情報 または特定 健診データを 照会す
る。これを医療機 関、薬局が本 人に代わって 照会すること について、 本人同意をと った上
で、支払基金・国保中央会が保険者の委託を受けて、そのデータを提供 する仕組み です。
システム改修の スケジュール ですが、今回 の仕組みは、 中間サーバ ーのクラウド への移
行とあわせてやる ことにしてい ます。このク ラウド移行の 調査研究を ９月末または1 0月目
途に中間報告をま とめる予定で す。あわせて 支払基金・国 保中央会で 、10月以降、 本格的
にシステム開発の調達作業を進めてまいります。
実際に中間サー バーのクラウ ド移行とオン ライン資格確 認のシステ ム改修に着手 するの
は、来年５月目途 と想定してい ますが、中間 サーバーのク ラウド移行 は、来年内に 設計・
開発・運用テスト まで終えるこ とを目指す。 その上で、中 間サーバー のデータ移行 を2020
年度に行いつつ、 あわせて個人 単位の資格番 号を2020年度 から順次、 保険者でも用 意いた
だき、それをオン ライン資格確 認システムに 搭載して、実 際に動き始 めるのは、オ ンライ
ン資格確認は、2020年12月または2020年１月頃を目指しております。
被保険者番号を 個人単位化し てレセプト請 求するのは、 現時点では 、2021年４月 以降の
想定ということで、関係者と調整しているところです。
以上がオンライン資格確認の仕組みです。
オンライン資格 確認でかかる コストは、ま だ見積もりで すけれども 、年間約20億 程度と
見込まれますが、 今、中間サー バーのシステ ム関係の運営 経費で60億 程度を保険者 に負担
いただいています が、クラウド 化によって、 今の経費を半 分程度にま で下げたいと 考えて
おり、その範囲内 で、オンライ ン資格確認の 仕組みを構築 することで 、何とか保険 者の理
解をいただきながら進めていくということについて、関係者と調整して いるところ です。
18

〇安念主査

どうもありがとうございました。

それでは、今、 いただきまし た御説明に対 して、皆さん から御質問 、御意見等、 どれに
対してでも結構でございますので、いただきたいと存じます。どうぞ、 どなたから でも。
どうぞ。
〇新保構成員

慶應義塾大学の新保と申します。

内容については 、本日は、か なり個別のケ ースについて 御紹介をい ただきました けれど
も、会議全体についての意見ということもよろしいでしょうか。
〇安念主査

どうぞ。

〇新保構成員

で は、会議全体 について、本 日は第１回と いうことで すので、私か らの問

題意識と、それか ら、問題提起 を制度的な面 と人的な面に 分けてお話 をさせていた だきた
いと思います。
まず、制度的な 面については ３つございま す。１つは、 官民データ 活用というこ とにつ
いて、官民で すので 、文字どおり 、その 官には国の行 政機関だけ ではなく 、地方公共 団体、
独立行政法人等、 官民データ活 用基本法は、 その他の事業 者も含まれ るということ になっ
ておりますけれど も、この点に ついて、制度 的な面を３つ 、官民デー タ活用におけ る問題
として、特に地方公共団体におけるデータ活用の問題。
２点目が、個人 情報ではない 情報の利活用 について、行 政機関と民 間部門におけ る取り
組みの整合性をどのように確保するのかというのが２点目の問題。
３つ目は、デー タ利活用を行 政主導の発案 によって行う ことの限界 。せっかく細 かく御
紹介をいただきな がら、限界と いうお話をす ると別に消極 的な問題で はなく、積極 的に今
後どう進めるべきかというところでの限界の問題です。
１つ目は、地 方公共団体 における活用 については 、やはり 、国の法令 との違いによ って、
とりわけ地方自治 の本旨に基づ いて、各地方 公共団体は、 独自の個人 情報保護条例 をはじ
めとする、条例に 基づく情報の 取り扱いを進 めているとこ ろでありま す。これは、 いわゆ
る2000個問題と呼 ばれてきたと ころでありま すけれども、 地方公共団 体による条例 に基づ
く情報の取り扱い の差異、違いに よって現実 にさまざまな 問題が生じて いるかと思い ます。
そういう問題が ないという指 摘も一方では あるわけであ りますけれ ども、やはり 、現場
として情報の取り 扱いを行うと きには、自治 体間相互で、 例えば、単 純に個人情報 の範囲
が生存する個人に 限られていな い、そういっ た単純なとこ ろであった り、あとは、 電子的
結合の禁止によっ て、そもそも 審議会などに 諮らなければ 電子的な結 合を行うとい うこと
ができないといったような問題があるわけであります。
そもそもこうい った制度的な 問題を解消し なければ、そ こでデータ の流通がまず とまっ
てしまう。とりわ け地方公共団 体との関係に おいては、そ の点につい て長年議論が なされ
ながらも抜本的な対策というものがなかなか講じられない。
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その背景には、 自治体に一生 懸命やってほ しいという一 方で、とこ ろが情報セキ ュリテ
ィー対策であった り、利活用の 判断が自治体 レベルではな かなかでき ないと、どこ までや
ってよいのかということについての判断は、かなり現場レベルでは厳し い。
さらに審議会な どにおいても 、最終的に審 議会で判断を するという ことに、やは り、か
なりちゅうちょしたり萎縮効果が生じているという現状があるわけです 。
したがって、いわ ゆる2000個問 題のように、解決しなけれ ばならない 問題がある一 方で、
例えば、電子的結 合はまずいと 言いながらも 、その裏とい うか背景に は、情報セキ ュリテ
ィー対策について 十分に対応で きないといっ たような現状 の問題がご ざいますので 、こう
いったところをバ ックアップし ながらデータ の流通を確保 するという ことを検討し ない限
り、ただ、データ の利活用を進 めると言って も、利活用が できない背 景があるとい うこと
を認識した上でやるべきだと。
その典型例が地 方公共団体に おける、いわ ゆる2000個問 題をはじめ とする問題へ の取り
組みが必要である 背景には何が あるのかとい うことを、ま ずは検討を すべきだとい うのが
１点目であります。
２つ目は、行政 機関等非識別 加工情報と匿 名加工情報の 不整合の問 題があるわけ であり
ますけれども、具 体的に何が問 題かというと 、行政機関等 非識別加工 情報は、解釈 では個
人情報のままという解釈になっております。
一方で、匿名加 工情報は、念 のために行政 機関等個人情 報保護法に 基づく行政機 関と非
識別加工情報と、 個人情報保護 法に基づく匿 名加工情報に ついては、 その対象につ いては
匿名化をするとい うことについ ては同じであ る一方で、法 令に基づく 取り扱いの位 置づけ
が異なるという問 題であります けれども、そ うすると、前 者は個人情 報のまま、行 政機関
では、せっかく匿 名化して、非 識別加工情報 としても、個 人情報のま まとして取り 扱うと
いうことになりま すと、これは、民間部門では 個人情報とし て取り扱わ なくてよいと いう、
それによって自由 なデータ流通 を確保すると いうことを目 的としてい る匿名加工情 報の本
来の趣旨が行政では生かすことができないのではないかという問題があ ります。
さらに、この点 についても、 個人情報保護 委員会は、こ の部分につ いては執行権 限があ
るわけであります けれども、と ころが、個人 情報保護委員 会の執行権 限も行政機関 等非識
別加工情報、匿名 加工情報につ いての執行権 限がある一方 で、それ以 外については 、やは
り、執行権限が必 ずしも官民に 全て及ぶとい うわけではあ りませんの で、個人情報 保護委
員会の執行権限の 拡充の観点か らも、この点 については検 討すべき問 題ではないか という
のが２点目です。
３つ目は、本日 、非常に細か くこの魅力的 な今後のデー タ利活用の 案をいろいろ な観点
から、各府省庁か ら御紹介をい ただいたとこ ろであります けれども、 この行政主導 の発案
に頼ることの限界 、端的に魅力 的かどうか疑 問が生じると 、その部分 について、せ っかく
非常に魅力的な制度が立案されても、それが活用されないと。
例えば、長年、 たしか前回の 検討会でも申 し上げたと思 いますが、 ずっとワンス トップ
20

