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情報銀行における安全なプログラム送付型オファー配信方式
の提案
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概要：個人からの信頼で成り立つ情報銀行においては，個人から委任されたパーソナルデータの悪用や漏
洩の問題を起こさぬよう安全性を高める必要がある．事業者に提供するデータを集計・匿名化するなどし
て問題発生時に個人が被る損害を抑える方法は存在するが，データを提供する以上，問題が発生するリス
クを低減することは難しい．情報銀行から提供されたパーソナルデータを事業者が分析することで個人に
とって有用な商品やサービスの広告などをオファーとして配信する機能が注目されていることから，本稿
では，オファーを個人へ配信したい事業者が作成した配信対象個人を指定するプログラムを情報銀行で実
行し，その結果に基づいてオファーを配信することで，事業者へのデータ提供無しで安全にオファーを配
信する方式について検討する．また，同方式において，悪意ある事業者が個人と結託することで他の個人
のデータを盗取する攻撃を提示し，この攻撃を検出可能なプログラム送付型オファー配信方式を提案する．
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A Proposal of Secure Remote Oﬀering Service for Information Bank
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Abstract: An information bank sharing personal data among businesses with a data subject’s consent is
required to be secure. Thus, the information bank must prevent abusing or leaking personal data. There are
several methods to reduce the damage suﬀered by the data subject from data abuse or leakage, such as data
aggregation or anonymization. However, it is diﬃcult to prevent them from their own happening once sharing it with businesses. This paper focuses on security of an oﬀering service in the information bank, which
oﬀers useful information or services to the data subjects based on businesses’ targeting by shared personal
data. We devise a remote oﬀering service enabling businesses to target them without sharing personal data.
Moreover, we present the threat that malicious business can obtain the information of a specific data subject
by colluding with other data subjects in the remote oﬀering service, and propose a method detecting this
threat.
Keywords: Information Bank, Privacy, Remote Execution, Oﬀering Service

ビリティ）を高めて、パーソナルデータの流通・

1. はじめに

活用を促進するという目的の下、本人が同意した

近年，パーソナルデータ（PD）の新たな流通の仕組みと

一定の範囲において、本人が、信頼できる主体に

して情報銀行が注目されている．総務省および経済産業省

個人情報の第三者提供を委任するというもの。

によれば，情報銀行は以下のように定義されている [1]．

この定義に従い，現状検討されている情報銀行の多くは，

「情報銀行」は、実効的な本人関与（コントローラ

PD を利活用したい事業者からの要望に応じて個人の同意
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の範囲内で PD を提供する機能を有する．この他の機能と
して，個人の PD を集約してグラフ等で可視化する機能や，
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ある個人が本人であることを事業者が確認できるサービス

を有する情報銀行が多く採用されている [2]

