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はじめに 

ビッグデータがビジネスとして注目されるようになった2011年以降、モノのインターネ

ット（Internet of Things、以降IoT）や人工知能（Artificial Intelligence、以降AI）、

ロボティクス等の技術的な進展により、収集されるデータはますます増加するとともに、

これら多種多様なデータの利活用による価値創出や超スマート社会の実現への期待が高ま

っています。 

経済産業省が2017年5月にまとめた「新産業構造ビジョン」[1]も、データの利活用が新

たな産業構造システムの構築に必要であると指摘しています。その中でも、パーソナルデ

ータ1については生活者からの関心が高い状況にあり、プライバシーの保護が求められると

しています。 

 株式会社 日立製作所の情報・通信システム事業関連部門（以降日立）では、このような

パーソナルデータの価値を引き出すためには、個人のプライバシーに十分に配慮すること

が不可欠であるという認識に立ち、個人やお客さまの安全・安心に寄与するべくプライバ

シー保護に積極的かつ先行的に取り組み、多数の業務に対応してきました。さらに、日立

は、これらの経験に基づくノウハウをビジネスにおいて活用・展開していくとともに、安

心・安全なデータ利活用に関する社会的なコンセンサスの醸成のために広く情報発信を行

い、意見を頂きながら改善していくことが必要と考えています。 

 本書では、パーソナルデータの利活用を検討されている事業者の方に向け、日立がプラ

イバシー・バイ・デザイン[2] の概念2 を基本としながら実施しているプライバシー保護の

具体的な取り組みをご紹介します。本書が広く読まれ、事業者の方々に参考にして頂くこ

とを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名称等の固有名詞は、各社の登録商標、商標、あるいは商品名称です。  

                                                   
1 個人に関するデータの総称であり、個人情報保護法上の個人情報に該当するかどうかを問

わない。 
2 システムやビジネスプロセスの設計段階からプライバシー対策を考慮し、企画から保守ま

でのライフサイクル全体で一貫したプライバシー保護を行うという考え方。 
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1. パーソナルデータ利活用とプライバシー 

1.1 背景 

IoTや AI等、ITの発展により、パーソナルデータを含む多種多量のデータの収集・解析

が可能になりました。これらの技術を活用することで、新たなビジネスが創出され、社会

課題の解決に向けた取り組みが推進されています。 

我が国では、2016年に閣議決定された第 5期科学技術基本計画[3]において、Society 5.0

による超スマート社会3の実現が重点テーマの一つとして示されました。このような超スマ

ート社会では、サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）が融合され、様々なモノがネ

ットワークでつながり、パーソナルデータを含む多種多量のデータが流通、活用され、新

たなサービスや価値が創出されます。 

センサー等を用いたデータの収集やAI等を用いたデータの解析、あるいは解析結果の現

実世界へのフィードバック等の場面においては、様々なパーソナルデータが関連するため、

その際にプライバシーの保護が求められることになります。 

  

                                                   
3 「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々な

ニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、

地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」

とされている。 
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1.2 パーソナルデータに関わる法制度等 

前述のような背景を踏まえ、各国にて国民・消費者のプライバシー保護に配慮しつつ、

豊かな社会を実現するための制度面の整備、見直しが進められています。 

我が国では、パーソナルデータの利活用を推進しつつ、個人情報を適切に保護すること

を目的とし、個人情報の保護に関する法律が改正されました（以降改正個人情報保護法）

[4]。EUにおいては、一般データ保護規則（General Data Protection Regulation、以降

GDPR）が 2016年に採択され、2018年より施行される予定です[5]。また、アジア太平洋経

済協力（以降 APEC）では、国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、参加国・

地域において APEC越境プライバシールール（Cross Border Privacy Rules、以降 CBPR）の

システム整備を推進しています[6]。 

 