と長年言って、交 渉自体がワン ストップして いるのではな いかみたい な、そういう ずっと
ワンストップと言 いながら、ワ ンストップサ ービスとは何 かなと、い ろんなところ で出て
は消え、本当にワン ストップしな がらやって いるようなと ころがあった りというとこ ろで、
やはり、この点に ついては、い わゆる継続的 に持続可能な 検討という ものがどのよ うに行
われるべきなのか ということも 含めて、行政 主導による発 案というこ とによる限界 もきち
んと認識しながら進めるべきではないか。
２つ目ですけれども、これも長くなりますけれども、全部一遍によろ しいでしょ うか。
〇安念主査
〇新保構成員

どうぞ。
人 的な問題につ いてでありま すが、これは 、資料３の ５ページに個 人デー

タの円滑な越境移 転のための環 境整備をする ための日EU間 の相互の円 滑な個人デー タ移転
を図る枠組みに関 する取り組み 。これは、も う既に報道な どでもいろ いろ報道され ており
ますし、GDPR、一 般データ保護 規則の適用開 始ということ に伴って、 日本企業もこ の点に
ついては、かなり関心がある状況であるかと思います。
とりわけ、日EU 間の双方の個 人データの移 転については 、極めて重 要な制度であ ると。
特にEUの制度は非 常に厳しいと いうことであ りますので、 日本として も、いわゆる 十分性
認定について積極的に協議をしてきたところであります。
ところが、いわゆ る十分性認定 については、最終的な認定 に至ってい るわけではな いと、
これはオールジャ パンで日本が データ利活用 において、ま さにこの検 討会議で進め ている
問題については、 日本がデータ 利活用におい て不利になら ないように 取り組むべき である
ということをオー ルジャパンで 取り組んでい る。日本の企 業、行政機 関等、さまざ まな組
織、個人も含めて 取り組んでい るところであ りまして、こ れは、全て の日本国内に おける
関係者が影響を受ける問題であります。
ところが、日本 とEUのデータ 移転の協議に ついては、GD PRの適用が ５月末でした けれど
も、２カ月ほど経過して、ようやく両者の一致に至ったという段階でご ざいます。
おそらく、この 点について、 かなりの方が 不思議に思っ ておられる と思うのです 。どう
して、これだけ時 間がかかるの かと、やはり 、今回、デー タ流通の利 活用の問題を 考える
上で、なぜ、そう いう問題が生 じているのか ということに ついて、今 まで全く情報 共有が
なされてきません でしたので、あ まりにも個 人情報保護委 員会が気の毒 ですから、私 から、
今回、公開の会議 ということで 、議事録もき ちんと残ると いうことで 、発言をあえ てさせ
ていただきたいと思います。
一連の協議にお いて、個人的 な立場であり ながら、EUの 交渉担当者 である高官と 接触し
たり、情報発信、情報提供を行うということの是非が問われるべきでは ないか。
なかなかこの点 については、 本日、御参加 の構成員の先 生方も、お そらく同じ問 題を共
有されている方も おられると思 いますけれど も、なかなか こういった 場で発言をす ること
については、ちゅ うちょせざる を得ない状況 もあるかと思 いますので 、やはり、そ のよう
な状況によって、 個人情報保護 委員会、それ から、この交 渉にかかわ った関係者は 、本来
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の政府間の交渉と して協議すべ き交渉内容以 外の問題に、 かなりの多 大な労力を費 やすと
ともに、GDPRの適 用開始後もデ ータ移転の協 議が最終的な 結論を得て いないという 状況の
要因となっている 問題を認識す る必要がある と考えます。 これは、GDP R対応におい ても、
大きくの企業が、E Uにおける執 行への疑心暗 鬼が生じてし まったり、 データ移転に 係る手
続に関する不安要 素として、多 大なコスト、 労力を費やす 結果となっ ていると考え られる
わけであります。
このような状況 が生じている 問題が、特定 の研究者の個 人的な活動 によって、多 くの者
が多大な労力を費 やさざるを得 ないという状 況は、やはり 懸念すべき 問題であると 私は思
っておりますので 、そういう問 題があるとい うことについ て情報共有 し、適切に対 処しな
ければ、今後も越 境データ移転 、それから、 データ保護へ の国際的な 取り組みは、 極めて
重要な課題となり ますので、今 後も引き続き 、このような 支障が生じ るということ につい
ては、極めて重大な懸念を持っております。
なお、具体的な 内容について は、これより 先については 、さすがに 申し上げるこ とはで
きませんけれども 、そういう重 大な懸念があ りますという ことについ てのみ、私か らは情
報共有としてお話をさせていただきたいと思います。
以上、２点、制 度的な問題と 、人的な問題 について、私 からお話を させていただ きまし
た。
〇安念主査

ありがとうございました。

どうぞ、ほかの方も。
橋田先生、どうぞ。
〇橋田構成員

全 体の進め方な のですけれど も、この一連 の会議が、 これからどう いうこ

とをディスカッシ ョンして、何 を目指すのか というのを簡 単にでも御 説明をいただ けると
ありがたいのですけれども。
〇安念主査
〇吉田参事官

それは、参事官のほうからお願いします。
こ の会議自体、 もう何度も申 し上げている とおり、去 年の３月から 久しぶ

りに開催というこ とでございま すけれども、 まずは、全体 のストック テイクという か、フ
ォローアップを行 うということ でございます けれども、そ の中で、今 も、新保先生 からも
いただきましたが 、構成員の先 生方からのい ろいろな御指 摘を踏まえ て、実際の論 点、そ
れから、アウトプ ットを検討し ていくという ことで、まだ 、正直白紙 ですので、ど んどん
御意見をいただければと思います。
〇安念主査

私の 言うことは、 もちろん、全 然オーソリテ イティブな ことではない のです

けれども、何をな すべきかを考 えながら議論 をするという ことだと思 うのです。済 みませ
ん。
それについて、何か御見解がおありであれば、いいですか。
では、矢作先生。
〇矢作構成員