など，PD を利活用した様々な機能が提案されている．情

*1 ．

本稿では，情報銀行におけるオファー配信機能に着目し，

報銀行による PD 利活用の促進によって，大量の PD に基

システム面の工夫によって安全性を向上する方法について

づくビッグデータ分析や，個人の詳細な PD の分析による

述べる．まず，安全性を向上する方法として，事業者へ提

サービスの最適化が可能となり，社会全体の利益向上が期

供する PD を集計・匿名化し，データの悪用や漏洩時に個

待されている．

人が被る被害を抑える方法が考えられる．しかし，データ

PD の第三者提供を委任する個人からの信頼で成り立つ
情報銀行においては，個人が受ける損害の程度によらず，

を提供している以上，事業者による PD の悪用や漏洩の発
生リスクを低減することは難しい．

PD の悪用や漏洩の問題が発生しないよう安全性を高める

そこで，情報銀行が保有する PD を分析してオファー配

必要がある．悪用や漏洩の種類は多々存在するが，本稿に

信対象の個人を指示するプログラムを事業者に送付しても

おける悪用においては，情報銀行に特有の要件として「個

らい，プログラムを情報銀行で実行した結果の指示にした

人が同意した利用目的外の PD 利用」を主に検討する．例

がってオファーを配信（以下，プログラム送付型オファー

えば，
「個人へクーポンを配信するため」という利用目的に

配信）する方式について検討する．事業者へ PD を提供

個人が同意して購買データを提供しているとき，事業者が

しないため，PD の悪用や漏洩の発生リスクを低減したオ

その購買データ（を含むデータセット）に基づいて個人へ

ファー配信機能を実現できる．しかし，この方式特有の脅

クーポンを配信するのと同時に，他の商品やサービスの広

威として，ある個人と結託した悪意ある事業者が，結託個

告を配信することは悪用にあたる．このほか，情報銀行は，

人と攻撃対象の個人の両者の PD を用いてオファー配信指

財産状況や病気の状態など，金融や医療の分野における個

示を意図的に変更する攻撃用プログラムを情報銀行に送付

人の機微な情報を扱う場合も考えられ，金品の詐取や身体

することで，攻撃対象の個人のデータを盗取する脅威（以

に危険が及ぶような犯罪につながることも懸念される．ま

下，結託攻撃）がある．そこで本稿では，プログラムによる

た，本稿における漏洩は，個人の同意が無いにも関わらず事

PD の利用に一定の制限を加えることで，結託攻撃に対し

業者に PD が渡ることを指す．例えば，情報銀行から PD

て安全なプログラム送付型オファー配信方式を提案する．

を提供された事業者が他の同意されていない事業者へその

PD を第三者提供した場合や，集約した自身の PD の可視
化機能にのみ同意をしている個人の PD を情報銀行が不注

本稿の主な貢献は，次のとおりである．

• 事業者への PD 提供無しで，個人の PD に基づくオ
ファー配信を実現する，プログラム送付型オファー配

意で事業者へ提供してしまった場合などは漏洩にあたる．
これに対し，政府/IT 連は「情報銀行」認定制度を構築
し，制度の面から安全性を確保している．具体的には，情
報銀行および PD 提供先の事業者のセキュリティ基準やガ
バナンス体制に関して一定の水準を求め，さらに，PD を提

信の検討（4.1 節）

• プログラム送付型オファー配信において発生する脅威
である事業者と個人の結託攻撃の提示（4.2 節）

• 複数個人の PD の利用時には事業者がその作成方法を
指定した集計データを介すようにし，その集計データ

供した先の事業者が原因で個人に損害が発生した場合は情

に少量のノイズを加えてプログラムを複数回試行する

報銀行が損害賠償責任を負う規定によって情報銀行による

ことで攻撃用プログラムを検出する安全なプログラム

事業者の監督を促している．しかし，強固なセキュリティ
システムや厳格なガバナンス体制であったとしても，内部
不正や意図せぬデータ流出を完全に防ぐことは難しい．特

送付型オファー配信方式の提案（5 章）

• 提案方式の実用性の評価として，PD の分析による
典型的なオファー配信の実施を妨げないことの検証

に，情報銀行が事業者のデータ管理・運用のすべてを実効

（6.3 節）

的に監督することは困難であるため，事業者を含めた安全
性向上の実現には制度の他にも技術的な対策が求められる．
事業者による PD 利活用を伴う情報銀行の機能の一つ

2. 関連研究

に，事業者が PD を分析して個人の趣味嗜好などを把握す
ることで，個人にとって有用な商品やサービスの広告など
をオファーとして的確に配信するオファー配信機能があ
る．Cookie を用いた仮名の Web 履歴から配信先個人を決
める「行動ターゲティング広告」などの現状の情報配信と
比べて，情報銀行が保有する大量かつ詳細な PD に基づく

PD の悪用や漏洩を抑制する方法に，第三者が PD を要
求する際のクエリを監査し，クエリへの応答結果によって
個人識別等のプライバシー侵害が発生しないことを確認
した上で PD を提供するクエリ監査という方法がある．ク
エリ監査は，オフライン監査とオンライン監査に大別され
る [3], [4]．オフライン監査は，受け取った複数のクエリへ

オファー配信機能の効果は高いと期待されている．総務省
委託の情報銀行の実証実験においても，オファー配信機能

*1
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提案されている 6 つの情報銀行事業のうちの 5 つにおいて，クー
ポン配信や広告配信などの何らかのオファー配信機能が提供され
ている．

