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プライバシーへの新しい脅威 ～ポイントカードはどこ
が問題か／危ないスマホアプリとは～
#abunai_appli

11 fav 3897 view

by Kiyosuke0418

◆ 日時：　2012年12月12日　（水）　18:30～20:30
◆ テーマ：
『プライバシーへの新しい脅威
　　　 ～ポイントカードはどこが問題か／危ないスマホアプリとは～』
◆ 講師：　新潟大学大学院教授　鈴木正朝様・独立行政法人産業技術総合研究所 高木浩光様
◆ 会場：　ハロー貸会議室秋葉原
http://www.ecnetwork.jp/public/seminar.php 
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tosawada 2012-12-12 11:47:03

正朝・浩光両先生をお迎えしての今日のECネットワークセミナー18:30～、ハッシュタ
グを決めました。できるだけ内容お伝えします。　#abunai_appli

hideharus 2012-12-12 11:50:35

ハッシュタグを“危ない二人”に空目ｗ RT @tosawada: 正朝・浩光両先生をお迎えして
の今日のECネットワークセミナー18:30～、ハッシュタグを決めました。できるだけ内
容お伝えします。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 11:52:58

あっ、そっちにすれば良かった！RT@hideharus ハッシュタグを“危ない二人”に空目ｗ 
RT @tosawada: 正朝・浩光両先生をお迎えしての今日のECネットワークセミナー18:3
0～、ハッシュタグ #abunai_appli

tentendo 2012-12-12 12:04:51

春風亭正朝師匠と桂南光師匠に空目しました(^^; @hideharus ハッシュタグを“危ない
二人”に空目ｗ RT @tosawada 正朝・浩光両先生をお迎えしての今日のECネットワーク
セミナー18:30～、ハッシュタグを決めました。できるだけ #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:30:03

『プライバシーへの新しい脅威 ～ポイントカードはどこが問題か／危ないスマホアプリ
とは～』 18:30より開始です。 #abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 18:39:23

「○○ the Movie」事件。処分保留で釈放。報道によれば、「ダウンロードする際の注意
事項に個人情報などの読み取りについても記載があり…と主張」 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:39:51

太陽光で発電や電波状況を改善すると嘘の機能を謳い個人情報を盗み出すアプリの紹介 #
abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:39:52

独立行政法人産業技術総合研究所 高木浩光様 #abunai_appli http://t.co/OTMC0JNS

keikuma 2012-12-12 18:40:51

京都府警の事件では、不正指令電磁的記録保管・供用の罪で起訴。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:41:13

犯人は検挙されたがアプリをダウンロードする際に注意書きに個人情報を送信する旨が記
載されていたとして無罪を主張 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 18:47:49

処分保留になったことの問題点。「Permissionの警告が出ていれば『意図に反する動作
』に当たらない」という誤った理解が広まること。電話帳アプリは当然、電話帳を読めな
いと実現できない。正当なアプリも警告が出る。どちらなのかは分からない。 #abunai_
appli

keikuma 2012-12-12 18:48:32

Windowsアプリをインターネットからダウンロードして実行すると、警告が出る。警告
が出るからと言って、同意にはならないはず。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 18:49:18

（ハッシュタグ間違えてた。。）警告があれば何でも良いということではない。同意とは
言えないケースも。何故起訴できないのか・・・オフレコ。　#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:49:55

事前に注意書きが表示されていれば個人情報を利用する事が「意図に反する動作」に該当
するのか？ しかし常識的に考えて不正利用をするとは意図しないために刑法に該当する
と思われる。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:53:38

全国電話帳（現在は削除）というアプリが存在したが電話帳を電子化したものと紹介され
ていた。 掲載されている情報は法的に問題ないが最後に注釈でスマートウォンの電話帳
にアクセスすると書かれていた。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 18:53:39

鳥取ループ氏の「全国電話帳」事件。説明の最後に、「加えて、アプリ利用者のアドレス
帳、GPSの情報も利用します。」と書いてあった。 #abunai_appli

次は鳥取ループ氏の件。「全国電話帳」というアプリ（今は削除されてる）。古い電話帳
データを検索できてしまう。個人情報保護法上の問題は鈴木先生から後刻。実はアプリ利
用者のアドレス帳やGPS情報も利用し・・・ようと思ったけど未完成のまま発見された。
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Content from Twitter

tosawada 2012-12-12 18:54:20

#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 18:55:15

いくら自分が気を付けていても、自分の連絡先を登録している人が引っかかったら、自分
のアドレスが漏れてしまう。困ったこと。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 18:56:34