慶應大学の矢作でございます。
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幾つか聞きたい ことも含めて なのですけれ ども、まずは ２つだけお 伝えしたいと 思った
のが、やはり、こ の会議は、こ ういったデー タを利活用す るに当たっ て、以前も私 は申し
上げましたけれど も、加速して いくためのも のでなければ いけないの ではないかと 思うの
です。とめること の言いわけは 、世の中、実 はいっぱい既 にあって、 とにかく解釈 の相違
を取り払う、そ れから、躊躇を取り払 うというこ とが、すご く大事なこ とだと思うの です。
先ほどの構成員 からも話があ りましたよう に、実態とし てやってい くと、自治体 側の条
例を盾にして、デ ータを出さな い理由だけは いろいろ並べ てくること があって、例 えば、
私も医療のスタン スからすると 、彼らは全然 人を救ってく れない。で も、そのデー タがあ
れば、人を救うこ とができたか もしれないと 思うと、彼ら は、絶対に その責任をと ってく
れないのです。
ということを含 めて、やはり 、そういった 解釈の相違を うまく盾に されるような ことを
一切排除してもらいたいというぐらいの、国主導でなければならないと 思います。
従って、そのた めに、この会 議があるので はないかと思 っています ので、そこは ぜひ力
強く、みんなが手を取り合ってというところだと思うのです。
もう一つが、躊 躇を取り払う というところ は、やはり、 情報を取り 扱うに当たっ て、私
は、よくおばけ退 治という言葉 を使うのです けれども、存 在もしない リスクという 表現を
使って、これをあたかも大義のように自己正当化する人たちがいらっし ゃるわけで すね。
民間企業は、逆 に言ってみる と、こういっ たところをあ る程度サポ ート、要する に、こ
ういったことは全 く問題ないの だという後押 しがないと、 なかなか一 歩を踏み出せ ないと
いうところは、非常に多いと思います。
特に医療、健康 というキーワ ードは、その ものがマジッ クワードで して、健康と 言えば
医療ではないねと か、その逆もし かりでと、こ れも非常にず るいやり方 だなと思うの です。
医療といったキー ワードを持ち 出した途端に 、全てはなぜ か医療従事者 視点になって いて、
患者視点から外れ てしまってい るという大き な問題につい ても、どう しても尻込み してし
まう部分が結構あるのです。
そういった視点 も含めて考え ていった場合 に、やはり、 現実問題と して、先ほど 申し上
げたように、加速 させていくた めには、この 範囲であれば 全く問題な いのだという ことを
含めて、さすがにメ ディカル・コ ントロールと いうところま では言いづ らいですけれ ども、
一枚岩になって進 めていかなけ ればいけない こともあるの ではないか という、非常 に大き
な問題として掲げたいと思います。
当然、真逆の意 見もあるとい うことは、よ くよくわかっ た上で、あ えて、こうい った話
をさせていただきました。
以上です。
〇安念主査

ありがとうございました。

ほかに、いかがですか。
どうぞ。
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〇関構成員

御説明いただいたことについて、幾つか質問とコメントをさせてくだ さい。

まず、情報銀行 と情報信託機 能についてで すけれども、 御説明にも ありましたが 、確認
ですけれども、こ れは任意の制 度で、例えば 、自分が情報 銀行だと手 を挙げた企業 がいた
ら、それにルール を適用すると いうことを前 提として、今 、考えてい るという理解 でよろ
しいですね。その先には、法制化も念頭に置いているという理解でよろ しいでしょ うか。
と言いますのは 、みずからや るという事業 者に対して、 消費者に対 して一定の安 心感を
与えるという意味 で、このルー ルに乗っかっ てビジネスを やるという ことであれば 、その
ルールによる規制 なり何なりと いうのが、か からしめても いいのかな とは思うので すが、
一方で、形式的に ビジネスの形 態が認定事業 者以外につい ても認定事 業者と同じよ うなサ
ービス形態をとっ ているところ はたくさんあ ると思います ので、恐ら くいろいろな サービ
スが該当する可能性があるのではないか。
そういったサー ビスについて も広く義務が 適用されると いうことは 、ビジネスを 阻害す
る懸念があるので 、それは避け たほうがいい のかなという ことで、そ ういう意味で 法制化
は慎重に考えるべきだと思っております。
そもそも、個人 的には情報銀 行がビジネス として成立す るというイ メージが余り わかな
いので、余り積極 的なコメント にならなくて 申しわけない のですが、 どちらかとい うと、
懸念を持っているという理解をしていただければと思います。
もう一つ、デー タポータビリ ティについて ですけれども 、これは、 日本あるいは 日本政
府として、データ ポータビリテ ィの仕組みは 、何を目的と して検討さ れているのか という
のが、今一つよくわからない。
EUについては御 説明にありま したように、 データコント ロール権とG AFA対策とい う２つ
だと理解をしてお りますが、例 えば、データ コントロール 権について 言えば、日本 では、
それが権利として 定着している という状態で は、まだまだ ないと思い ますし、仮に それの
ためにあるという ことであれば 、例えば、国 とか自治体の サービスに 対して、当然 同じよ
うに適用されるべきだと思います。
また、GAFA対策 ということに ついて考える と、日本の法 令は、域外 適用と執行が できな
いものがたくさん ございますの で、域外適用 や執行ができ ないような 法令で、仮に データ
ポータビリティの 制度化をした とすれば、海 外の企業には 何ら規制な く、国内の企 業にだ
け足かせをはめるということになるので、非常に問題だろうと思います 。
また、データポ ータビリティ の規制そのも のにも、当然 、いろんな 副作用がござ います
し、こういったことについても、やはり慎重に考えるべきだろうと考え ます。
以上です。
〇安念主査

では 、どうしまし ょうか、前者 の情報銀行に ついて、も し、法制化を したと

した場合のカバレッジみたいなことについてから伺ってみましょうか。
〇飯倉調査官

ありがとうございます。

もし、した場合 とおっしゃっ ていましたけ れども、現時 点では法制 化を考えてい ません
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ので、その辺の懸念はないかなと思っております。
〇安念主査

では、ポータビリティは、いかがですか。

〇松田課長（代理）

御質問、ありがとうございます。

今回の我々の調 査は、あくま でGDPRの発効 なども踏まえ て、まず、 一体海外で何 が起き
ているのか、国内 で基盤がどの 程度整ってい るのかという ことを把握 してみましょ うとい
う趣旨での調査であります。
日本として、一 体何を目的に データポータ ビリティの仕 組み化を考 えているかと いう御
質問と理解してい ますが、まだ 、そこまでは 検討会での結 論にはなっ ておりません 。少な
くともEUのように プライバシー が人権と並び 立つような形 に日本はな っていないと いうの
は、御指摘のとお りかと思って おりますが、 そういった哲 学的な整理 も、もし、制 度化を
するなら考える必 要はあると思 いますけれど も、いずれに せよ、今回 のデータポー タビリ
ティの調査に関し ては、まず、 具体的な制度 化まで念頭に 置いていな いということ を、改
めて御回答させていただきたいと思います。
〇安念主査
〇橋田構成員