表 1-1 パーソナルデータに関連する制度整備 

制度 地域 概要 

個人情報の保

護に関する法律 

（改正個人情

報保護法） 

日本  2015年9月に改正個人情報保護法が成立、2017年5月に全面施行し

ました。 

 パーソナルデータの利活用の観点から、匿名加工情報に関する規定が新

設されています。 

 グレーゾーンへの対応のため、個人識別符号を含む個人情報の定義の明

確化、新たに要配慮個人情報の規定が設けられています。 

一般データ保護

規則 

（GDPR） 

EU  欧州では、これまでデータ保護指令が存在していましたが、欧州全体で統

一的な対応を促進するとともに、IT等の環境変化への対応を図るため、

2016年に一般データ保護規則が採択されました。 

 同規則では、個人の権利強化として新たに削除権、データポータビリティの

権利等が規定されています。 

 我が国とEUは、2017年7月、円滑な個人データ移転のための相互認証

に向けて努力を継続する方針を公表しています。 

APEC越境プラ

イバシールール 

（CBPR） 

APEC  APECでは、2004年に加盟国における整合性のある個人情報保護への

取り組みの推進およびデータ流通の促進を目的にCBPRが制定されまし

た。 

 CBPRシステムは、国境を越えてAPECプライバシー原則への適合性を認

証する仕組みとして構築された制度です。 

 CBPRシステムには、2017年10月時点で、米国、メキシコ、カナダ、韓国

および日本が参加しています。 
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1.3 個人情報とプライバシー 

ここでは、個人情報とプライバシーの関係について整理します。 

個人情報は、個人情報保護法において定義されており、2017年 5月 30 日に全面施行され

た改正個人情報保護法では、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、次のいず

れかに該当するものとされています。 

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。） 

 個人識別符号4が含まれるもの 

また、改正個人情報保護法では新たに、個人情報から特定の個人を識別かつ復元できな

いよう加工して得られる匿名加工情報の取り扱いが規定されました。匿名加工情報は、個

人の権利利益を保護したうえで、パーソナルデータの利活用に資するものとして期待され

ています。 

一方で、プライバシーについては、法令上の定義はありません。判例等を参照すると、「個

人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公開されない自由」などと解されています。

しかし、昨今の IT等の進展に伴い、このような判例において認められてきたプライバシー

権に加えて、個人が自身のパーソナルデータの利活用について自ら決定できることや、事

業者によるパーソナルデータの利活用にあたって個人が不安や違和感を覚えないことなど

が期待されるようになってきています。 

このようなプライバシーに関する情報と個人情報は重複している部分もありますが、両

者は必ずしも一致しておらず、パーソナルデータの利活用を安全・安心に推進するために

は、個人情報保護とともに、プライバシー保護にも配慮することが必要です。 

            

     

図 1-1 パーソナルデータ、個人情報、プライバシーに関する情報の関係性 

                                                   
4 個人の身体的特徴を変換した符号や個人に割り当てられた番号等。今回の改正で、個人識

別符号のみを取り扱う場合でも個人情報としての対応が必要になることが明確化された。 
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1.4 プライバシー・バイ・デザイン 

プライバシー・バイ・デザインは、カナダオンタリオ州の元プライバシーコミッショナ

ーであるアン・カブキアン博士によって提唱されたものであり、データのライフサイクル

全体で一貫したプライバシー保護を行うための考え方です。 

プライバシー・バイ・デザインでは、以下の 7原則が提案されています。 

 

表 1-2 プライバシー・バイ・デザインの 7原則 

№ 原則 

1 事後的ではなく事前的 プライバシー侵害の救済策を考えるのではなく予防策を考える。 

2 デフォルト設定 デフォルト状態のシステムやビジネスプロセスでプライバシーが保護される。 

3 設計に組み込まれるプライ

バシー 

設計段階からシステムやビジネスプロセスにプライバシー対策が組み込まれる。 

4 ゼロサムではなくポジティブ

サム 

セキュリティ対策等とプライバシー保護はビジネスとのトレードオフではなく、

Win-Winの関係である。 

5 最初から最後まで データのライフサイクル全体でプライバシーが保護される。 

6 可視性と透明性 プライバシー対策は全てのステークホルダーから可視的、透明である。 

7 利用者のプライバシー尊重 システムやビジネスプロセスの設計者、管理者は、利用者のプライバシーを最

大限に尊重する。 

出典：Information & Privacy Commissioner, Ontario「7 Foundational Principles」 

 