何のためにやっているか、「どれくらい集まるか試したかった」ということだから、犯罪
にあたるという認識があるのではないか。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 18:56:57

最終的には個人の電話帳までも検索して表示するつもりでいたが機能が実装前に判明して
未遂に終わった。 開発者は情報がどれだけ集まるか実験だったと釈明、しかし今度は注
釈をもっと付けて法に触れないようにして再度実行すると予告している。 #abunai_app
li

tosawada 2012-12-12 18:57:20

不正を行うつもりはなかった、試しただけ、とNHK取材に答えたりして挑戦的。Twitter
でもいろいろ発言。何が問題か？と。ちゃんと書いてあるじゃないか、と。騙す意図はあ
ったっぽい。犯罪に当たるようにも見える。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 18:58:30

LINE, comm等も電話帳をアップロードする機能がある。「アドレス帳を利用してLINE
を使っている友達を探しますか？」等と表示されて、選べるようになっている。commも
同様。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 18:59:16

何が違う？「使用目的？利用者の意図？不正な？」 利用者の意図だと思います。 #abun
ai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:00:00

最近普及している大手会社の通信・チャットアプリは電話帳を利用する事が明記されてい
る。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:00:03

LINEやcommにも電話帳をアップロードする機能。説明が出た上で、選択できるように
なってるから「意図に反する・・」には当たらない。黒いケースとどこが違うか？それは
「利用者の意図」。海外でも似たような問題が進行中。#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:00:18

RT @tosawada: LINEやcommにも電話帳をアップロードする機能。説明が出た上で、
選択できるようになってるから「意図に反する・・」には当たらない。黒いケースとどこ
が違うか？それは「利用者の意図」。海外でも似たような問題が進行中。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:01:53

ビジネスロー・ジャーナル2013年1月号の話。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:01:55

これらの場合は説明が出た上で送信するかどうか利用者が選択できるため意図に反する動
作に当たらない。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:02:56

それ以外には、利用者の行動履歴を使うもの。ビジネスロージャーナル2013年1月号の論
稿を見てね。10月号がきっかけ。http://t.co/pQH7FlPh #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:04:24

ミログの話。客層を考慮した基本的なところらの詳細な説明になっております。 #abun
ai_appli

オススメ マイスター トゥギャ通

選挙（ユポ紙を触り）に行こう！
70 users

渡邊芳之先生@ynabe39の「何度でも
言いま.. 167 users

『濱田英明的家庭相簿 Hideaki Hama..

ACE10周年記念 千葉授業づくり研究会
第一部 1 user

「わたしたち」を主語に 19 users

烏賀陽弘道氏「安倍晋三って総理になっ
たら二回総.. 163 users
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keikuma 2012-12-12 19:04:57

app.tv 動画視聴アプリと見せて、実はアプリ起動情報の収集をしている。 #abunai_ap
pli

EC_Network 2012-12-12 19:05:32

本来の機能とは別に他のアプリの動作を記録して送信するアプリが存在する。 端末のＩ
Ｄと共に記録して個人の趣味や傾向などを分析してそれに沿った広告を表示するビジネス
を検討していた。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:05:50

今度はミログの話。動画視聴アプリと見せて、端末内のいろんなアプリをスキャンして、
端末IDと結びつけて収集分析、広告を出すビジネスをしようとしていた。実際はこんなふ
うに行われていました、というお話。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:06:34

app.tv そういうことをやりますという説明があったのか。「利用規約、プライバシーポ
リシーに同意します」というチェックボックスはあった。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:07:59

「app.tvはお客様の情報を取得し、コンテンツの改善に利用致します」で、一般の人がア
プリの起動情報を収集していることが分かるだろうか。しかも、その下に性別と生年月日
の入力画面がある。「性別と生年月日」のことだと思うだろう。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:08:39

利用者の情報を取得してコンテンツの改善に利用するとは書かれていたが通常の利用者は
そこまで情報が送信されることは理解していたか？ 普通に登録した性別や生年月日のみ
の事だと誤解をするので意図に反する利用ではないかと思われる。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:09:30