では、橋田先生、どうぞ。
データポータビリティに関して２点ほどお伺いします。

まず、質問です けれども、総 務省さんの資 料の５ページ 、個人情報 保護法28条に 基づく
請求というのがあ りますけれど も、これは、 個人情報保護 法28条に基 づく請求をし て、か
つデータは電子的にもらえるという話ですねという確認です。
その上で、先ほ ど新保先生か ら、官主導で は必ずしもう まくいかな い面があると いうお
話がありましたけ れども、今、 官主導でやる べきこととい うのは、先 ほども2000個 問題も
含めて結構たくさ んあるという こと、それか ら、民主導で やったほう が良さそうな こと、
２つこれからお話をします。
１つ、官主導で 進めたい話と しては、この 会議に残念な がらいらっ しゃいません けれど
も、文部科学省さ んから、６ 月の初めに「Society 5.0にお ける人材育成 」というレ ポート
が出ていまして、そこで一種のPDSをやろうということが書かれている のです。
それに先だって 、2020年度の 大学入試から 新制度になる 、いろいろ 言われていま すけれ
ども、その１つと して、受験生 は、高校３年 間在学中の課 外活動等の 記録をｅポー トフォ
リオという仕組み を使って電子 データとして 用意しておい て、それを 大学への出願 時に提
出して、大学は、 それも見て総 合的に合否を 判断してくだ さいねとい う方針を文部 科学省
さんのほうから出しています。
東大などは内申 書ですらほぼ 無視するので すけれども、 AO入試とか をされている 大学も
多いし、かなり多くの大学の入試においては非常に重要だろうと思いま す。
そうなってくると 、高校では、 校務系システ ム、つまり、 成績等を管 理するシステ ムと、
ｅポートフォリオ を連携させた 上で、先生方 が調査書、い わゆる内申 書を校務系シ ステム
でつくる。そのとき にeポートフ リオや成績の データも取り 入れながら 内申書をつく るとい
う業務が発生しますので、その電子的な連携ができないと、仕事になら ないわけで す。
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ところが、去年 の10月に文部 科学省から出 されている教 育データの セキュリティ ーに関
するガイドライン を見ると、そ の連携を原則 としてやって はいかんみ たいなことが 書かれ
ていたりして、今、全国 の高校とか 、教育委員 会が頭を抱え ているとい う状況があり ます。
しかし実は、PDSをうまく 使えば、ガ イドラインを 完全に満た して、かつ 、業務に 必要な
データ連携もでき るのだという ことを 、最近検討を いたしました 。その プレス発表を 8月の
27日にやる予定で 、後で御案内 を差し上げま す。ところが 、高校の大 半は都道府県 立高校
ですので、都道府 県の教育委員 会として、電 子的な結合を しなければ いけないとな ると、
先ほどの2000個問 題が出てきま す。ほとんど の都道府県で は、個人情 報のオンライ ン結合
を必ずしも禁止は していないの で、うまくや れば個人情報 保護審査会 を通ると思う のです
けれども、うまくいかないところもあるのではないかという懸念があり ます。
これは、高校、 大学の接続が 子供たちの進 学あるいは就 職のために ぜひとも必要 である
という大義名分が ありますし、 何とか国がて こ入れしてで も校務系シ ステムとｅポ ートフ
ォリオの間のオンライン接続はぜひ実現していただきたいと考えていま す。
そのときに、成 績表みたいな データもそう ですし、ｅポ ートフォリ オのデータも そうで
すけれども、その データについ ては、誰がど う考えてもポ ータビリテ ィが必須だと いうこ
とが、教育者の良 識等に照らし て明らかだと 思うのです。 そのあたり 、文科省さん とも連
携をして、特に、 これから始ま ろうとしてい るｅポートフ ォリオとか 、それから、 さっき
のSociety 5. 0という文脈 の中では、ｅポートフォ リオを拡張し た「スタデ ィ・ログ」とい
う仕組みを考えて いて、それは、明らか に１つのPDSだ と思うので すが、そういう教 育学習
データのポータビ リティに関し ては、これを 担保すべしと いう方向で 、ぜひ政府は 主導し
ていただきたいと 考えておりま す。それが技 術的に可能で あるという ことは確認い たしま
したので、それを御参照くだされば幸いです。それが１つ。
もう一つは、こ れは、民主導 でやったほう がいいだろう と思うので すけれども、 データ
ポータビリティは そもそも何の ためかという ことについて は、例えば 、ヨーロッパ であれ
ば、やはり、人権 の担保という ことが一番大 きくて、アメ リカはどう だかわかりま せんけ
れども、日本は、 さらにそれが よくわからな い。何のため にという哲 学がややあや ふやな
感じがするわけで すけれども、そ こは飛ばし ておいても、デ ータポータ ビリティによ って、
個人が自分のデー タを自由に使 えるようにな れば、明らか に世の中全 体でパーソナ ルデー
タの活用が盛んになるはずです。
そうなれば、や はり、世の中 全体で、いろ んな事業者さ んの収益の 合計は増える はずで
す。一方、データ ポータビリテ ィに応じて、 我が社がお客 さんに電子 データを渡し たのだ
けれども、お客さ んがそのデー タを使って、 競合他社から 何かを買っ てしまったと か、そ
ういうふうなこと が起こって、 我が社として は、機会損失 ではないか というふうな ことを
多くの事業者さん は懸念されて いるのだと思 います。しか し、いや、 そんな心配は ないよ
ということが明確に言えれば、みんな喜んでデータを出してくれるはず ですね。
では、どうやっ てその心配を なくすかとい うと、世の中 全体で事業 者さんの収益 の合計
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が増えるというと き、その収益 の増大に貢献 したのは誰か というと、 データを出し た事業
者さんですね。だ から、その収 益増大に対す る貢献度に応 じて分け前 をもらえると いうよ
うなエコシステム ができれば、 データをお客 さんに渡すこ とによって 儲かるという ことに
なる。恐らくそれ は、法律でや れという話で はなくて、民 間でそうい うふうなエコ システ
ムをつくるという話になるのだろうと考えています。
というようなこ とを、私が座 長をしていた 、先ほど御紹 介のあった 検討会でも少 しお話
をしたことがある のですけれど も、改めて、 この場で公開 される議事 録に載るとい うこと
を前提にお話をしておきたいと思いました。
とりあえず、以上です。

〇安念主査

ありがとうございます。

一番最初の個人 情報保護法の 解釈について は、いかがで すか。これ は、どなたに お答え
をいただくのがいいのだろうか。総務省さんが一番いいのかな。
〇橋田構成員

い や、個人情報 保護法の解釈 ではなくて、 先ほどの情 報信託のガイ ドライ

ンにおける意味づ けです。個人 情報保護法よ りも一歩踏み 込んで電子 的に返しなさ いと言
っているのですねと。
〇安念主査
〇飯倉調査官
〇安念主査

その点。
そのとおりです。
そうでないと意味がないですね。ありがとうございました。

どうぞ。
〇宍戸構成員

東京大学の宍戸です。

情報銀行、情報信 託機能のガイ ドラインの取 りまとめの主 査を仰せつ かりましたの で、１
点、今の橋田先生の御質問に補足をさせていただきたいと思います。
そのとおりなの ですけれども 、念のためガ イドラインの 関連する部 分を御紹介い たしま
すと、情報銀行に 委任した個人 情報の開示等 ということで 、簡易迅速 で本人に負担 のない
ユーザーインター フェースによ り、こういう 個人データの 開示が請求 できるように する。
それは、もちろん 、個人情報保 護法上の請求 なのですけれ ども、そう いったユーザ ーイン
ターフェースを使 って、簡単に ぱっとデータ が見られる、 あるいはダ ウンロードで きると
いう仕組みを提供 することを情 報信託機能を 提供する事業 者の認定の 要件としたも のでご
ざいます。
具体的な例示と して、例えば 、情報銀行を 営む事業者が 、本人から 提供された情 報で、
情報銀行として取 り扱う範囲の データについ て、本人確認 によりログ インしたサイ ト上で
一括して閲覧、ダ ウンロードで きる仕組みと いうものが考 えられると いう例示を置 いてい
るところでございます。
以上でございます。
〇安念主査