プライバシー・バイ・デザインは、2010年に開催された第 32回プライバシーコミッショ

ナー国際会議5にてプライバシー保護に不可欠な要素であるとされ、EUの一般データ保護規

則等、各国の政策検討の際に参照されるなど、プライバシー保護施策の世界的な標準とな

りつつあります。 

パーソナルデータを利活用する際に、個人のプライバシーを尊重し、プライバシーの侵

害を予防するという概念は重要です。日立においてもパーソナルデータの利活用に関する

事業の展開にあたって、プライバシー・バイ・デザインの考え方を基本としています。 

  

                                                   
5 各国のデータ保護機関、政府機関、事業者および研究者等が参加し、国際的な個人データ

保護の促進や強化等についての議論や情報交換を行う会議。 
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２．日立におけるプライバシー保護の取り組み 

2.1 プライバシー保護の取り組みの概要 

プライバシー保護の取り組みの経緯 

日立では、2012 年 6 月、ビッグデータからの新たなビジネス価値創出を支援する「デー

タ・アナリティクス・マイスターサービス」の提供を開始しました[7]。これに併せ、今後

のビッグデータビジネスにおいてパーソナルデータの重要性が高まることを見据え、プラ

イバシー保護の取り組みについて検討を始めました。この検討結果を受け、2013 年 5 月に

は、ビッグデータビジネスを担うデータ・アナリティクス・マイスターサービスにおいて

プライバシー保護の取り組みを強化し[8]、その内容をホワイトペーパーにまとめて公表し

ました[9]。 

その後、データの利活用が様々な産業分野に拡大してきたことから、2014 年 7 月には、

プライバシー保護の取り組みを情報・通信システム事業関連部門全体に拡大しました。 

プライバシー保護に対する基本的な考え方 

パーソナルデータには、個人情報保護法に定義される個人情報だけでなく、プライバシ

ーに関する情報が含まれます。パーソナルデータの安全・安心な利活用を図るためには、

従来の個人情報保護対策に加え、プライバシー保護対策が必要です。 

個人情報を含むデータを取り扱う場合、まずは、個人情報保護法を遵守することが必須

です。株式会社日立製作所ではプライバシーマークを取得していますので、JIS Q 15001に

基づき構築している個人情報保護マネジメントシステムに従ってデータを取り扱います。

日立では、これら個人情報保護対策だけでなく、パーソナルデータを取り扱う際にプライ

バシー・バイ・デザインの概念に基づくプライバシー保護対策の取り組みを進めています。 

このプライバシー保護の取り組みは、日立が事業主体としてパーソナルデータを取り扱

う場合だけでなく、業務委託により日立がお客さまの事業を支援する際にも適用します。

プライバシー保護の取り組みを通じて培ったノウハウを活用し、お客さまがパーソナルデ

ータを利活用する際にも、お客さまと協力して対応策を検討し、プライバシーリスクの低

減に取り組んでいます。 
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2.2 プライバシー保護に関する組織・制度の構築 

