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交通機関の利用履歴の履歴長による本人特定性の検証
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あらまし 個人情報保護においてプライバシ保護は重要であると言われており，利用履歴を匿名化
したとしてもその個人特有の利用履歴がある場合には本人の特定がしやすいと一般的に言われて
いる．この本人特定リスクは利用履歴や乗降履歴の長さが長くなるにつれ，高くなるということ
が知られている．
本研究では大規模な移動履歴である「人の流れプロジェクト」の移動履歴から乗降履歴を生成
し，実際の利用傾向による履歴の分布について考察を行った上で，履歴長と本人特定性の関係に
ついての検討を行い，移動履歴のほとんどが二点間の移動であること，またほぼすべての履歴が
一意であることを示した．
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Abstract Privacy Protection of Trajectories are getting important in now a days. Anonmyitized
trajectories have a risk of Re-Identification, when the link length of trajectory get long.
In this paper, we will discuss uniqueness and Re-Identification risk of single trajectory from
real large scale trajectory database, called People Flow. Our experiment shows about 98% of
those trajectories are unique and most of trajectories are simple pattern. Also discuss about
characteristic of Trajectory data like public transport IC card.

はじめに

になっており，蓄積した位置情報を活用するこ
とで従来は困難であった新たなサービスが次々
近年，GPS を始めとする測位デバイスが携帯
と生まれるようになっている．
機器の機能の一部として搭載されるようになり，
また鉄道乗車券の IC カードが進展し，これ
さらに携帯網の発展により携帯機器が測位した
らの乗車券の利用履歴を用いることで IoT デバ
位置情報をセンター上のサーバに送信し，蓄積
イスの移動履歴と同様に利用者の移動履歴を得
することが現実的になっている．さらにスマー
ることも難しくなくなった．
トフォンとそのアプリケーションや各種 IoT デ
これらの各種 IoT デバイスや IC カードから
バイスの普及によって，一般のユーザから大量
得られる移動履歴情報を活用すれば移動履歴の
に位置情報を収集・蓄積することができるよう
推定ならびに予測を高精度に行うことができる
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と考えられる．
しかしながら，IoT デバイスや IC カードか
ら発生する移動履歴情報はその内容に位置情報
やその移動履歴を含むことから，個人を特定し
うる情報やセンシティブな情報が含まれること
からそのまま利活用することはできない．
すでに，鉄道乗車に関する IC カードの移動
履歴が事業者間で提供されたり [1]，個人の移動
履歴に関するプライバシ保護に関する懸念が示
されるなどの事例も発生している．それらの懸
念に対応するためには履歴を匿名化することに
よって対応を行うことが考えられる．すでに携
帯事業者では位置情報の履歴を匿名化してプラ
イバシ保護を行いつつ統計を行う [2] という事
業が始まっている．
交通履歴データに関しても同様に移動履歴は
プライバシを保護し，個人を特定しないまま移
動履歴を利用するための変換手法が望まれてい
る．我々は都市開発においては最も必要と考え
られる移動者の出発地と目的地の履歴に着目し
て匿名化手法を検討 [3] した．次に必要になる
のは鉄道 IC カードのような移動履歴の匿名化
である．
IC カードの利用履歴に関しては数学モデルに
よるプライバシ検討は行われていたが，大規模
な実データを用いた乗降履歴の分布と個人特定
性に関する議論は従来行われてこなかった．
本論文では，まず 2 章でまず位置情報と移動
履歴に関する匿名化に関して紹介を行う、その
上で従来の移動履歴情報の匿名化に関する研究
はデータ提供者側のプライバシ保護に着目して
おり，移動履歴に対してノイズの形でダミーの
移動履歴を加えるなどの加工を施すなど，デー
タ利用の観点が存在しないという問題があるこ
とを示す．
次に 3 章では移動履歴データとして利用する
「人の流れプロジェクト」の「2008 年東京圏人
の流れデータセット（空間配分版）」の説明を
行う．さらに 4 章ではこのデータを元に移動履
歴の形に変換を行い，移動履歴の傾向に傾向と
個人特定性がどの程度かという検討を行う．5
章では，4 章の実験結果について，データの特
性も含めた議論を行う．