ミログはちゃんと説明してたと言うけど、「app.tvはお客様の情報を取得し・・・」とし
か言ってない。利用者は、登録に必要な性別と生年月日のことだと思う。これではアプリ
情報を取る説明になってない。捜査はされたが・・。 そして歴史的経緯の話へ。#abun
ai_appli

keikuma 2012-12-12 19:10:55

歴史的経緯。90年代、Webはアクセスログを残すのが当然として始まった。「Webを閲
覧する=履歴を取られる」という社会通念上の同意はあるだろう。しかし、他のサーバの
ログとスーパークッキーやUUID等で連結するとなると話が違ってくるだろう。 #abunai
_appli

EC_Network 2012-12-12 19:11:11

WEBの黎明期には訪問者の情報を記録することが当たり前に行われていたため、アプリ
の時代になっても取得できるものは何でも取得していいという風潮が残っているのではな
いか？ #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:12:58

ミログのSDK。センシティブなアプリ。医療アプリ等に埋め込まれた場合、広告主に例え
ば、ある病気に悩んでいる人からのアクセスだと分かる。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:13:22

そういうことが進んでいくと、スマホアプリ全体が信用を得ることはできなくなってしま
う。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:13:25

そのような風潮が広まってしまうと医療関係など極めてプライベートな情報を扱うアプリ
の普及が阻害される可能性を危惧する。 #abunai_appli

WEBでは昔からアドネットワークやってたというが、モバイルは別。詳しくはBLJで。広
告が埋め込まれていないアプリを使っていても読まれてしまう状況。スマホアプリ全体の
信頼を揺るがす問題。そしてPCでも同様にアブナいプログラムが登場という話へ。#abu
nai_appli
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tosawada 2012-12-12 19:13:43

keikuma 2012-12-12 19:14:39

Tポイントツールバーの事例。検索の履歴が収集されると理解した人が多いと思われるが
、実際には全てのWeb閲覧履歴が収集されていた。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:16:07

スマートフォンの本来の機能とは別に個人情報を送信するアプリと同じようにパソコンで
も同じような機能を持ったブラウザのツールバーが最近問題になっている。 #abunai_a
ppli

keikuma 2012-12-12 19:16:16

「毎日のウェブ検索でポイントが貯まる！」と書いてあるから、ツールバーでの検索でポ
イントが貯まると理解した人が多いはず。実は、全てのWebアクセス履歴(ツールバー経
由でのアクセスかどうかに関係なく)を送信していた。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:16:56

これが合法なのか。世間からの非難を浴びて、サービスを中断した。利用規約に書いてあ
るからと言って適法と言えるのか。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:19:29

Tポイントツールバー。インストールするとアクセスしたサイトのURLを収集すると説明
。検索履歴収集の代わりにポイントもらえると理解した人が多いが、実は見たサイト全部
の閲覧履歴。批判を浴びてやめた。こういう、ちょっとした誤解をさせるやり方は良くな
い。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:20:49

「イノベーションを阻害する」という人が言う。「Googleがやり放題やっているじゃな
いか」と。Googleはすごいサービスを提供して、そこに集まってきた情報からビジネス
を行った。月15円でWeb履歴を収集するのは本末転倒ではないか。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:21:07

こちらは検索したキーワードやそれを元に表示したサイトの情報を送信すると認識されて
いたが、実際にはブラウザでアクセスした全ての情報が送信されていた。 現在は非難が
殺到してサービスが停止中。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:21:32

利用に応じてポイントを付与したりゲームのように記録するなど利用を促す機能が搭載さ
れていた。 しかし実際に搭載されている機能はチープで本来は個人情報の収集がメイン
だったのではないか。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:23:09

Googleと比べてどうこうという話をよく聞くが、こういう、本当にやりたいこと（履歴
を集めたい）と見せ方（ポイントあげます）が乖離した姿は真っ当ではない。次は永久不
滅.comの事例。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:23:43

永久不滅ポイントツールバー。このあたりで問題になった話。 http://t.co/dj5mYvUu 
#abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:26:59

これも、説明と実態のスレがあって世間でww問題にされ、修正された。規約も改訂され
た。きちんと利用者に誤解なく伝えられるかどうかがスマホアプリでも今後の課題。良い
例も次に。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:27:00