日立では、パーソナルデータの安全・安心な活用を組織全体で推進するため、プライバ

シー保護のための組織・制度を構築しています。 

具体的には、「パーソナルデータ責任者」および「プライバシー保護諮問委員会」を設

置したうえでプライバシー保護方針や規則、具体的なルールを整備し、体系的にプライバ

シー保護対策に取り組んでいます。 

日立における具体的な取り組み 

 プライバシー保護に関する組織 

   日立では、パーソナルデータの取り扱いを統括する者として「パーソナルデータ責

任者」を設置しており、情報・通信システム事業関連部門の CIO6がこれを担っていま

す。また、本取り組みの中核となる組織としてプライバシー保護諮問委員会を設置し

ており、プライバシー保護に関する知見を集約し、社員からの相談対応、助言等を行

っています。なお、実際の業務においてプライバシー保護対策を実施するのは個々の

社員です。 

 プライバシー保護に関する規則・マニュアル 

日立では、パーソナルデータの取り扱いに関する規則を制定し、個々の社員向けの

マニュアルを整備しています。マニュアルでは、プライバシー保護のための具体的な

プロセス、留意事項等を解説することで、個々の社員がプライバシー保護対策を運用

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 プライバシー保護に関する組織  

                                                   
6 Chief Information Officer、最高情報責任者 
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2.3 プライバシー影響評価の実践 

日立では、パーソナルデータを取り扱うにあたって、プライバシーへの影響を事前に評

価したうえで、プライバシーの侵害を防ぐための対策を講じています。 

このプライバシー影響評価は、パーソナルデータを取り扱う業務を担当する社員が実施

しますが、リスクの判断に悩む場合や評価の結果リスクが高いと判断された場合には、プ

ライバシー保護諮問委員会が確認および承認を行ったうえで業務を開始します。 

日立では、これまで多くの業務でプライバシー影響評価を実施しており、その件数は、

2014 年より年々増加し、2016 年度の実績は約 120 件/年に及びます。対象となった業務分

野も、金融、公共、社会インフラ、産業・流通等、多岐に渡っています。 

日立における具体的な取り組み 

 プライバシー影響評価の内容 

プライバシー影響評価を実施するにあたっては、法制度や技術の動向、昨今の問題

化事例から得られる示唆、後述する意識調査から得られた知見等を参照して作成した

チェックリストを使用しています。このチェックリストは、様々な業務でプライバシ

ー保護対策を実施した実績に基づき、評価と改善を行っています。 

 プライバシー影響評価によるリスクが高い業務の把握 

日立では、プライバシー影響評価を通じてリスクが高い業務を把握できるようにし

ています。これにより、リスクが高い業務についてはプライバシー保護諮問委員会が

支援を行い、適切にリスクの低減策を講じています。 

 業務形態に応じたプライバシー影響評価 

日立におけるプライバシー影響評価の特長として、日立が業務主体となってパーソ

ナルデータを取り扱う場合と、業務委託でお客さまのパーソナルデータの取り扱いを

支援する場合で異なるチェックリストを用意しています。これは、プライバシー保護

のために考慮するべきポイントがそれぞれの場合で異なるためであり、業務形態に応

じて適切にリスク評価を実施しています。 

 

表 2-1 プライバシーリスクが高い業務の例 

プライバシーリスクが高い業務 

 プライバシー性が高いパーソナルデータ（健康に関する情報、主として未成年から取得した情報、詳細

な位置情報 等）の分析を伴う業務 

 本人からの同意取得が困難な状況でパーソナルデータを取得する業務（カメラやセンサー等） 

 パーソナルデータの分析結果に基づき、個人にターゲティングした情報配信を行う業務  等 
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2.4 業務プロセス全体でのプライバシー保護対策 

プライバシー保護は、プライバシー影響評価を実施して完結するものではなく、パーソ

ナルデータを取り扱う業務プロセス全体で適切な対応が必要です。 

そこで、日立では、パーソナルデータを取り扱う業務を「①データの取得・変換」、「②

データの蓄積」、「③データの分析・活用」、「④データの廃棄・返却」といったプロセスに

分け、各プロセスにおいて特有のプライバシーリスクを踏まえたプライバシー保護対策を

実施しています。 

このプライバシー保護対策は、業務委託でお客さまのパーソナルデータの取り扱いを支

援する際にも適用しており、お客さまの事業におけるプライバシーリスクの低減に貢献し

ています。 

日立における具体的な取り組み 

 各プロセスにおけるプライバシー保護対策 

プライバシー保護のためには、パーソナルデータの取得に際して個人への説明や同意

取得が重要であり、「①データの取得・変換」プロセスにおいて適切な対策を講じてい

ます。なお、IoTの進展に伴い、明示的な同意を得ることが困難な状況でパーソナルデ

ータを取得する機会が増えており、適宜対策を見直しています。 

また、プライバシー保護のためには、パーソナルデータの利活用に際して個人の権利

利益を保護することが重要であり、「③データの分析・活用」プロセスにおいて適切な

対策を講じています。なお、データ分析の高度化・自動化が進む一方で EU におけるプ

ロファイリング規制が注目されるなどの対外動向を踏まえ、適宜対策を見直しています。 

 

表 2-2 各プロセスにおけるプライバシー保護対策の例 

プロセス プライバシー保護対策 

データの取得・変換  あらかじめデータの利用目的を特定し、利用目的の達成に必要以上のデ

ータは取得しないこと。 

 個人から直接データを取得する場合には、実施内容を丁寧に説明し、同

意取得すること。 

 カメラやセンサー等でのデータ取得など、同意取得が困難である場合は実

施内容について丁寧に通知又は公表を行うこと。 等 

データの分析・活用  データの分析は、予め個人に説明または通知された利用目的の範囲内で

あること。 

 本人からの同意がない限り、データから個人を特定しないこと。 

 本人からの同意がない限り、データから個人の機微な属性（健康状態や

経済状態、人事考課等）の推定は行わないこと。 等 
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2.5 開発業務におけるプライバシー保護対策 