表 1: プログラム送付型集計・匿名化を利用したオファー配信とプログラム送付型オファー配信の概要
hhhh
hhhh
(i) プログラム送付型集計・匿名化
hhhh
(ii) プログラム送付型オファー配信
hhh
を利用したオファー配信
h
h
プログラムの作成者

事業者

事業者

プログラムの実行者

情報銀行

情報銀行

プログラムの入力

パーソナルデータ原本のデータセット

パーソナルデータ原本のデータセット

分析方法に応じたデータの有用性を

個人毎にオファー配信の有無が

保ちながらも個人識別が困難なデータセット

指示されたデータセット

プログラムの出力
出力されたデータセットの利用者

事業者

情報銀行

オファー配信対象個人を指示する方法

情報銀行に属性を伝えて指示

プログラムの出力結果で指示

個人が PD の利用に同意する対象

事業者

事業者が作成したプログラム

情報銀行から事業者へのデータ提供の有無

有

無

の応答によるプライバシー侵害の有無を判定する [5] ．オ

活用に合わせた匿名化の方法をプログラムとして送付でき

ンライン監査は，これまでに送られてきたクエリを記憶し

るようにし，そのプログラムに従って匿名化することで，

ておき，そのクエリを加味した上で，いま送られてきたク

データの有用性を保持しつつ匿名化した PD を提供する．

エリへの応答によるプライバシー侵害の有無を逐次的に判

この方法を適用した情報銀行において事業者は，情報銀

定する．プライバシー侵害が起こると判定してクエリ応答

行から受け取った集計・匿名化された PD のデータセット

を拒否する場合であっても，クエリ応答を拒否したという

を分析し，オファー配信の効果が高そうな個人の属性を情

結果によってプライバシー侵害が発生する可能性がある点

報銀行へ指示してオファーを配信する（表 1(i)）．事業者

でオフライン監査と異なる．これに対し，プライバシー侵

へ提供する PD が集計・匿名化されていることから，PD

害が発生しない場合でもクエリ応答を拒否する仕組みに

の悪用時に個人が受ける損害を抑えたオファー配信機能を

より，クエリ応答の拒否によるプライバシー侵害を防ぐシ

実現できる．しかし，事業者へ PD を提供する必要があり，

ミュレータブル監査がある [6]．しかし，これらの方法で

事業者による PD の悪用や漏洩の発生リスクを低減するこ

は，計算量の問題から，クエリへの応答結果によって生じ

とは難しい．

るあらゆるプライバシー侵害を防ぐことは難しい．そのた

そこで，事業者への PD 提供無しでオファー配信を可能

め，プライバシー保護要件の緩和やクエリの種類の限定，静

とすることで，PD の悪用や漏洩の発生リスクを大きく低

的なデータベースの想定等の制限が必要となり，オファー

減できるプログラム送付型オファー配信（表 1(ii)）につい

配信時の PD 分析に現実的に必要な程度の量や詳細性を持

て 4 章以降で述べる．

つデータセットを提供できない恐れがある．
一方，事業者へ提供する PD を集計・匿名化し，個人が
識別されない程度にデータを加工して提供することで安全

3. パーソナルデータの分析によるオファー
配信

に PD を提供する方法がある．集計・匿名化では，加工後

PD の分析によるオファー配信では，集計データを作成

のデータの有用性を保ちながら抽象化や撹乱などの処理

することで，サービスや商品の共起や相関を分析したり，

を行うことが望ましい．これを実現する手法として，事業

オファー配信の効果が高そうなグループの指定を実施する．

者へ提供する PD を事業者が作成したプログラムに従って

表 2，表 3，表 4 に集計データの具体例を示す．例えば，

オーダーメイドに集計・匿名化（以下，プログラム送付型