ありがとうございます。明確になりました。
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根本構成員、どうぞ。
〇根本構成員

ありがとうございます。

まず、データ流 通・活用ワー キンググルー プの組織図を 拝見して、 大分整理して いただ
いてありがとうご ざいますと言 うと同時に、 もう少し何と かなりませ んでしたでし ょうか
という率直な感想 を申し上げた 上で、でも、 ありがとうご ざいますと いうところか らスタ
ートさせていただきたいと思っております。
この場で何をや るのかという お話が出まし た。ほかに書 いてあるこ とは、なるべ くやら
ないほうがいいの だろうなとい うところから 考えると、オ ープンデー タ、地方、デ ジタル
ガバメントについ てはみんな別 でやることに なっておりま すので、今 度は、本当に 情報銀
行以外に何があるのだろうかというような気がいたします。
ただ、全体とし て促進を目指 すのだという ことで申しま すと、これ まで私がかか わって
きた観点から、や はり、社会的 な受容性をど うやって高め るかと、そ うでないと、 流通も
しないということでございました。
現時点で流通しているデータあるいは誰の目にも触れるデータ、パブ リックドメ インと
言ってもいいと思 いますけれど も、そういう データで、一 番センシテ ィブなものは どこに
あるだろうかとい うことを考え ますと、登記 簿謄本は誰で も見ること ができますの で、私
の住んでいる家を 、私がいつ、 誰から買い、 幾ら借金をし て、どの銀 行から借金を してい
るかということも 、この場にお られる皆様、 誰でもごらん になれると いう状況でご ざいま
すし、私が所有し ている車のデ ータについて は、ここのど なたでも見 られるという のが、
この国の制度的なレベル感なのだということだと思います。
一方、それが本 当に誰でもわ かることにな っているのだ ということ が、社会的に 認知さ
れているかどうか ということが 非常に心配な ところでござ いまして、 本来、そうい うとこ
ろまで開示しても 問題はないと いうのが、こ の国の社会制 度のなり立 ちだったと思 います
ので、そこに対す る理解を深め ていく活動を していくこと も、１つ対 象に挙げてよ ろしい
のではないかと感じております。
それから、先ほ ど地方のこと はと言ってし まいましたけ れども、例 えば、行政サ ービス
のID化という問題 は、ほかのと ころでも多少 議論をされて おりました 。実は、官の データ
というのは、非常 に使い勝手の いいところも あるのですけ れども、各 法令に基づく サービ
スが、どこで、誰 がどういうふ うに使ってい るのか全くわ からないと いうところが ござい
ます。
そういったとこ ろで、オープ ン化に向けて の流通のベー スをつくる という意味で 、オー
プン化に向けての検討というのもあってよろしいのではないかと思って おります。
それから、先ほ ど少し出てお りましたGDPR の関係でござ いますけれ ども、DG Just iceが
起案したGDPRにつ きましては、 私が知る限り 、各国のエン フォースメ ントを行う当 局のほ
うは、その執行に おいてかなり 悩んでいると いうこと、実 際上、これ が執行できる だろう
かという悩みすら抱えているのではないかと思っております。
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実際、例外措置 のつくり方と いうのは、各 国それぞれに なりかねな い状況がある と思っ
ておりますし、GDP Rが一番すば らしいのだと いうような形 の御意見も 散見されると ころで
ありますが、必ず しもそうでは ないというと ころを、我々 としては認 識すべきだろ うと思
っております。
さらに、問題と して、欧州委 員会が出して おられるもの で、通商協 定を結ぶにあ たり織
り込むことを明ら かにしている 条文があるの ですけれども 、そこに、 明らかにデー タの囲
い込みを容認する ような表現ぶ りになってい る条項がござ います。こ れは、全世界 の越境
データ流通を阻害 する方向のも のでしかあり ません。日本 としては、 絶対にそうい うもの
にはくみしてはな らないと思っ ておりまして 、データに国 境を設ける ことの愚を日 本とし
ては絶対にやって はならないと 思っておりま して、それに ついては、 全世界のデー タ流通
も促進するという ことで、国内 に閉じる話で はありません ので、ぜひ 、そこにも配 慮した
流通・活用であっていただきたいと思っております。
以上です。
〇安念主査

ありがとうございました。

では、原先生。
〇原構成員

東京大学の原と申します。

今回の検討会は 、前回の中間 取りまとめ後 の世の中の動 きや官公庁 の動きを踏ま えての
検討会だと認識しています。
中間取りまとめ のときには、 ある種の理想 論、例えば、 こう二つに 分類できると いうよ
うな形で進めてき ました。この 検討会の第一 の目的は、そ うした分類 を実務的に検 討して
いく中で新しく生 じた論点や依 然として残っ ている論点な どをまずす くい上げて、 アプロ
ーチしていくことだと思っております。
今、申し上げた 内容に関係す るところが、 総務省さんか ら御提示い ただいた10枚 目の認
定対象の資料の中 にありました 。同意の方法 について、情 報銀行の区 分で当初想定 してい
た①だけではなく 、いろ いろと検討し ていく中で② も考慮し 、②-１も 認定対象に含 めたと
いう点が非常に印象的でした。
先ほど申し上げ ましたように、こ れまでの議論 は、全てを委託す る情報銀行と、PD Sのよ
うな個人主体の運 用との二分類 だったわけで すが、実際に 認定するに あたっては、 それに
沿った仕切りだけ を設けてしま うと、認定を 受けた事業者 が、今後の 活動をしにく くなっ
たり、事業が拡大 しづらくなっ たりしてしま う懸念がある ということ で、①だけの 点線で
はなく②-1の実線まで対象を含めたところがポイントと思っています。
また、この実線 が示す拡大さ れた内容は、 認定を受けた 事業者から の提案を受け て、個
人が情報の提供先を選択していくというような話だったと思います。
これは、経産省 さんのデータ ポータビリテ ィの話にあり ましたが、 スマート・デ ィスク
ロージャーが掲げ ている「消費 者の製品やサ ービスに対す る選択能力 を高める」と いう目
的と非常に合致しています。
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私たち が情 報銀行 やPDSと いう二 項対 立的な 分類を したと きには 、選 択能力 が高い 人は
PDSを使い、そうではない 多数の人は情 報銀行に委託 するという 区分でありま したが 、実際
にはそれらは連続 的なものとし て捉えた方が よく、事業者 からの提案 を経て個人の 選択能
力を高めていくよ うな余地をい かに残すか、 かつ、それが 実務的に事 業者の人にと っての
競争力や今後の事 業拡大にもつ ながっていく というところ が、この話 のポイントだ ろうと
思っています。
これは、中間取 りまとめの段 階にはなかっ た新たな論点 として、非 常に大事な部 分かと
思いました。
それを踏まえて の質問ですが 、総務省さん におかれまし ては、今お 話ししたよう な認定
対象での議論など も含めて、新 たに出てきた 論点が他にも しあれば教 えていただき たいと
思います。
経産省さんにも 質問です。今 回の資料はデ ータポータビ リティが主 な内容だった ために
中間業者という表 現にとどめて いたと思いま す。情報銀行 やPDSなどの 様々な中間的 な役割
を担うプレイヤー を考えたとき に、中間とり まとめなどで 述べられて いなかったよ うな内
容や機能が議論されてきたかどうかについて教えていただければと思い ます。
以上です。
〇安念主査
〇飯倉調査官