スマホの話も同じだが、「誤解なく伝える」ということができているのかという問題があ
る。 #abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 19:28:40

appmomを実例として紹介。収集の事実は分かりやすい。何を収集しているか。しかし
、利用目的は分からない。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:28:42

機能と謳い文句が比較的一致しているアプリもある。 お勧めするアプリを紹介するため
にインストールしているアプリの情報を送信する旨が書かれている。 しかし本当にそれ
だけのために利用しているのか、他社に販売してるのではないかと疑念が残る。 #abun
ai_appli

keikuma 2012-12-12 19:31:09

不正指令電磁的記録に関する罪。保護法益「電子計算機のプログラムに対する社会一般の
者の信頼」。「スマホのアプリは危ない」ということになるのは、社会一般の信頼を損な
う事。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:31:17

端末にあるアプリを収集してサーバに送る、という書き方は直感的に何をされるかわかる
のでOK。利用目的のところがきちんと書けているかは別。ここで不正指令電磁的記録に
関する罪の説明。法益は「プログラムへの社会の信頼」。ビジネスの世界で刑法が出てく
る珍しい例。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:33:19

不正指令電磁的記録に関する罪は、問題とされるのはプログラムの挙動であって、情報が
無断で送出される時点が問題になる。個人情報保護法に個人情報にあたるか否かは問題に
ならない。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:35:37

ミログapp.tvでは、android_idを用いて利用者を識別していた。利用者それぞれを識別
しているが、特定の個人を特定していない。グローバルIDの問題。「ライフログ活用サー
ビスに関する検討について」では、個人情報に準じて扱うべきとしている。 #abunai_a
ppli

EC_Network 2012-12-12 19:36:01

特定個人識別性が無ければ保護の対象ではないのでスマートフォンの固体番号などは保護
の対象ではない。 総務省は業界に自主的ガイドラインの取り組みを促す。 #abunai_ap
pli

tosawada 2012-12-12 19:37:01

個人情報保護法上の個人情報該当性の話。端末IDだって個人識別可能。いろいろ限界の件
は後で鈴木先生から。一方、個人情報に当たらなくても配慮が必要と総務省が提言。米国
の規制に合わせる形でガイドライン。それに基づいてインターネット広告推進協議会ガイ
ドライン。#abunai_appli

sakura_34 2012-12-12 19:37:30

ふむふむ中→ #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:37:30

RT @keikuma: 不正指令電磁的記録に関する罪は、問題とされるのはプログラムの挙動
であって、情報が無断で送出される時点が問題になる。個人情報保護法に個人情報にあた
るか否かは問題にならない。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:37:46

スマートフォン・プライバシー・イニシアチブ。アプリケーション・プライバシー・ポリ
シーの明示を提言。 #abunai_appli

sakura_34 2012-12-12 19:38:24

難しそうだけれど読んでいます。→ #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:39:42

鈴木正朝先生登壇 #abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 19:41:07

刑事規制・民事規制・行政規制がある。個人情報保護法だけではなく、各々の義務を遵守
する必要がある。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:41:33

スマートフォン・プライバシーの紹介で浩光先生おしまい。続いて正朝先生ご登壇。デー
タ連係するためには刑事民事行政規制全部洗っていかないと、という話。秘密漏示罪の紹
介。医薬品販売業者も罪に問われる。#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:42:35

新潟大学大学院 実務法学研究科 教授 鈴木 正朝 様 #abunai_appli http://t.co/i3PrIpU
E

keikuma 2012-12-12 19:42:39

秘密漏示罪に関する話(多分、この辺は固有名詞を書いちゃいけないんだろうな)。 #abu
nai_appli

keikuma 2012-12-12 19:44:07

送信される販売店の情報は、位置情報と見ることもできる。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:45:09

仕組みとしては、医薬品販売業者の取得をもって、ポイントカード運営事業者の取得とみ
ることができるだろう。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:45:15

Tポイントカードの仕組み。運営業者C社は全ての個人情報を持っている。販売店B社のP
OSレジ経由で、どこの店でいつ何を買ったかがC社に送られる。会員番号で個人特定可能
。これは個人情報の取得の委託に当たる。B社はC社の伸びた手。#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:45:39