プライバシー・バイ・デザインの概念はシステムやサービスの設計段階からプライバシ

ーへの配慮を求めており、日立では、パーソナルデータを取り扱うサービスやソフトウェ

アについて、その開発の段階からプライバシー保護対策を講じています。 

これは、日立が提供するサービスやソフトウェアを利用されるお客さまにおいて、プラ

イバシーを保護しながら業務を推進いただくための取り組みです。 

日立における具体的な取り組み 

 サービス／ソフトウェア開発におけるプライバシー・バイ・デザイン・ハンドブック 

日立では、開発の際にプライバシー保護の観点で配慮すべき事項を整理したハンド

ブックをまとめています。パーソナルデータを取り扱うサービスやソフトウェアの開

発時に、開発担当者がプライバシーに関する意識を高め、プライバシー保護対策を踏

まえながら開発が行えるようにしています。 

また、ハンドブックでは、サービスやソフトウェアの提供時にそれらを利用するお

客さまが注意するべき事項も整理しており、お客さまが主体となってデータを取り扱

う場合も、日立からプライバシー保護のための情報提供ができるようにしています。 

 

表 2-3 開発におけるプライバシー・バイ・デザイン・ハンドブックの内容（一部抜粋）  

区分 内容 

開発の際に 

配慮するべき 

事項 

 開発計画時に、想定されるプライバシーのリスクを整理する。 

 設計時に、プライバシー保護のために望ましい機能の実装を検討する。 

 個人がパーソナルデータに関する同意状況を確認、変更できる機能 

 個人が自身のパーソナルデータを参照、修正、削除等できる機能 等 

 パーソナルデータの取得対象となる個人への通知または同意取得のため、分かり易

い説明文のサンプルを作成する。 等 

提供の際に 

お客さまに 

申し伝えるべき

事項 

 パーソナルデータの取得対象の個人に対し、データの取り扱いについて通知等する必

要がある。 

 次のようなパーソナルデータの取り扱いは、プライバシー保護の観点から望ましくない。 

 個人に通知等せず取得したパーソナルデータを利用すること 

 個人に通知した範疇を超えてパーソナルデータを利用すること 

 個人にとって知られたくない属性を推定すること 等 

 あらかじめパーソナルデータの保存期間を定め、期間が過ぎたデータは廃棄することが

望ましい。 等 
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2.6 生活者のプライバシー意識調査の継続実施 

プライバシーのリスクは、評価主体がリスクの直面者ではないため、リスクに直面する

生活者がプライバシーに関して何を期待しているのかを常に考えなければなりません。 

日立では、様々な社外活動を通じてプライバシー保護に関する情報収集に努めており、

継続して実施している「ビッグデータで取り扱う生活者情報に関する意識調査」もその取

り組みの一つです。 

このような取り組みを通じて把握した生活者の意識の変化や最新の知見に基づき、プラ

イバシー保護対策の内容を適宜評価・改善しています。 

日立における具体的な取り組み 

 日立・博報堂「ビッグデータで取り扱う生活者情報に関する意識調査」 

日立と博報堂は、パーソナルデータの利活用が進む中で個人の意識の変化を定量的

に把握することを目的とし、継続的に意識調査を実施しています。2013 年の第一回、

2014年の第二回に引き続き、2016年に第三回目の調査を実施しました[10]。 

2016年度の第三回目の調査においては、最新の技術動向として IoTや AIに対する期

待や不安等について調査し、事業者としての対応方針を検討しています。 

 

Q：IoT においてプライバシー上の懸念とされていることについて、あなたのお考えをお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

Q：人工知能においてプライバシー上の懸念とされていることについて、あなたのお考えをお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 第三回ビッグデータで取り扱う生活者情報に関する意識調査結果（一部抜粋）  
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2.7 プライバシー保護教育の実施 