総務省さんから、どうぞ。
ありがとうございます。

新たな論点とい うと、個人的 に思ったのは 、プロファイ リングにつ いて、どこま で社会
として許容できる のかなという のが、委員の 方とのお話し 合いの中で 、問題意識が 少しあ
りました。
特に個人情報で なくても、匿 名加工情報で あっても、あ る程度個人 が特定できて しまう
というところが、 どうしても今 の技術からす ると出てきて いるので、 そういうふう なもの
のうち、個人が想 定していない もの、望んで いないもの、 そういった ものをどうい うふう
に認定の仕組みの中で排除していくのかというのは、問題意識としては 持ちました 。
とはいえ、プロ ファイリング してはだめと 言うと、情報 銀行のよう な構想自体が だめに
なってしまうので 、そうではな くて、個人が 望まないもの をどう排除 していくかと いう観
点で、先ほどお話 をさせていた だいた倫理委 員会というも のを個人情 報それぞれで しっか
り設けていただい て、データの 利活用につい てしっかりチ ェックをし ていただく、 こうい
う作業をきっちり することが大 切かなと思い ましたし、個 人情報の第 三者提供をど ういう
ふうな目的で使う かというとこ ろの、同意取 得のところ、 これは、個 人情報保護そ のもの
ですけれども、同 意を取得する に当たって、 しっかり目的 、何を使う か、個人の便 益は何
であるか、そのあ たりのイメー ジをしっかり するというこ と、このあ たりが非常に 大切な
ことかなと思いました。
〇安念主査

お願いします。

〇松田課長（代理）

御質問ありがとうございます。
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まず、この検討 会の中では、 中間業者とい うものの存在 が果たす役 割というか、 そこの
認識が図られたと いうのは、ま ずは１つ、予 想外とまでは 言わないで すけれども、 あった
かなと思います。
それは、つまり、これから もIoT化、電子化の 拡大によって、個 人データが、とに かく膨
大に膨らんでくる と、それを個 人が全て判断 して、処理だ ったり、移 転だったりを やって
いくというのは、 どうしても物 理的あるいは 情報量の限界 があるので はないかと思 われま
す。
したがって、そ の間に入る中 間業者の存在 ・機能という ものが求め られるのでは ないか
という議論が、当初の予想を超えてあったのかなと考えてございます。
経産省の資料の1 8ページ目の 中でも、少し 中間業者につ いて、こう いう議論があ りまし
たということを紹 介させていた だいておりま すが、まさに 、安全性、 信頼性、機能 性など
の観点でどんな機 能が求められ るのかといっ た論点が、も し、本当に データポータ ビリテ
ィの仕組みを実装 しようと思っ たときには、 官民で議論を していくと いうことが必 要にな
るのではないかと思います。
比較的、情報信 託機能の話と 近いような論 点もなくはな いのですけ れども、中間 的な業
者の機能として、 こういうセキ ュリティー、 トレーサビリ ティーみた いなものをき ちんと
議論して、消費者 の納得のいく 形で整理する ということも 議論の対象 としてあるべ きでは
ないかと思います。
〇安念主査

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。
では、林先生、どうぞ。
〇林構成員

ありがとうございます。

データポータビリティについて意見と質問をさせていただきたいと思 います。
先ほど来、日本 のデータポー タビリティに ついての哲学 的に極めた ものはないと いうお
話がありましたが 、ヨーロッパ が人権のよう に位置づけて いるのが、 むしろ世界の 中では
際立っているとこ ろであって、 我が国におい ては、官民デ ータ活用推 進基本法の12 条にお
いて多様な主体の 個人に関する 官民データを 当該個人の関 与のもとで 適正に活用す ること
ができるようにす るための基盤 の整備、その 他の必要な措 置を講じる ものとすると いう基
本法における考え 方の整理は既 にできている わけでござい ますから、 これに基づい て、各
方面での具体化の法整備をしていくということが求められているのだと 思います。
橋田先生座長の データポータ ビリティの調 査検討の会議 にも参加さ せていただい て、ア
ンケートを含め、 また、各国制 度の調査を含 め、改めて私 自身も、デ ータポータビ リティ
という考え方、一 旦個人に戻し 、本人に戻し 、本人の利用 インセンテ ィブを対価と して本
人の同意のもとで 提供するよう に仕組みをつ くるというこ とが、この データ活用に とって
は、現状における最適解ではないかと痛感しております。
その中で、特に ヘルスケアデ ータについて は、我々国民 のニーズの 高いところで あり、
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先ほど、高木室長 様から御紹介 のあった資料 ４－３のマイ ナポータル を通じた特定 健診デ
ータの提供に関す る取り組みと いうのは、一 刻のおくれも なく実現さ せなければい けない
ものだと思っております。
これに関して、 まず、厚労省 の高木様に質 問なのですが 、この資料 ４－３では、 特定健
診データの提供と いうことで書 かれておりま すが、2021年 ４月から特 定健診データ につい
ては、こういう取 り組みが実現 するというこ とで大変期待 しておりま すが、特定健 診デー
タ、この資料の５ ページに、血 圧とか身長と かが書かれて いますが、 そういった健 診デー
タ以外の医療デー タについては、今後、我が国 としてはどの ような取り 組みをされる のか、
それをまずお伺いしたいと思います。
それから、総 務省様にも う一点お伺い したいのです が、先ほ ど来、ほ かの新保委員 とか、
矢作委員からもお 話がありまし たように、個 人データの問 題になりま すと、総論賛 成でも
各論、実施になりますと、2000個問題に近いような問題が常に出てまい ります。
例えば、卑近な ところで言え ば、保育所申 請に当たって の企業の就 労証明書の書 式ばら
ばら問題などは、I T本部がお取 り組みになっ て、規制改革 会議でも３ 年前から、も う実現
するだろうという ことで苦労し てまいったの ですが、いま だに自治体 アンケートな どをと
ると、全くどこの話だというような状況で、けんもほろろでございます 。
私も子供を保育 所で２人育て ましたけれど も、どの保育 所に入れる のかは、本当 に死活
問題でして、仕事 に戻れるかど うか、その前 の申請書を出 すところで 必要な企業か らの保
育所申請、就労証 明書がいつも らえるのかと いうのが、そ の企業にお いても大変な マンパ
ワーを割いてやっ ている。これ だけニーズが 明らかなこと について、I T本部があれ だけ取
り組んでくださっても進まないというくらい自治体でのばらばら問題は 根深いもの です。
今回、厚労省が このように進 める仕組みと いうのは、本 人同意のも とで支払基金 とか、
国保に運用を委託 するというも のですので、 決してストッ プがかかる ような性質の もので
はないと思うので 、ここで、総 務省様に、こ の４－３のシ ステムを国 が統一的に進 めるに
当たって、自治体 ごとに判断が ばらばらにな ったりしない よというこ との確認をと りたい
と思います。
以上です。
〇安念主査