RT @tosawada: Tポイントカードの仕組み。運営業者C社は全ての個人情報を持ってい
る。販売店B社のPOSレジ経由で、どこの店でいつ何を買ったかがC社に送られる。会員
番号で個人特定可能。これは個人情報の取得の委託に当たる。B社はC社の伸びた手。#a
bunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:47:13

健康ドリンクを買ったという情報も収集されるし、妊娠検査薬、痔の薬、水虫の薬である
という情報も取集されている。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:47:38

事業者は「規約に書いてあるから同意を得ている」と主張している。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:48:49

利用者は全てわかった上で「カードを提示」。しかし販売店店先で商品名はいかない、と
嘘をついていたケースもあり、単にポイントをつけてもらうとしか思っていない利用者も
多いのでは？ここはやはり少しダマシが入っている。これを医薬品でやって良いのか？#
abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 19:49:16

処方箋薬に関しても金額が行っている。年齢性別が分かっている、頻度が分かっている、
薬局も分かっている、金額だけでもかなり意味を持つ情報である。少なくとも、その人が
処方薬をその期間必要としていたということが分かる。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:49:38

販売店とポイントカードの発行会社など個人情報を管理する会社が別れているパターン。
販売店から購入した衣料品等の情報がポイントカードを発行する会社に送られる。 ポイ
ントカードの発行会社はその情報を受け取る事により誰がどんな薬を購入したか把握でき
る。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:50:21

中には購入した商品の情報は送られていないと誤った案内をする店舗もある。 #abunai_
appli

tosawada 2012-12-12 19:51:07

いろいろ問題視されても一切改善しないのは問題。法に触れなければ何やっても良い？い
や法にも十分触れている。ということで個人情報の定義の説明。#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:51:24

利用者はあくまでもポイントを取得するために金額のみを送信していると認識している場
合が多い。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:52:04

個人情報の定義。会員番号は、単なる数字の羅列だが、データベースを持っていて特定で
きるのであれば、番号単体も個人情報となる。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 19:52:22

医薬品などプライバシー性が高い商品にまでこれらのシステムを利用するのは問題がある
のではないか。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:55:36

個人情報とプライバシーの整理。個人情報保護法だけでは、プライバシーの権利を侵害し
うる問題がある。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 19:55:37

データベースもっている企業は識別子（会員番号みたいなもの）単体で個人情報という解
説も。自治体ごとに条例異なる。プライバシー権との関係。プライバシー性の評価は、情
報の価値に着目。個人情報は外形基準。特定個人を識別できなくてもプライバシー性を持
つ情報が存在。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 19:58:31

DBと容易に照合できなくても、プライバシーを侵害する情報があるのではないか。識別
子の強度、悉皆性、唯一無二性、時間軸、空間軸を考えた評価が必要。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:01:03

複数の番号を持っていても、データマイニング技術を使えば、膨大な購入履歴から同一人
物だということが分かる場合があるはず。唯一無二性は、そうやって特定される可能性も
考慮した上で評価されなければならない。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:01:05

RT @keikuma: DBと容易に照合できなくても、プライバシーを侵害する情報があるので
はないか。識別子の強度、悉皆性、唯一無二性、時間軸、空間軸を考えた評価が必要。 #
abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:01:42

容易に照合できない（個人情報の定義外）ものでも、一定の条件を満たす識別子の問題が
最近注目されている。識別子の強度は、悉皆性、唯一無二性の座標で決まる。医療等ID、
マイナンバー、ケータイIDはかなり右上の方に。更に高木説は、使い方の問題。時間軸と
空間軸。#abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 20:02:44

瞬間的な履歴はあまりインパクトを与えないかも知れないが、長期間の履歴、例えば図書
館の貸出履歴は、長期間を見てインパクトを持つ。服のサイズなども。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:04:19

空間軸。同じ番号を複数の事業者で使うとインパクトは大きくなる。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:05:49

分野横断、業界横断で展開されると、ライフスタイルが多面的に分析される。同じ番号を
長期間使うと更に本人との結びつきが強くてヤバい。番号制度の批判は、どこが本当に危
険かをきちんと見ないと。アマゾンのリコメンデーションとどこが違うかを認識しないと
。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:06:16

amazonは一社が扱っているもの。Amazonからリコメンドが来てもびっくりしない。A
mazonが管理を徹底すれば良い。他の会社からリコメンドが来るようなことが問題。 #a
bunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:09:21