適切にプライバシー保護を行いつつパーソナルデータの利活用を推進していくためには、

組織や制度を整備するだけでなく、社員一人一人がプライバシーについての重要性を理解

し、プライバシー保護対策を実践することを心がけることが重要です。 

そこで、一般社員向け教育や管理者向け教育等、個人情報保護とプライバシー保護に関

する教育を階層別に行い、社員のプライバシー保護に対する理解向上のための取り組みを

実施しています。 

また、これら教育に加え、プライバシー保護の取り組みを進めながら把握した法制度や

技術、ビジネスの動向等について情報共有を推進しています。 

日立における具体的な取り組み 

 個人情報保護に関する教育 

日立では、個人情報保護マネジメントシステムを構築しており、個人情報保護に関

する社内教育にて、全社員が個人情報保護について学習し、業務を推進する上で必要

な知見を身に付けています。 

 プライバシー保護に関する教育 

日立では、一般社員向けの e ラーニング、管理者向けの教育、業務においてパーソ

ナルデータを取り扱う実務者向けの集合教育等を実施しています。これらの教育にお

いては、プライバシー侵害が問題化した事例やケーススタディによる演習にて学習を

進めることで、パーソナルデータの利活用におけるプライバシー保護対策の重要性に

ついて理解を深め、プライバシー保護対策を実践しています。 

また、プライバシー保護諮問委員会が支援を行った業務を事例化して共有すること

で、社員の一層の理解向上に役立てています。 
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３．日立におけるプライバシー保護対策の事例 

3.1 ヒューマノイドロボットによる案内業務の実証実験 

概要 

現在、我が国においては、様々な場面でロボットの活用が検討されており、日立におい

ても、ロボットを活用した新たなサービス等の開発を進めています[11]。当該事例は、空

港機能施設内に設置したロボットが、施設利用者からの問いかけに応じて、案内情報用の

ディスプレイ等と連携して案内するという実証実験です。 

施設管理者は実証実験の場所を提供するものであり、実証実験の実施主体は日立です。 

取得するパーソナルデータ 

ロボットには、カメラやマイクが搭載されており、案内を希望する施設利用者と対話を

行うために画像データおよび音声データを取得します。取得するデータには、人の顔画像

が含まれます。 

パーソナルデータの利用目的 

本実証実験において、画像データは施設利用者がロボットに話しかけてきたことを検知

し、対話を開始するために利用します。この場合、同一人物の検出等は不要であり、本実

証実験では顔認証は実施しません。また、音声データは、テキスト化したうえで、問いか

け内容を理解して回答を作成するために利用します。 

これらに加え、両データとも、実証実験後、問いかけに対して適切な回答ができたかを

評価し、ロボットの性能や要素技術を向上させるために利用します。 

プライバシー保護のための対策 

日立は、このようなロボットの活用において映像や音声が記録されていることや、それ

らデータが研究開発に用いられることは、まだ一般の人々が容易に想定できる状況にはな

いと考えました。 

そこで、個人情報を取得する際の義務規定である利用目的の通知または公表に対応する

だけでなく、施設利用者のプライバシーに配慮し、実施主体、取得データの内容、データ

の保有期間、第三者提供がないことや問い合わせ先等を掲示物により告知しました。なお、

この掲示物は、施設利用者がロボットのカメラやマイクがデータを取得するエリアに入る

前に認識できる位置に設置するようにしました。さらに、この実証実験においては、施設

利用者等からの問い合わせに迅速に対応できるよう、相談窓口や対応者を配置しました。 

次に、当該事例における掲示物のイメージを示します。ただし、これはあくまで当該事

例における掲示物であり、同じロボットを使う実証実験であっても実施主体や目的、取り

扱うデータ等が異なる場合には、異なる掲示物になります。  
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図 3-1 ヒューマノイドロボットによる案内業務の実証実験における掲示物のイメージ 
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3.2 組織の活性化や生産性向上を支援するサービス 