では、まず、厚労省さんから。

〇高木室長

ありがとうございます。

特定健診データ は、加入者が 移った後の保 険者は、前の 保険者に対 して、そのデ ータの
提供を求めること ができると法 律で規定され ています。求 められた保 険者は出さな ければ
ならないと規定さ れていまして 、こうした保 険者間のデー タの連携が 、法律上、手 当され
ていますが、実際 は紙か媒体に 焼きつけてや りとりする形 になってい ます。例えば 、協会
けんぽから市町村 国保に移った ときに、市町 村国保で前の 健診データ を照会したい 、これ
に対応するため、 保険者が共同 で支払基金・ 国保中央会に 委託します 。高齢者医療 確保法
で、こうした業務を支払基金ができることが規定されています。
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先生おっしゃる とおり、自治 体の結合問題 については、 今回の仕組 みはクラウド を想定
していますが、今 も閉域のオン ライン請求ネ ットワークで 、全ての保 険者が支払基 金・国
保中央会とつなが っていますの で、今、使っ ている仕組み と変わらな い、クラウド の方が
セキュリティ上も、むしろ安全だ と説明しな がら、市町村に 理解を求め ているところ です。
特定健診データ 以外について は、例えば、 乳幼児健診・ 妊婦健診の 情報は電子化 してい
くなど検討中です が、特定健診 は、既にデー タ化されてい て、2008年 から既に10年 の実績
があり、匿名化さ れたデータで すが、既に２ 億3,000万件 が厚生労働省 のNDBにあり ます。
これを匿名化前の 段階で管理す ることで、保 険者の手間も 今までと変 わらない。む しろ、
保険者に代わって、支払基金・国 保中央会で匿 名化して国に 登録する仕 組みにするこ とで、
コスト負担を含め て、動かせる ようにしてい ることを考え ますと、特 定健診データ 以外ま
で、当然やってい かないといけ ない問題だと 考えておりま すが、この 仕組みができ れば、
データの閲覧の仕 組みを活用し ていくことも 可能と思われ ますし、ま ずは、この仕 組みを
作っていくことが 、これは遅れ ないようにし っかりとやり たいと思っ ておりますの で、引
き続き、御指導ください。

〇飯倉調査官

一 般論で言いま すと、総務省 は何を取り組 んでいるか というと、実 部局さ

んとも協力しなが らものの標準 化、技術の仕 様を統一化す ることと、 標準化するこ と、そ
れで使いやすいも のを、こうい うふうにする とコストがか からずにつ くれますよと いうも
のを自治体さんに お示しをさせ ていただいて 、それの普及 というもの を進めている という
のが現実です。
ただ、そういう ものの普及の 度合いといい ますと、これ も一般論で すけれども、 一から
新しいものをつく るというとき には、なかな か成功してい るというも のもあったよ うに聞
いたことがあると 思うのですけ れども、特に もともとある ものについ て手を入れる という
のは、それぞれ個 別の自治体さ んの最適化と 、全体の最適 化というの がかみ合って いない
と思っていまして 、そこは 、林先生が 御指摘のと おり、僕も その問題意 識は持ってい ます。
なぜかみ合わない かというと、 新保先生がお っしゃってい たような地 方自治の本旨 との兼
ね合いがあるからではないかと思います。
ここから先は、 まさにこの検 討会の議論の なすところか なと思って おりまして、 とりあ
えず、ここまでしか、私は言うことができないと思います。
〇林構成員

ありがとうございます。

安念先生、ぜひ、よろしくお願いします。
〇安念主査

いや いや。時間が 押してきまし た。森先生、 ちょっと簡 潔にお願いで きれば

幸いです。
〇森構成員

ありがとうございます。

冒頭に矢作先生 の存在しない リスクを引き 合いに出して データを提 供しない自治 体等が
けしからぬという お話を聞きま して、この検 討会は、そう いう検討会 だったなとい うのを
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懐かしく思い出しました。
申し上げたいの は、それでは なくて、ポー タビリティな のですけれ ども、先生方 からい
ろいろお話があり ました、先ほ ど林先生がお っしゃいまし たとおり、 本人のもとに 一旦戻
すということにつ いては、これ は全然全く争 いのない話だ と思ってい まして、そう だとす
ると、もともとの ポータビリテ ィの目的とい うことについ ては、いろ んな御意見が あって
も、制度としてた てつける場合 には、それは 、本人の権利 として、本 人が事業者に 請求し
て渡してください と、これまで の個人情報保 護法の28条の 開示請求プ ラス、それを 構造化
された機械可読形式のものでくださいねということに、それはなるのだ ろうと思い ます。
ただ、法制化の ときの懸念と いうことで、 関さんからも 少しお話が あったと思い ますけ
れども、御懸念は 、いろいろご もっともだと 思いますし、 私も慎重に なるべきとこ ろは幾
つかあるのかなと 思っておりま すけれども、 それはそうと して、御懸 念のうちの１ つ、域
外適用の問題です 。海外の事業 者に提供でき るのかと、日 本の事業者 にだけ負担に なるの
ではないのかとい うことについ ては、日本の 個人情報保護 法も域外適 用規定を持っ ており
ますし、そこにつ いてはGDPRと それほど変わ らない中身で はないかと 思っています ので、
日本語でサービス をするような 海外の事業者 が個人情報の 取り扱いを する場合には 、取り
扱いが、たとえ海 外で行われた 場合であって も個人情報保 護法の適用 があるという ことだ
と思います。
問題は、適用で きるというル ールにはなっ ているわけで すけれども 、それを法執 行する
かどうかです。そ れが非常に重 要で、これは 至るところで 海外事業者 に対する法執 行とい
うのは問題になっ ていまして、 別にこの場面 だけではなく て、いろん なプラットフ ォーム
であれ、IoTであれ、それは 全てにおいて 重要なことで すので、海外事 業者に対する 法執行
ということは、ここでも重要な課題であると申し上げておきたいと思い ます。
〇安念主査