従来の研究

2

まず一般的な履歴データの匿名化について説
明を行う．
個人を直接的かつ一意的に識別する属性，た
とえば氏名 1 ，個人番号 2 などを示し，これを
個体識別属性 と呼ぶ
個人を一意に識別できないとしても複数の属
性を組み合わせると個人を一意的に識別でき
るものもある．たとえば性別，生年月日，住所
などが該当する．これらの属性を疑似識別属性
(Quasi Identifier，以下 QID) と呼ぶ．
あるデータ T から個人が特定できないような
データ T ′ を生成する変換作業を匿名化と呼ぶ．
匿名化の手法としては k− 匿名化 [4] が有名で
ある．k− 匿名化は概念で同一の擬似識別属性
に対して，最低でも n ≥ k のデータが存在する
ように，擬似識別属性を曖昧化する．例えば氏
名情報のみを削除し，会員番号のみを利用する
方法は一般的には仮名化と呼ばれる．仮名化を
行っても個体識別属性が残っていると一意に識
別できるため，仮名化は厳密な意味での匿名化
ではない [5]．また，k− 匿名化の情報では，匿
名化として不十分として，データの種別を定量
的に計る手法 l-diversity [6] や データの全体の
割合傾向を計る手法 t-clossness といった手法も
提案されている [7]．
次に匿名化の位置情報への拡張について述べ
る．位置情報について k− 匿名化を行った例 [8]
は 2003 年に Gruteser らによって報告されてい
る．この例では地点をグリッドごとに区切り，そ
れぞれの地点情報をもとに k− 匿名化が行われ
ている．Gkoulalas-Divanis らによるまとめ [9]
によれば，k− 匿名化の手法は一般的に今ある
データを中心とした区切り方と地形情報を活用
したグリッドベースの区切り方の 2 種類に分け
ることができると主張している．
k− 匿名化の他の匿名化手法としてはノイズ
を混入するという手法が挙げられる．文献 [10]
1

厳密には氏名だけでは同姓同名の個人が複数存在す
る可能性があるが，社会通念では個体識別属性とみなさ
れている
2
各個人に一意に割り当てられている番号，例えば日
本でいえばマイナンバー，米国でいえばソーシャルセキュ
リティーナンバー．
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[11] では実際の位置情報の他に複数のダミーの
位置情報を挿入させることでデータ自体の匿名
性を担保する手法について記述されている．ま
たダミーデータの混入手法についてはより高度
な手法が提案されている，Niu ら提案 [12] によ
ればダミーデータの配置場所を統計的に検討す
ることで，ダミーユーザの現実的な配置が可能
になり，より強固な配置が可能になるとされる．
移動履歴に関してもダミーデータを加えて匿
名化するという手法が提案 [13] されている．こ
の手法はランダムにダミーデータを加えた移
動履歴情報を生成することで，リアルユーザの
データを秘匿化する．しかしながらダミーを利
用する方法では受領した位置情報にダミー情報
がかなりの確率で紛れ込むため位置情報の利用
者側から見るとデータが使いにくいという問題
が発生する．例えば実際の情報に 4 倍のダミー
データを混入した場合，位置情報を的中させる
ことが出来る確率を 20%近くに低下させるこ
とができるが，利用者から見ると 1/5 でしか正
確なデータが存在しないということになる．こ
れは特にビッグデータ処理を前提とした場合に
データ自体の信頼性がなくなること言うことを
意味しているため，データの利用目的によって
はこの手法は使えない．
また移動履歴をグリッド化して k− 匿名化す
る方法はいくつか提案されている山口 [14] の手
法では単一のグリッドで k− 匿名化を実施する
という手法が提案されており，著者ら [3] は可
変グリッドを利用した単体移動履歴の匿名化を
提案している．
一方で乗車のような履歴の匿名化については
菊池ら [15] が数学的モデルにより，鉄道駅の乗
降客数データの分布から類推した移動履歴の匿
名性に関する検討を行っている．
しかしながら大規模な実データを用いた乗降
履歴の分布と個人特定性に関する議論は従来行
われてこなかった．