概要 

近年、HRテック（Human Resourcesと Technologyを組み合わせた造語）が着目されてお

り、従業員データの分析による組織の活性化が期待されています。日立は、名札型ウエア

ラブルセンサーを用いて従業員の行動データを計測し、AI による分析を通じて組織の活性

度や従業員の方々の関係性を可視化し、活性化のための改善施策を提案するサービスを提

供しています[12]。 

当該サービスでは、お客さまが実施主体となり、日立はお客さまに名札型ウエアラブル

センサー等の機器を貸し出し、分析を代行します。 

取得するパーソナルデータ 

日立の名札型ウエアラブルセンサーは、赤外線センサーと加速度センサーを備えており、

従業員の方々が当該センサーを身に着けて業務に従事することで、誰と誰が何分間会話し

たか、座っているか歩いているか、エリア内に設置したビーコンとの連携によりどこに滞

在しているか、といったデータを取得します。 

パーソナルデータの利用目的 

取得された従業員データは、お客さまの要望に沿って必要な属性情報等と組み合わせ、

日立独自の手法により解析することで、組織の状態を把握したり、生産性や働きやすさ向

上のための施策を検討することに利用します。 

プライバシー保護のための対策 

日立は、組織の活性化等を支援するために従業員の行動データを取り扱いますが、従業

員個人を特定する情報はお客さま側に閉じているべきと考えました。 

そこで、当該サービスの提供においては、日立は特定の個人を識別できる情報、健康状

態に関する情報等をお客さまから取得しない方針としています。日立は、センサーの IDと

行動データを分析し、従業員氏名とセンサーの ID の対応表はお客さま側にて管理します。

分析にあたっても、個々人に焦点を当てるのではなく、組織全体の傾向等を把握すること

を基本としています。 

また、従業員の方々への説明や同意取得は実施主体であるお客さまが行う必要がありま

すが、日立は、取得データや分析内容等の内容を含む説明文書や同意書のテンプレートを

提供しています。さらに、参加は従業員の任意とするべきことや事前説明なく人事考課等

に流用するべきではないことを助言するなど、お客さまにおいて円滑に取り組みを開始す

るための支援も行っています。 
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3.3 カメラ映像による人流分析システムの提供 

概要 

公共空間において混雑度等の人流を検知しようとした場合、既設のカメラ映像が活用で

きれば初期投資が少なくて済みます。日立では、カメラ映像から混雑状況を把握できる情

報だけを抽出し、プライバシーに配慮したサービスを実現するためのシステムを提供して

います。 

実際のサービスでは、施設の管理者等が実施主体となり、日立はシステムを提供します。 

取得するパーソナルデータ 

お客さまの環境に依存しますが、既設のカメラでは、基本的には人を含む形で施設内の

映像を取得します。 

パーソナルデータの利用目的 

当該システムでは、カメラ映像に基づいて混雑状況を把握できる情報のみを抽出します。

カメラ映像から特定の個人を識別するような意図はありません。 

プライバシー保護のための対策 

 日立は、当該システムの開発にあたり、既設のカメラ映像を活用したサービスを実現し

ていくためには、施設利用者の不安に極力配慮したうえで有益な情報のみを抽出すること

が重要と考えました。 

そこで、当該システムでは、映像内の人の位置、移動方向を検知したうえで、あらかじ

め用意された無人の背景画像に方向付きアイコンのみを重ねて合成することとしました。

これにより、出力されるのは直観的に混雑度のみがわかる画像であり、映った人物の特徴

などのプライバシーに関わる情報は含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 カメラ映像による人流分析システムの出力画像イメージ  
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おわりに 

本書は、IoTや AI等を活用した超スマート社会の実現に向けてパーソナルデータの利活

用を進めるにあたり、日立が実施しているプライバシー保護の取り組みについてまとめた

ものです。 

パーソナルデータの利活用におけるプライバシー保護については、法制度、ビジネス、

技術とも、まさに現在、世界的に整備・検討が進んでいる状況にあります。日立は、個人

の安心を確保し、お客さまとともに安全にパーソナルデータの利活用を推進するためにプ

ライバシー保護に取り組んでいます。今後も、これまで数多くの業務においてプライバシ

ー保護対策を実施してきたノウハウを活用するとともに、国内外の法制度、技術の変化、

社会や消費者の意識の変化の把握に努め、適切に本取り組みに反映していきます。 

日立は、プライバシー保護に配慮したより良い製品やサービス、ソリューションを提供

することで、お客さまのビジネスの発展、豊かな国民生活の実現および社会問題の解決に

貢献していきます。 
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本書について 

 本書は、2017 年 10 月現在、株式会社日立製作所 情報・通信システム事業関連部門に

おいて、パーソナルデータを取り扱う際に実施している取り組みについてまとめたも

のです。 

 本書に記載されている情報は、今後、予告なく変更されることがあります。 
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