どうもありがとうございました。

では、最後に、どうぞ。
〇宍戸構成員

余 り長くお話し すると怒られ ますので、本 当に簡潔に ３点申し上げ たいと

思います。
１点目は、先ほ ど原先生から 御質問があり ました情報信 託機能の検 討会で、どう いう問
題がほかに出てきたかということを大きく２点御紹介したいと思います 。
１点目は、利用 者のコントロ ーラビリティ ーの確保とい うことに関 係して、例え ば、利
用者が情報銀行に 情報の取り扱 いを委任して いたけれども 、それにつ いて同意を撤 回する
といったときの、 その撤回とい うのは一体何 を意味するの か、あるい はどこまでな のか。
つまり、情報銀 行は、こ れ以上取り扱 わないとい うことなのか 、情報銀 行が提供した 先に、
これ以上変な取り 扱いをしない でということ を言えばいい のか、そう ではなく、情 報銀行
経由で渡った先の ところで情報 が消えるとい うところまで 確保しなけ ればいけない のか、
このあたりが多分 、競争領域だ というのが基 本的に検討会 の整理で、 必ずしも認定 の要件
として強いものを 課しているわ けではないと いうことです けれども、 例えば、こう いった
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点が個人のコント ローラビリテ ィーを確保す るために情報 信託機能と いうものが生 まれる
のだという観点からすると、今後、ますます御議論いただくべきことだ ろうと思い ます。
また、選択の幅 ということで ございますけ れども、ユー ザーが情報 銀行に情報の 取り扱
いを委任するとき に、そこで、 いわば丸投げ 的な形になる のか、あの 会社には出さ ないで
くれというような 、かなり個々 の事業者ぐら いにまでのコ ントロール ができるよう にする
のか、それとも、 その真ん中ぐ らいの観光領 域だったら出 してもいい けれども、ヘ ルス領
域だと出すのは困 るというよう なことにする のかというの も、かなり ユーザーイン ターフ
ェースと情報銀行 の競争のあり 方にかかわる ことだと思い ますので、こ のあたりも、今後、
情報信託機能の実 証実験とかの 様子を見なが ら詰めていく 必要がある だろうという 話でご
ざいます。
もう一つの点は 、これは、情 報銀行の本来 外側の問題な のかもしれ ないですけれ ども、
とりわけデータ取 引市場と情報 銀行との間の 連結というの をどう考え るかという問 題が議
論されました。
一応、先ほ ど原先生か ら御指摘をい ただきました ように 、PDSと情報 銀行というも のの中
間領域的なものが あって、そのこ とを認定に おいては考え たわけですけ れども、その 先で、
情報銀行がデータ を出す。そし て、それがデ ータ取引市場 で取引され るというとき に、デ
ータ取引市場にお いて、この情 報銀行から出 てくる情報と いうのは、 真正性である とか、
質が高いというこ とを確保でき るような情報 銀行であって くれると、 データ取引市 場とし
ては安心であると いうようなお 話があり、ま た、この点も 今後、デ協 さんなどと一 緒に御
議論をいただければいいかと思います。
というのが、大きな話の１点目でございます。
あと、残り２点 は簡潔に申し 上げますが、 １点目は、先 ほどデータ 保護の権利は 基本的
人権かどうかとい うお話がござ いましたけれ ども、このあ たりは、余 り憲法論以前 の問題
ですが、そもそも データ保護の 権利を基本的 人権にすると いったとき の、その向か う相手
は、事業者以前に国家権力であるべきものでございます。
この点、幸いに して、今回GDP Rについて、 十分性認定が とれる見込 みだと、新保 先生が
頑張った、あと は委員会が 頑張られたと いうことでご ざいますけれ ども、進 んで、や はり、
公的部門における 個人情報保護 と、それから 、その監督の あり方、具 体的には、個 人情報
保護委員会の監督 体制が、現在、民にしか基本 的に及ばない ということ で本当にいい のか、
これは、データの 流通・利活用 を進める上で 本当にこのま までいいの かということ は、や
はり、今後の個人情報保護法の改正の中で考えていかなければいけない 論点であり ます。
また、海外事業 者に対する法 執行の話は、 先ほどござい ましたけれ ども、そうで あると
すれば、個人情報 保護委員会が 海外事業者に 対してエンフ ォースメン トの権限をよ り強く
持つ、具体的には 課徴金の問題 をどうするの かといったよ うなパーソ ナルデータの 制度改
正大綱のときに宿 題になってき た論点という ものを、今後、いろんな局 面で議論をす ると。
例えば、ここで言 えば、データ の利活用ある いは流通の促 進という観 点から見たと きに、
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あそこで出ていた 宿題というの はどうなのだ ろうかという 御議論をい ただきたいと いうの
が２点目でございます。
３点目でござい ますけれども 、地方公共団 体における個 人情報デー タの利活用の 問題と
いうのは、実は 、これは また総務省の 別の部局に おきまして 、いろいろ 議論いたしま して、
地方公共団体にお けるデータ利 活用ガイドブ ックVer1.0と いうものを ６月に公表し て、私
もそれにかかわったところでございます。
そこでは、地方 公共団体でそ れぞれの条例 が違うけれど も、ちゃん と自分たちの 持って
いるデータなりデ ータベースが どういう個人 情報に当たっ て、どうい うふうに考え れば使
えるのだろうかと いったような ことについて のチャートの ようなもの をつくったり して、
もちろん、これが まだ地方公共 団体における 、一気にデー タ流通が進 むということ につい
ては不十分だと思 いますけれど も、そういっ たものの取り 組みもして いる。そして 、そう
いった取り組みの実効性とか、そこにどういったことを取り組んでいく か。
例えば、各地方 公共団体の個 人情報保護審 議会の委員の 先生方とか が、どういっ た問題
を考えて判断して いただければ いいのか、そ ういったこと についての 、何か考慮要 素のよ
うなものを示して いくといった ようなことも データの流通・活用という ものを進める 上で、
地道ではありますけれども、必要な取り組みかと思います。
長くなりましたが、以上でございます。
〇安念主査

ありがとうございました。

それでは、最後になりましたが、三輪政府CIOより、一言御挨拶を頂 戴いたします 。
〇三輪政府CIO

三輪でございます。どうぞ、よろしくお願いします。

突然来ましたので、一言だけですけれども、勝手なことを言うかもし れません。
１つ、この組織 法は、先ほど 言われたけれ ども、私もこ ちらに来ま して全くわか らない
ので、これの前か らずっと変え ていっている のですけれど も、今は皆 さん持ってお られな
いかな、この辺ま で変わってき て、また後ほ ど出ると思い ますけれど も、それでも よくわ
からない。
もう一つ思った のは、これを 見ていて、ど こが何をして いるのかが よくわからな くて、
そうしたら、あれ はしているの と言ったら、 どこもやって いないとか 、そういうの がこれ
でわかりますので 、こんな絵ぐ らいではなく て、データ活 用１つにし ても、何かを やりた
いというのは、ど ういう組織で やるのだとい うところは、 やはり、大 事なところだ と思う
ので、私のできる範囲で、こういうところは、私も見ていきたいと思い ます。
もう一つだけ 、印象だけ 持ったのは 、このデー タ活用に関し て、短い 時間ですけれ ども、
少しだけ話を聞い て思ったのは 、やはり、い つかはどんな データ活用 が人のために 役に立
つのかなと、その 辺の議論まで いきたいなと 、個人情報の データ活用 をするために 、その
環境をしっかりつ くるというの は非常に大事 なことなのだ けれども、結 局、どう使っ たら、
医療のデータなど はわかりやす いと思うので すけれども、 そういう議 論までいった らいい
のになと、それと、情報は 個人情報だけ ではないなと いう気持ちは、こ れは前CIOの 遠藤さ
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んも言っておられ ることなので すけれども、 それまでに大 事なことは たくさんある ので、
それもしっかりや っていかなけ ればいけない かもしれませ んけれども 、そっちのほ うまで
行くように、私も 、私の力でで きる限りのこ とはやりたい と思います ので、これか らどう
ぞ、よろしくお願いします。
以上です。
〇安念主査

それでは、事務局からお願いします。

〇吉田主査

ありがとうございました。

本日、構成員の 皆様方からい ただいた御意 見、たくさん 、今後の検 討、それから 課題の
整理につながる御 意見をいただ いたと思って おります。こ ういったも のを整理して 、次回
以降の議論につなげていきたいと思っております。
第２回は、日に ちは決まって おりまして、 皆様の御予定 を調整させ ていただきま して、
９月11日火曜日の 開催を予定し ております。 次回以降、今 回、官から のプレゼンテ ーショ
ンでございました ので、民の取 り組みを中心 にプレゼンテ ーションを お願いして、 また、
議論を深めていきたいと思います。
以上です。
〇安念主査

何を 議論すればよ ろしいのかと いう、最初の 橋田先生の 御心配がござ いまし

たが、とても御心配には及ばぬくらい盛りだくさんの課題を抽出してい ただきまし た。
本当にきょうは、ありがとうございました。
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