3

個人特定性と移動履歴の匿名化
要件

本論文の目的は IoT デバイスやスマートフォ
ンの移動履歴を想定した実際の移動履歴を前提
にどの程度の履歴データであれば個人特定性が
存在するかを検討することである．
本章では上記目的を達成するために必要な手
法について我が国の個人情報保護法に照らし合
わせて，個人特定性を失わせることについて検
討し，その上で移動履歴における個人特定性に
ついて検討する．
まず評価データについて説明を行う．その上
で評価実験の結果について説明をする．

3.1

個人情報保護法と個人の特定

2015 年 8 月現在における我が国の個人情報保
護法においては，個人情報とは個人が特定でき
るような情報のほかに，
『（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。）』
という形で他の情報と照合することで個人が特
定できる情報もまた個人情報であるとされてい
る．ここで識別とはそれが誰だかわからないが
特有の１名に分離できるということであり，特
定とはそれが固有の１名を示すこととされる，
ここであるデータ T が存在した場合にそのリ
ストの全項目を QID として k− 匿名化を行った
データ T ′ については，1 つの情報について少な
くとも 2 つ以上の列が該当することから一意に
特定ができないことが知られている．すなわち
データ T の全項目を QID としてに k− 匿名化
による変換を行うことができればその情報につ
いて個人を特定することはできないとすること
ができる．

3.2

移動履歴の匿名化のために必要な要件

昨今，Foursquare や Facebook などの SNS へ
の投稿は位置情報を付加することが可能であっ
たり，地点情報を付加してチェックインするこ
とができるため，別の手段で収集された履歴情
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報や位置情報とデータ処理位行う履歴情報を照
合することで個人を特定することも難しくはな
くなりつつある．そのため個々の履歴情報に関
して，他の情報を用いた場合でも個人を一意特
定しうる状態ではないことが必要ということに
なる．
本研究では上記の事情を鑑みた上で移動履歴
の長さが個人特定性にどのような影響をあたえ
るのかを検討することとする．移動履歴から個
人が特定されるケースを列挙すると以下のよう
なケースが考えられる．

1. その情報自体が個人を特定できる情報を含
む場合
2. 位置情報自体が自宅などを指し示す場合
3. 位置情報と時刻の組み合わせにより個人が
特定される場合
4. 履歴が固有のために個人が特定される場合
今回はこのうち 4 について検討をすることと
する．これは組み合わせ情報が固有であるため
に個人が特定できることである．履歴情報は同
じ ID の履歴をリンクさせることで個人が特定
可能であると指摘をされている．
そこで実際の移動履歴を元にどの程度の履歴
長であれば，個人が特定をされるのかについて
実際のデータを元に検討することとする．

住所詳細を記載していないものをベースとし，
以下に示す空間配分を行った空間配分版とした．
空間配分とはゾーンごとにまとめられた地点情
報について，個々人の位置情報をゾーン範囲内
の建物の分布に合わせて詳細位置に確率的に再
配分し，現実のデータに近づける処理のことで
ある．
表 1 に，人の流れプロジェクトのデータにおけ
る位置履歴情報定義を利用した位置履歴情報の
例を引用する．このデータ定義については実際
のものだが，データ自体に関しては定義に合わ
せて著者が作成したダミーデータとなっている．
この例では 20-25 歳の学生でかつ女性である
ユーザ 12345 は，東京大学構内から徒歩で本郷
三丁目駅に移動し，本郷三丁目駅から新宿駅ま
で移動をした後に，新宿駅から高尾山口駅まで
鉄道で移動し，最後に高尾山山頂まで徒歩で移
動をした，この移動の目的はレジャーであった
ことがわかる．
今回利用したデータセットには本データセッ
トには特定日付の 586882 ユーザ分の移動履歴
が含まれている．この移動履歴のうち，鉄道乗
車券のデータを念頭におき，一日のうち一回で
も鉄道を利用した 188275 人の履歴を用いるこ
とにした．