簡単ログインの話。バックグラウンドとして、デジタルコンテンツ売るのにケータイIDが
便利だった話。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:11:26

ケータイIDはもともと技術的運用上必要なものだったのだろうが、マーケティングにも使
えることが後からわかってきた。かんたんログインのニーズも生命線。コンテンツ会社は
番号さえわかれば個人情報持たなくても課金代行してもらえる。　#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:11:46

RT @tosawada: ケータイIDはもともと技術的運用上必要なものだったのだろうが、マ
ーケティングにも使えることが後からわかってきた。かんたんログインのニーズも生命線
。コンテンツ会社は番号さえわかれば個人情報持たなくても課金代行してもらえる。　#
abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:12:10

RT @keikuma: 瞬間的な履歴はあまりインパクトを与えないかも知れないが、長期間の
履歴、例えば図書館の貸出履歴は、長期間を見てインパクトを持つ。服のサイズなども。
#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:12:26

RT @keikuma: amazonは一社が扱っているもの。Amazonからリコメンドが来てもび
っくりしない。Amazonが管理を徹底すれば良い。他の会社からリコメンドが来るような
ことが問題。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:13:16

「マイナンバーを民間利用させよ」という人がいるが、あんな面倒なものを使いたいとこ
ろはあんまりない。携帯電話番号なんか使えば済むことは多い。つまり、危険性は同じと
感じる必要がある。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:13:54

データ連携。禁じ手をはっきりしないから、産業振興も消費者保護もうまくいっていない
。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:14:19

コンテンツ社にとっては、ケータイIDは個人識別性のない識別子。だったら購買履歴とセ
ットで売って良いよね？と聞かれる。イヤイヤ。何でもやって良い訳ではない。何をやっ
てはいけないかをはっきりさせることが、消費者保護にも産業振興にも資するはず。#ab
unai_appli

ケータイIDが付いた履歴を集めてくると、ケータイIDが識別子となって、様々な履歴を
集積できる。 #abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 20:16:09

tosawada 2012-12-12 20:17:20

物販会社は商品の送り先情報＝個人情報を持っている。懸賞でも打てば集めるのは容易。
IDとセットで広告価値は非常に高くなる。長期間、同じIDを使うとこんなに危険。#abu
nai_appli

keikuma 2012-12-12 20:17:37

事業者横断的な識別子を使うと、履歴を集めている段階では「個人情報ではない」から、
買ってくることができる。これはまずいんじゃないか。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:20:33

国内はガラパゴス。こんな緩い基準でIT産業がビジネスをやっていると、海外には出てい
けないのだから、産業にも悪影響を与えている。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:21:38

現行法が動かない間は、民法の不法行為でやるしかない。みんなで声をあげよう。薬害オ
ンブズマン会議が要望書を出したらNHKが取り上げる。法規制なくても市場から撤退させ
ることは可能。そうすることが産業の強化につながる。消費者保護の基準が緩いと欧米に
負ける。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:22:07

質疑応答に入ります。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:25:25

SNS時代のプライバシー・個人情報保護 / 適用法はほとんど米国法 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:28:05

フロアから質問：一般企業が法規制されることになった場合、どんな形？正朝：Google
は規約で社内IDを統合。１社で横断的にやってる状態。これにどう対応？SNSの第一ス
テージは全て米国企業。日本の主権の外。国際ルール作りに出ていかないと。#abunai_
appli

keikuma 2012-12-12 20:28:06

日本は国際的なルール・メイキングの舞台から存在感が消えている。Googleサジェスト
機能事件。 #abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:29:03

昨今のネットサービスは米国等、海外の本社が主体で日本の法が適用できない。 日本法
人もあるがサービスを提供していないために対象外。 #abunai_appli

ohesotori 2012-12-12 20:30:34

アプリに限らないですが、規約への同意が有効かどうかが争点になることが多いようです
が、一方で「承諾なしに、本規約を変更することができる」という条項が多数あります。
これは有効なのでしょうか。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:31:00

日本の個人情報保護法の過敏反応がどこから出るのか。日本・EU・米国を比較すると、
ゴミの様な特定個人の識別情報を日本が保護対象にしているから。一方で、日本は識別子
に対する規制は弱い。米国は個別法で情報の価値に着目して規制を掛けている。 #abun
ai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:31:03