表 2 からは，サービス 1 を利用した個人はサービス 2 を利

集計 [7]・匿名化 [8]）することで，分析方法に応じたデー

用する確率が高い（82%）ことが分析できるため，サービ

タの有用性を保ちながら集計・匿名化する仕組みがある．

ス 2 を提供している事業者は，サービス 1 を利用していて

プログラム送付型集計は，政府統計データの提供に用い

サービス 2 を利用していない個人へオファーを配信するこ

られている仕組みである [9], [10]．例えば，ルクセンブル

とが効果的であると予想できる．表 3 からは，商品 B と年

クのプログラム送付型集計システムの LISSY では，データ

収に正の相関関係がみられるため，商品 B を販売している

分析者が R 言語等で記述したプログラムを送付すると，プ

事業者は，商品 B のオファーを年収の高い個人へ配信する

ログラムを実行して作成された集計データを提供する．こ

ことが効果的であると予想できる．また，グループの指定

のとき，予め定めておいた提供データの秘匿性に関する基

に関して，
「高所得者（年収 2500 万円以上）向けの駅近辺

準に従って，ノイズ付与等の秘匿化手法を施した上でデー

のマンションのオファー」を配信したい場合，オファー配

タを提供する．また，プログラム送付型匿名化は，機械学

信の効果が高そうなグループは「高年収の割合が最も多い

習等で個票データを利活用したい第三者が自身のデータ利

駅近辺のグループ」であると予想できるため，表 4 を作成
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表 2: 共起分析用の集計データ（人数）
サービス 1 利用

サービス 2 利用

あり

なし

あり

620

380

なし

140

5000

情報銀行
𝐷

個人𝑖

事業者

4.1-1 PDの利用目的に同意
4.1-2 プログラム𝑓 𝐷 とオファーを送付

4.1-3 𝑓 𝐷 を実行してオファー配信有無
の指示𝑜𝑖 を取得

4.1-4 𝑜𝑖 に従いオファーを配信

表 3: 相関分析用の集計データ（人数）
商品購入経験

年齢

年収

商品 A

商品 B

商品 C

0-9歳

132

108

0

10 - 19 歳

118

129

0

20 - 29 歳
..
.

129
..
.

98
..
.

1
..
.

90 - 99 歳

91

87

0

0 - 99 万円

43

2

0

100 - 199 万円

58

5

0

200 - 299 万円
..
.

51
..
.

9
..
.

0
..
.

2500 万円以上

46

59

1

1210

760

1

購入合計人数

図 1: プログラム送付型オファー配信の流れ
との連携を制限するサンドボックス上で f (D) を実行し，
出力 oi (∈ O) を得る（4.1-3）．oi に従って個人へオファー
を配信する（4.1-4）．
ここで，プログラム送付型オファー配信の例を表 3 を用
いて述べる．商品 B のオファーを配信したい事業者が，商
品 B と年齢や年収との相関に基づいて効果的にオファー配
信するためのプログラムを作成することを想定する．プロ
グラムでは，商品 B の購入経験人数と，年齢および年収に
関する集計データを作成し，相関を分析する．集計データ
から，商品 B の購入経験人数と年収の間に高い正の相関が
判明する．そこでプログラムは di を参照し，年収が高い

表 4: グループ指定用の集計データ（人数）

個人から優先的に oi ← 1 を実行する．プログラム実行後，

駅近辺に位置

a駅
年収

b駅

c駅

···

2500 万円未満

1392

1928

872

···

2500 万円以上

5

14(割合最多)