4

実移動データを用いた移動履歴
データと個人特定性の検討

3.3

使用データについて

今回提案手法の実験を実施するためには現
実的な移動履歴を持ち，人数が多く，なおかつ
ユーザからの同意または個人情報保護上問題が
ないデータを利用する必要がある．そこで上記
の条件を満たすデータとして，東京大学空間情
報科学研究センターの「人の流れプロジェクト」
[16] の「2008 年東京都市圏 人の流れデータ
セット（空間配分版）」のデータを利用するこ
ととした．
今回の実験データは東京都市圏交通計画協議
会が収集したパーソントリップ調査によるデー
タを元にしている．実験データとしては関して
は元のパーソントリップ調査のデータを用いて，

本章では 3 章で示したデータを用いて移動履
歴と個人特定性の関係について検討する．まず
実際のトリップ情報から移動履歴を抜き出す手
法を説明し，その上で移動履歴データの分布に
ついて検討を行う．さらに移動履歴と個人特定
性の関係について考察を行う．

4.1

実験用の移動履歴データの生成

本節では移動履歴データの生成方法を示す．1
のデータを用いる．
まず移動データのうち交通手段が鉄道すな
わち”12”であるものを抜き出す．今回であれば
Trip1 の SubTrip2 が該当である．それぞれの始
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表 1: 人の流れプロジェクトのデータ例 (データはダミーデータ)
ID
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

番号
1
1
1
1
1
1
1

サブ
1
1
2
2
2
3
3

日時
2014/12/10
2014/12/10
2014/12/10
2014/12/10
2014/12/10
2014/12/10
2014/12/10

10:05
10:20
10:20
10:40
12:00
12:00
13:30

経度
139.7619
139.7605
139.7605
139.7001
139.2696
139.2696
139.2436

点と終点 [本郷三丁目] と [高尾山口] を抜き出す．
鉄道乗車券であれば [本郷三丁目] と [新宿]，[新
宿] と [高尾山口] という履歴が残るはずである
が，人の流れプロジェクトのデータが始点と終
点のみが性格に抜き出せる仕様であるため，乗
換駅での乗降履歴については検討にいれること
ができなかった．
抜き出したデータを各ユーザごとに整理を行
う．この場合であれば「12345:[本郷三丁目, 高
尾山口]」であり，このあと渋谷に向かったとす
れば「12345:[本郷三丁目, 高尾山口, 渋谷]」と
なる．
ここで駅数を履歴に関与する駅の数，履歴超
を移動区間の数と定義する．先ほどの [本郷三
丁目],[高尾山口],[渋谷] の 3 駅が履歴にある場合
は移動履歴における駅数は 3 であり，履歴長は
2 となる．今後は履歴長を中心に特定性との関
係を見ていく．
このように整理した各ユーザーの 1 日分の
データを元にその移動履歴が他のユーザの 1 日
の移動履歴と重複しているかどうか？について
検討する．
履歴において個人特定性があるとは，その履
歴が単独であるということであり，同じ履歴が
複数存在すれば個人特定性はないこととなる．

緯度
35.7143
35.7075
35.7075
35.6909
35.6321
35.6321
35.6251

性別
2
2
2
2
2
2
2

年齢
4
4
4
4
4
4
4

職業
13
13
13
13
13
13
13

目的
99
99
99
99
99
99
99

手段
1
1
12
12
12
1
1

履歴の総数はユーザー数にして 188275 ユー
ザ，各ユーザごとの 1 日の履歴を記録している
ため，2 区間の履歴が最も多く，82%の履歴が 2
区間の利用履歴となっている．このうち 146321
件 94%の履歴が自宅最寄り駅→出先最寄り駅→
自宅最寄り駅という経路である．
次に移動履歴のうち，移動履歴が一意である
ものを抽出する．ここでは一日分のデータを蓄
積し，時間については考慮に入れないこととし
た．また，履歴は履歴自体でのマッチングとし，
部分的な履歴が一致するパターン，すなわち [A]
→ [B] と [A] → [B] → [C] についてはそれぞれを
一意とし，重複していないこととする．
この場合に一意である履歴は 184573 件であ
り全履歴の 98%が他の履歴と重複しない一意な
ものであることがわかる．
すなわち乗車カードや IoT による移動履歴単
体をそのまま利用した場合は時刻情報を削った
としても日単位で 98%の移動履歴は単一であっ
て，他の履歴と区分されるため，ユーザを外部
観察できていれば個人を特定することができる
ことになる．