本人識別性はないが危ない識別子、米国やEUでは対策が進んでいるが日本ではまだ対策
されていない。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:32:30

（続き）規制のあり方。個人識別性の有無に加え、欧米同様、情報の重要度に応じて規制
する方向。個人識別性のないものも欧米は規制を検討中。日本は業界全て同じ規制なので
副作用＝過剰反応、過小反応の問題が起こる。個別規制とすべき。形式的判断基準から実
質的ーへ。#abunai_appli
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keikuma 2012-12-12 20:33:00

日本は包括法で、銀行も医療機関も製造業も、名刺もセンシティブ情報も同じ扱い。過剰
反応・過小反応が出るのは当然。形式的判断基準から実質的判断に移る必要がある。実質
的判断には、専門性・中立性を持った組織が必要だが。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:35:22

専門的中立的第三者機関が必要。更に、「正直でわかりやすい表示」の義務＆行政の調査
、嘘ついてたら罰則。標準と民間認証の活用。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:36:52

医薬品販売業者たるもの安易な連携をしないコンプライアンスが必要。 #abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:38:15

「規約にあるからOK」というのでは簡単に潜脱できますよね。利用者に本当に理解を求
めるのであれば、都度明示をすべき。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:39:53

Q: C社がきっちり管理していても収集NG？医薬品かどうかで区別できない。 A: 漏洩禁
止は医薬品販売業者にかかる義務でしかない。ちゃんと都度同意を求めるか表示すれば良
いだけ。#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:44:11

RT @keikuma: 医薬品販売業者たるもの安易な連携をしないコンプライアンスが必要。 
#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:44:38

RT @tosawada: Q: C社がきっちり管理していても収集NG？医薬品かどうかで区別でき
ない。 A: 漏洩禁止は医薬品販売業者にかかる義務でしかない。ちゃんと都度同意を求め
るか表示すれば良いだけ。#abunai_appli

keikuma 2012-12-12 20:46:27

識別子と第三者提供の関係。特定個人識別性が「提供者にない→受領者にある」場合、提
供者に現行法では法規制が無い。識別子の性質を把握していない時点の立法だったから。
#abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:46:45

高木先生補足：Tポイントツールバーはオプトが開発した仕組み。第三者提供にならない
ように工夫？している。鈴木先生から、23条の適用関係について補足。渡す方向によっ
て、法の適用が決まる。が、解釈グレーゾーンも。#abunai_appli

EC_Network 2012-12-12 20:49:36

特定個人を識別できる情報でなければ問題がないという判断が日本では大勢だが、特定個
人を識別できる情報でなくとも被害は発生しうる。 諸外国ではそれに気づき対策され始
めている。 #abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:51:00

特定個人を識別できさえしなければ問題ないという考え方は世界の潮流に逆行。ちゃんと
×にすべき（鈴木）。現行法の解釈でなんとか×にならないのか？客観説でできそう（高
木）。識別性の判断主体が条文上、明らかでない。事業者規制法なので予見可能性が重要
（鈴木）#abunai_appli

tosawada 2012-12-12 20:55:41

解釈では厳しい。「誰が」が場当たり的に常に変わる。あり得ない。法改正しかない。連
結可能匿名性も立法なしにやると大混乱（鈴木）。筑波大　石井先生のご報告を紹介。現
行法を整理or全く違う新規立法？（高木）　#abunai_appli

stakezaki 2012-12-12 23:23:36

質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。m(__)m #abunai_appli
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suzukimasatomo 2012-12-13 00:17:59

国際IT財団・ECネットワーク 共催セミナー『プライバシーへの新しい脅威～ポイントカ
ードはどこが問題か / 危ないスマホアプリとは～ 』（秋葉原）で高木浩光氏と報告。そ
の後懇親会。消費者団体のほか、役所、ネット企業、弁護士さんなど幅広くご参加いただ
く。ありがとうございます。

EC_Network 2012-12-13 19:00:37

「プライバシーへの新しい脅威 ～ポイントカードはどこが問題か／危ないスマホアプリ
とは～ #abunai_appli」をトゥギャりました。 http://t.co/xM64lw8v
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