0

···

情報銀行は oi = 1 の個人 i へオファーを配信する．

4.2 結託攻撃
結託攻撃とは，事業者へ PD を提供しないはずのプログ

した後に，高年収の割合が最も多い b 駅近辺にいる個人へ

ラム送付型オファー配信の仕組みにおいて，結託個人を介

オファーを配信すると考えられる．このほか，集計データ

して他の個人のデータを盗取する攻撃である．攻撃者の知

にすることが困難な時系列データなども合わせて分析する

識は様々考えられるが，本稿では，特定個人の情報の悪用

際には，集計データだけでなく個々人の PD を同時に参照

や漏洩を大きなリスクと考え，以下で述べる攻撃を想定

することも考えられる．

する．
攻撃者には情報銀行を利用する個人の中に結託している

4. プログラム送付型オファー配信

個人（以下，結託個人）が少なくとも 1 人はおり，攻撃者

本章ではまず，プログラム送付型オファー配信の流れと，

は結託個人 x(= [x1 , x2 , . . . ]) へのオファー配信有無の結果

そこで発生する脅威である結託攻撃について述べ，最後に，

を知ることができる．また攻撃者は，攻撃対象の個人が情

結託攻撃を抑制可能であるものの事業者のオファー配信の

報銀行を利用していることを知っており，D において攻撃

自由度が低減してしまう単純方式について説明する．

対象の個人を特定できるデータを持つ．個人を特定できる
データとしては，性別，年齢，購買履歴，乗降履歴などを
組み合わせたデータが考えられる．また，攻撃対象の個人

4.1 オファー配信の流れ
図 1 にプログラム送付型オファー配信の流れを示す．情
報銀行は，「オファー配信の有無を事業者が作成したプロ
グラムが判断するため」という PD の利用目的に個人 i が

を y ，y のデータ（レコード）を dy とおき，攻撃者が dy か
らの盗取を試みるデータを Iy とおく．Iy の内容としては，
「y の年収が 2500 万円以上」などが考えられる．

同意した属性のみのパーソナルデータ di をレコードとす

攻撃者は，情報銀行へ送付した攻撃用プログラム内で，x

るデータベース D を持つ（4.1-1）
．事業者は情報銀行に対

へのオファー配信の有無を指示する ox (= [ox1 , ox2 , ...]) の

し，D を自由に分析して個人 i に対するオファー配信有無

値を判定する条件分岐の条件として Iy を利用することで，

の指示 O = {oi |oi ∈ {0, 1}} （0:配信無，1:配信有）を出力

y のデータを盗取する．具体的には，まず攻撃者は，dy に

するプログラム f (D)，およびオファーを送付する（4.1-2）
．

関して Iy が真であることを意味するときの ox のルールを

情報銀行は，インターネットへの接続や，他のプログラム

定めておき，ox がそのルールを満たしているかを判定す
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る関数 R を用意する．ルールには，ox のパターンに規則



個人𝑥1

性を持たせるものや，ox のスカラ値の総和や平均などの

情報銀行
𝐷

個人𝑦

攻撃者
𝐼𝑦 : 𝑦の年収が
2500万円以上

4.2-1 PDの利用目的に同意

統計値を決めておくものが考えられるが，ここではパター
ンを用いる方法を例に挙げて述べる．

4.2-2 𝑨（= 1 ）を決定

攻撃者は，dy に関して Iy が真であることを意味する結

4.2-3 攻撃用プログラム𝑓 ∗ 𝐷 とオファーを送付

託個人へのオファー配信有無のベクトルのパターン A を

4.2-4 𝑓 ∗ 𝐷 を実行してオファー配信有無
の指示𝑜𝑥1 （= 1）を取得

あらかじめ定め，1 を真，0 を偽とするルールを以下のよ

4.2-5 𝑜𝑥1 に従いオファーを配信

うに定義する．


1 (o − A = 0)
x
R(ox , A) =
0 (otherwise)

4.2-6 𝑥1 へのオファー配信結果を確認して
𝒐𝒙 （= 𝑜𝑥1 ）を作成
4.2-7 𝑅 𝒐𝒙 , 𝑨 = 1となり𝐼𝑦 が真であると確信

(1)

図 2: 結託攻撃の流れ
攻撃者は，y を特定するデータによって di が dy であるこ
とを確定した後に「dy に関して Iy が真なら ox ← A，偽

［制限 2］ oi の値を決めて他の個人へのオファー配信有無

なら ox ̸= A となる任意の ox を生成」という条件分岐処

oi′ (i ̸= i′ ) の決定に移る際には，プログラム内

理を記述した攻撃用プログラム f ∗ (D) を作成し，オファー

の全変数を初期化する

∗

と共に情報銀行へ送付する．情報銀行は f (D) を実行し，
その出力である oi に従ってオファーを配信する．攻撃者
は，x へのオファー配信の結果を知ることができるため，