4.3

データ量を半減させた場合の移動履
歴データ

??節で生成した移動履歴データは一意のデー
タが 98%となっていた．一意のデータがお多い
まず各ユーザの履歴を履歴長ごとに整理する． のは移動履歴のユーザ数が少なすぎるためなの
鉄道を利用した移動について 1 日のデータを履
か？それともユーザ数とは関係がないのか？前
歴長とその数で整理すると表 2 と図 1 に示す． 記の疑問を調査するためにユーザ数を半減させ
のようになる．
た実験データを生成して比較することとした．

4.2

実データからの移動履歴データの生成
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表 2: 移動履歴数と履歴長
履歴長
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

履歴数
8000
154997
17396
6257
1132
370
79
37
5
1
1

一意履歴数
7410
152122
17188
6229
1131
370
79
37
5
1
1

個人特定率
92.6
98.1
98.8
99.6
99.9
100
100
100
100
100
100
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表 3: データ量を半減させた場合の移動履歴数
と履歴長
履歴長
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

履歴数
3985
77332
8770
3090
554
196
45
19
1
1
1

一意履歴数
3972
77197
8765
3087
554
196
45
19
1
1
1

個人特定率
99.7
99.8
99.9
99.9
100
100
100
100
100
100
100
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図 1: 移動履歴数と履歴長
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図 2: データ量を半減させた場合の移動履歴数
と履歴長

半減したデータを生成するにあたってはラン
• 移動履歴データの履歴と個人特定性につい
ダムに生成することとし，ユーザ ID を奇数/偶
て
数で分けるようにした．それ以外の方法は移動
履歴データと同じである．
• 履歴数と個人特定性の関係について
今回はユーザ ID が奇数のユーザを抽出し，
• 履歴長と個人特定性の関係について
生成した履歴データの特性を表 3 と図 2 に示
す．ユーザ数は 93994 人であり，ユーザー数の
49.9%をカバーしている．
5.1 移動履歴データの履歴と個人特定性
全数の移動履歴に比べて，一位履歴の数が増
について
え，個人特定率が上がっていることがわかる．
場合の数が増加するためであり，結果としては
本説では，生成した移動履歴データから履歴
妥当であることがわかる．
の一意性と個人特定性に関して議論を行う．
今回の履歴生成では一日分の移動履歴をまと
めて，履歴としている．その上で移動履歴自体
5 移動履歴と個人特定性に関する が一意であるかどうかを判断した．この方法に
は二点ほどの問題がある．ひとつは短い履歴が
考察
より長い履歴の部分を構成した場合である．も
本実験結果を受けて，移動履歴データと個人
う一つは乗換駅の存在である．
特定性に関して以下の三点で考察を行う．
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履歴が部分一致した場合，今回は異なる履歴
として扱っている．部分一致した部分について
は一意でないと判断するほうが自然ではあるが，
その場合は一致していない部分を前の履歴と当
区分するのか？という問題が発生する．履歴と
しての linkability を考慮しない場合には部分一
致した履歴と，残りの部分履歴を分離する形に
なる．そのような分離した履歴で問題がないか
どうか？についての検討が必要である．
また今回調査した結果では，90%近いの移動
履歴が自宅最寄り駅，目的地の往復，または自
宅最寄り駅から複数の目的地，最後に自宅最寄
り駅という形での移動であった．このタイプの
移動履歴に関しては履歴長 3 以上の移動履歴が
履歴長 2 の移動履歴に部分一致する可能性は低
いことを考慮する必要がある．
もちろん両方共，一意の履歴であることから
２つの履歴が削除されるのであれば，部分一致
した部分だけでも残すべきという考え方は理解
できる．個人特定性も考慮した上で必要な区間
を抽出する方法については議論が必要である．
次に今回の履歴独特の制限として，一つの移
動目的自体の発駅と着駅でしか評価ができない
という問題があげられる．これは人の流れプロ
ジェクトのデータと大本のパーソントリップデー
タが乗換駅を考慮していないことが原因である．
対策としてはデータ生成時に可能性のある経路
を探索する方法が考えられる．
例えば [千歳烏山] から [東京テレポート] とい
う経路の場合は [千歳烏山] から [京王新宿]，[新
宿] から [大崎]，[大崎] から [東京テレポート] と
いう履歴を生成する必要がある．
ただし，鉄道乗車券の経路をエミュレートす
る場合は直通運転または改札内 (ラッチ内) 乗り
換えのような乗車券に履歴が残らない乗換方法
についても考慮する必要がある．先の例で言え
ば [大崎] に関しては直通運転かつ改札内乗り換
えであるため，乗り換えの履歴には入れないよ
うな処理を行う必要がある．
このような場合に問題なく，乗車カードの履
歴同様の経路を抜き出す方法については検討が
必要であると考えられる．