ox を自身で作成できる．このとき，R(ox , A) = 1 なら dy
に関して Iy が真であることを確信でき，y のデータの盗取
が完了する．
ここで，表 3 の状況下で結託攻撃の流れを説明する
（図 2）
．攻撃対象の個人 y の年収は 2500 万円以上であり，
商品 C を購入したのは y だけである．攻撃者は y を特定
するデータが「商品 C を購入した」であることを知って
おり，Iy は「y の年収が 2500 万円以上」である．また，
結託個人 x は 1 人（x = [x1 ]）であるとし，A = [1] とす
る（4.2-2）
．攻撃者は，
「商品 C を購入した」というデータ
を条件分岐に利用して di が dy であることを確定し，「dy
に関して年収が 2500 万円以上が真なら ox ← [1]，偽なら

ox ← [0]」とする攻撃用プログラムを情報銀行へ送付する
（4.2-3）
．情報銀行が攻撃用プログラムを実行すると，y の
年収は 2500 万円以上であるため ox ← [1] となり，ox1 = 1
を得る（4.2-4）．情報銀行は，ox1 に従い x1 にオファーを
配信する（4.2-5）
．攻撃者は x への配信結果から ox を作成
する（4.2-6）
．R(ox , A) = 1 となり，攻撃者は Iy が真（y
の年収が 2500 万円以上）であることを確信する（4.2-7）
．

［制限 1］は，di の内容に応じた oi′ (i ̸= i′ ) の決定を制限す
ることで，結託個人への配信パターン（4.2 節の A）を利
用した攻撃を防ぐ．［制限 2］は，現時点のオファー配信
数の記憶を制限することで，結託個人への配信有無（ox ）
のスカラの統計量を利用した攻撃を防ぐ．
以上の単純方式によって結託攻撃を抑制可能であるが，
集計データによる分析ができなくなるなど，事業者のオ
ファー配信の自由度が低下する．これに対し 5 章では，［制
限 1］に着目し，プログラムが個人へのオファー配信の有
無を決める際，個人の PD の参照に加えて事業者が指定し
た方法で作成した集計データの参照を可能とすることで自
由度を高め，さらに，このとき生じる結託攻撃を検出でき
る安全なプログラム送付型オファー配信方式を提案する．

5. 提案方式
5.1 アイディア
提案方式は，事業者のオファー配信の自由度を維持する
ため，事業者が指定した方法で作成した集計データの参照
を許す（図 3）．情報銀行が用意した属性や集計の仕方を
プログラムで選択できるようにすることで，例えば表 2，
表 3，表 4 のような集計データの作成を可能とする．
しかしこのとき，集計データから個人が特定され，結託
攻撃が成功する脅威が残る．例えば，4.2 節で述べた具体

4.3 結託攻撃を抑制する単純方式
4.1 節で述べた基本的なプログラム送付型オファー配信
では，プログラムが D を自由に利用できることから，結託
攻撃が容易に成功する．これに対し以下の制限を加えるこ
とで結託攻撃を抑制可能である．

例と同じ状況を想定すると，表 3 と同じ集計データを作
成し，商品 C を購入した年収 2500 万円以上が 1 人のとき

ox ← [1] とすれば，結託攻撃が成功する．
5.2 結託攻撃を検出可能なプログラム送付型オファー配
信方式

［制限 1］ プログラム内の PD に係る処理において，ある
個人（i）のオファー配信の有無（oi ）を決める

提案する結託攻撃を検出可能なプログラム送付型オファー

際には同個人の PD（di ）のみしか参照できない

配信方式は，正当な事業者が集計データから得る情報はマ

ようにする（集計データも不可）

スな統計情報であり，それぞれのセルの人数がたかだか 1
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個人𝑖

情報銀行
𝐷

事業者

4.4-1 PDの利用目的に同意
4.4-2 集計データ𝑠の作成指定𝑔 𝐷 ，
プログラムℎ 𝑠, 𝑑𝑖 ，オファーを送付
4.4-3 𝑔 𝐷 を実行して𝑠を取得

図 3: 提案方式のアイディア

4.4-4 𝑠の𝑛個の全セルに-1のノイズを
付与して𝑠𝑗′ 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 を生成

4.4-5 すべての𝑖, 𝑗についてℎ 𝑠𝑗′ , 𝑑𝑖 を実行
′
して𝑜𝑗,𝑖
（および𝑶′𝒋 ）を取得

人減少しても事業者の望むオファー配信対象個人の指示に

4.4-6 すべての𝑖について結託個人判定
′
関数𝐶𝑖 𝑜𝑗,𝑖
を実行して総和を取得

は問題が無い，という前提に基づいて攻撃を検出する．
図 4 に提案方式の流れを示す．事業者は，集計データ s
の作成指定 g(D) と，s および di を入力としてオファー配

′
4.4-7’ 𝐶𝑖 𝑜𝑗,𝑖
の総和が𝑚なら，𝑶′𝒋 からランダム
に選んだ出力結果に従いオファーを配信

信の指示 O を出力する h(s, di )，およびオファーを情報銀
行に送付する（4.4-2）
．情報銀行は，g(D) から s を作成し
（4.4-3），s の値が 1 以上の n 個の全セルへ −1 だけのノイ

′
4.4-7 𝐶𝑖 𝑜𝑗,𝑖
の総和が𝑚でないなら，
オファー配信の結果を変化させる等
の対処を実施

図 4: 結託攻撃を検出可能なプログラム送付型オファー配
信方式の流れ

ズを 1 試行で 1 回ずつ付与する処理（値が 0 のセルへはノ
イズ無し）を n 回繰り返して s′1 , s′2 , ..., s′j , ..., s′n（s と s′j は

1 人分の人数差）を生成する（4.4-4）．すべての i, j につい

く予定である．

て h(s′j , di ) を実行し，出力 o′j,i を得る（4.4-5）
．i が結託個
人であると判定したとき”1”，そうで無いとき”0”を返す結
託個人判定関数

Ci (o′j,i )

を次のように定義する．


1 (∑n o′ が，0 または n)
j j,i
Ci (o′j,i ) =
0 (otherwise)

結託攻撃を抑制する方法として，図 3（I）の集計データ
から攻撃対象の個人が特定されないよう何らかの対策を施
すアプローチが考えられる．

(2)

例えば，集計データからの個人識別を防ぐために，k 人

ここで，o′j,i について，個人が m 人いるとき，各個人への出力

[

]

を要素とする n 個のベクトルを Oj′ (= o′j,1 , o′j,2 , . . . , o′j,m )
とおく．

∑m
i

Ci (o′j,i ) = m なら，Oj′ の中からランダムに

出力結果を一つ選択し（例えば O1′ ），その結果に従って

∑m

オファーを配信する*2 （4.4-6，4.4-7）．

i

Ci (o′j,i ) ̸= m

なら，Ci (o′j,i ) = 0 である結託個人と予想される個人へオ
ファーを配信する際に，その配信の有無を確率的に変化さ
せる等の対処を施す（4.4-6，4.4-7’）．

以下のセルがある場合は集計データを開示しない方法や，
集計データが差分プライバシー基準を満たすようノイズを
付与する方法 [11] が考えられる．しかし前者の方法は，結
託個人によって攻撃者に回避されてしまう．例えば表 3 の
商品 B に関して，年収が 2500 万円以上のある 1 人を除い
た 759 人が結託個人であった場合，集計データは公開さ
れ，結託攻撃は成功する．また後者の方法は，差分プライ
バシー基準の範囲において結託攻撃を防ぐことができる
が，差分プライバシー基準の設定に明確なやり方が無い点

6. 考察

や，統計データに大きな誤差が生じる可能性が示唆されて
いる点 [12] から，実利用には課題が残ると考える．

6.1 結託攻撃を検出した後の対処
提案方式では，結託攻撃を検出後，結託個人と予想され
るオファー配信を停止するのではく，オファー配信の有
無を確率的に変化させる等の処理を施す．これは，シミュ
レータブル監査 [6] で指摘されている問題と同様に，「オ
ファー配信が行われなかった」という事実から，攻撃対象
の個人の情報が盗取される可能性があるためである．この
問題に対しては，同じ攻撃用プログラムが繰り返し送付さ
れること等も考慮し，プログラム送付型オファー配信の仕
様の制限やその具体的な対処方法について今後検討してい
*2