5.2

履歴数と個人特定性の関係について

次に履歴のデータ数に関してである．今回は
ユーザ数が 60 万人弱，鉄道利用者数が 19 万人
弱のデータを用いたがそのほとんどの利用履歴
が一意であるという結果であった．ユーザー数
を 9 万人強とした場合はさらにそれ以上の率で
一意であった．
この点から明らかなことは一日の総利用者数
が 10 万人オーダではほぼすべての利用履歴が
一意であるということである．特にパーソント
リップ調査の場合はある程度特定の集団に調査
票を配布しているという事実 (すなわちより重
複は起こりやすい) を考慮に入れても，この数
では足りないとかんがえられる．
実際の移動履歴をそのまま利用し，ID を仮
名化するだけで個人が特定されないというには
現在のデータ量では望み薄であり，なんらかの
データ加工が必要ということを示唆している．
データの増加量を考えると少なくとも百万人
オーダ，できれば千万人オーダが必要と考えら
れる．
ただし広域東京圏の人口は四千万人程度，毎
日鉄道を利用するユーザの数を考えると非常に
非現実的な想定となる．すなわち何らかの形で
の匿名化かそれ以外の手法が必要とかんがえら
れる．

5.3

履歴長と個人特定性の関係について

著者が行っている検討 [3] によれば，すべて
の移動が履歴数 1 であるとした場合にはエリア
広域化の手法を用いずとも 6-7 割程度の移動に
ついては k 匿名化ができることを確認している．
また著者らのグループは linkability を失わせ
た履歴長 1 の移動履歴については個人特定率は
25%程度であること調べている．すなわち一日
の移動履歴すべてではなく，特定の履歴部分を
抽出すれば匿名性を保つことは可能である．
一方，購買や移動に関してはユーザの志向を
理解するためにもある程度の履歴長が履歴長が
必要であると言われている．しかしながら 18 万
人のデータでなおかつ履歴長が 2 であるデータ
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であっても重複しない可能性が極めて高いこと
をこの実験データは示している．

6

まとめ

本論文では近年の ICT 技術の発展に応じて，
スマートフォンのアプリケーションや IoT デバ
イス，特に IC カードの移動履歴に関してその
個人特定性の検討を行うことを目的に，個人が
特定されないという個人情報保護法への対応に
関する検討を行った．
そのうえで移動履歴から個人が特定されない
ために必要な項目を検討し，とくに履歴の長さ
に関する検討が必要であることを説明した．
さらに東京大学空間情報科学研究センターの
「人の流れプロジェクト」の「2008 年東京圏人
の流れデータセット（空間配分版）」のデータ
を利用して，鉄道の利用履歴のデータを生成し，
履歴のほとんどが自宅最寄り駅→目的地→自宅
最寄り駅の 2 点の往復であること，また 98%の
データが一意であり，履歴データをそのまま加
盟化して用いた場合は個人特定がなされやすい
状態であることを示した．
さらに移動履歴のに関する部分一致の可能性
について検討し，履歴長が 2 以上である移動履
歴に関して，一意性を減少させる方法に関する
検討が必要であることを示した．今後は履歴長
を維持しつつ，個人特定性の少ない匿名化手法
に関する研究を進めていきたい．
なお，本研究は東京大学空間情報科学研究セ
ンターの「人の流れプロジェクト」との共同研
究である．データの整備並びに提供を行ってい
ただいた空間情報科学研究センター各位に感謝
する．
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