6.2 結託攻撃を抑制する他のアプローチ

攻撃用プログラムが結託個人の人数を参考にして集計データの総
人数を把握できる場合があり，その場合において，攻撃用プログ
ラムが −1 のノイズ付与を検知し，ノイズが付与されているとき
だけ出力を意図的に変動させないことで，攻撃検出を回避できて
しまう．これを抑制するため，Oj′ から一つ選択した出力結果を
用いる．

6.3 提案方式の有用性
まず，4.2 節の攻撃例を参考に，提案方式が結託攻撃を
検出可能であることを示す．攻撃者は，商品 C について，
「商品購入経験と，年齢（10 歳刻み，100 歳未満）および
年収（100 万円刻み，2500 万円以上は一括）の集計データ
を作成」という旨の集計データ作成指定 g(D) と，攻撃用
プログラム h∗ (s, di ) を送付する．これにより作成される集
計データ s は，表 3 の商品 C に関する列である．ここで，
上から順に年齢 0-9 歳のセルにノイズを付与した集計デー
タを s′1 ，年齢 10-19 歳のセルにノイズを付与した集計デー
タを s′2 ，のようにノイズ付与集計データを作成していき，
最後に年収 2500 万円以上のセルにノイズを付与した集計
データとして s′36(=n) を作成する．すべての i, j に対して
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表 5: すべての i, j で h∗ (s′j , di ) を実行した出力結果 Oj′
O1′

O2′

···

Oj′

···

′
O35

′
O36(=n))

0

···

0

···

0

0

0
..
.

0
..
.

···

0
..
.

···

0
..
.

0
..
.

x1
..
.

0
..
.

0
..
.

0
..
.

1
..
.

m

0

0

···

0

0

···

0

..
···

.

..

0
..
.

.
..

···

.

0

.

1
2
..
.

..

i

[2]

[3]

[4]

h∗ (s′j , di ) を実行した出力結果 Oj′ は表 5 のようになる．こ
∑m
のとき，Cx1 (o′j,x1 ) = 0 であり， i Ci (o′j,i ) = m − 1 ̸= m
となるため，提案方式は攻撃を検出可能である．

[5]
[6]
[7]

次に，正当なプログラムに対する提案方式の挙動につい
て検証する．事業者が集計データを用いるのは，マスな統
計情報を分析し，共起分析や相関分析，グループ指定など

[8]

を実施するためである．そのため，集計データのある一つ
のセルへ −1 という少量のノイズを付与したくらいでは事

[9]

業者の望むオファー配信対象個人の指示には影響が無いと

[10]

考えられる．例えば表 2 であれば，各セルにそれぞれ −1
のノイズを付与しても共起の確率は最大で 0.1%ほどしか

[11]

変動しない．ただし，ノイズ付与が分析結果に与える影響
は，集計データの内容やその用途などによって変化する．
一般には集計データが有意な程度にデータ量が多い場合に

[12]

は少量のノイズ付与が分析結果に与える影響は軽微である
と考えるが，今後の検証が必要である．

7. おわりに
本稿では，情報銀行において事業者による PD 分析に基
づくオファー配信を安全に実現する方法としてプログラム
送付型オファー配信について検討し，そこで発生する脅威
として結託攻撃について述べ，結託攻撃を検出する安全な
プログラム送付型オファー配信方式の提案および考察を
行った．
事業者への PD 提供無しで事業者による PD 分析および
オファー配信先個人の指示を可能とする提案方式は，事業
者へ PD を提供してオファー配信先の個人を指定させる方
式と比べて安全性が向上するため，高い安全性が求められ
る情報銀行のオファー配信方式として有用であると考える．
今後は，正当なプログラムと結託攻撃用プログラムを用
いた実験による結託攻撃検出の精度の評価，および，結託
攻撃を抑制可能な他のアプローチとの比較実験によるオ
ファー配信結果の評価などを実施し，提案方式の有用性を
さらに検証していく予定である．
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