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要旨 

近年の ICT分野においてビッグデータへの関心がますます高まっており、その潜在性か

らデータを活用することにより、社会・経済の問題解決や業務の付加価値向上を図ってい

こうとする動きが出てきている。一方で、プライバシー情報や個人データの取扱いにおけ

る問題やそれに関わる懸念といった社会的な課題が存在するのが現状であり、ビッグデー

タの利用の促進に向けて、情報の活用とプライバシー保護を両立するための制度的整備に

取り組んでいくことが求められている。 

本研究では、プライバシーや個人に関わる情報活用の経済的効果とデータ取扱いにおけ

る懸念について、先行研究を含めて整理した上で、ビッグデータ活用のための人材育成に

主眼を置き、行動経済学やゲーム理論を用いて、健全にデータの取扱いを行う個人の属性

について考察する。また、データ取扱いの適切性によってビッグデータの社会的効用がど

のように変化するのについて分析し、その効用を高めるための方策を提言する。 

 

Abstract 

In the recent ICT field, there is growing interest in Big Data and a move to solve the 

social and economical issues and improve added value of business by utilizing the data 

from the potentialities. On the other hand, there is also social challenge such as the 

issues on handling privacy information/ personal data and its concerns, therefore, it is 

required to address institutional improvement to strike a balance between information 

utilization and privacy protection for the promotion of Big Data. 

In this research, I focus on cultivation of human resources and examine the attribution 

of individuals who handle with the data healthy by using behavioral economics and 

game theory. And, I analyze how the social utility of Big Data changes due to the 

appropriateness of data handling and propose the measures to enrich the utility. . 
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１．はじめに 

近年、膨大で大量な情報、すなわちビッグデータを活用することで新たな価値創造に取

り組もうという動きが出てきている。従来から、POSデータを分析し、売れ筋商品の見極

めや陳列配置の最適化といった取り組みは行われていたが、GPS や IC カード、RFID な

どの ICT技術の発展によって、あらゆる人やモノのセンシングが可能になっている。 

これまで多くの企業や行政機関では、データを蓄積することのみに留まっていたが、大

規模なデータ処理技術の発達や、クラウド・コンピューティングの普及、ソーシャルネッ

トワークサービスの拡大も相まって、分散していた情報を一元的に管理し、それを活用で

きる基盤が構築されつつある。ビッグデータが今後、社会的・経済的な問題の解決や業務

の付加価値向上の潜在性を秘めていることを鑑みると、その利活用を促進していくことが

求められる。 

その一方で、ビッグデータはプライバシー情報や個人データとも深く関連してくること

になるため、その取り扱いをひとつ間違えると、個人の情報を露わにしてしまうという潜

在的リスクがあり、企業等にとってはコンプライアンス問題を招いてしまう状況になりか

ねない。また、データの取扱いに対する社会的な懸念が払拭されなければ、ビッグデータ

の利用促進を阻害してしまうことにもなりうる。 

今日まで議論されているプライバシー情報や個人データの保護に関する対策は、法的も

しくは技術的側面からのものが多い。また、情報の活用とプライバシー保護を両立する方

策を明確に提言している研究はほとんど見当たらないと言わざるを得ない。ビッグデータ

の促進を考えるのなら、その利用による経済的価値を明確に示し、ステークホルダーから

の理解を得られるようにするとともに、プライバシー情報に関する課題解決についても新

たな視点から考察することが求められる。そこで、その解決策の足掛かりとなるものとし

て、平成 24 年度版情報通信白書で触れられているビッグデータの活用に必要な人材の育

成にあると考える。 

よって、本稿では、ビッグデータの経済的・社会的な意義やその価値と、プライバシー

保護に関する社会的な課題に関して、最近の動向やそれに関連する先行研究を整理した上

で、ビッグデータ活用のための人材育成に着目して、健全にデータの取扱いを行う個人の

属性と、データ取扱いの適切性によってビッグデータの社会的効用がどのように変化する

のかを考察する。 

 

２．現状と課題 

１）ビッグデータの意義 

まず初めに、ビッグデータとは何かについてであるが、鈴木(2011)及びMcKinsey Global 

Institute(2011)の定義を纏めると、それは「通常のデータベースソフトウェアでは把握・

蓄積・分析しきれなかったサイズのデータを、最新の高度な ICT 技術を活用することで、

社会的もしくは経済的な問題の解決や業務における新たな価値創造のための知見を導き出

すもの」ということになる。 

そして、須藤(2012)によれば、ビッグデータの性質として、①解析対象となるテラバイ

トやペタバイトという大量データが存在する必要がある、②データ自体にもユーザが求め

る価値が含まれている多様性が求められる、③それらのデータは求めたい結果を反映する



新鮮さを持ち、高速に処理されることが求められる1、という 3点を挙げている。③の新鮮

さ／高速処理については、ソーシャルネットワークサービス(Facebookなど)やマイクロブ

ログ(Twitter など)などにより、ユーザの動向を即座に把握できるようになってきている。

そして、CPUやストレージといったハードウェア能力の向上や、大規模なデータ処理を可

能にするソフトウェアアーキテクチャの発展2がデータ処理の高速化を実現している。 

社会的もしくは経済的な問題の解決や業務における新たな価値創造に向けて、ビッグデ

ータが果たしうる役割を大きく 3つ挙げることができる。１つ目は、システムログや蓄積

されたデータから異変を察知することで、リスクの発生可能性や影響度を測定し、その顕

在化を防止もしくは最小化するというものである。これは、ビジネスリスク及び社会リス

クの双方で適用可能であろう。2 つ目は、ソーシャル・メディアなどから発信された膨大

なコメントを分析することで、最新の顧客ニーズや市場動向を特定し、既存ビジネスでの

先取りした対応や新規ビジネスの開発につなげようというものである。3 つ目は、都市計

画におけるデータの分析や社会問題に関するシミュレーションを行うことで、最適な社会

形成を実現するというものである。例えば、センサーのデータを活用してエネルギー効率

を高めることや、渋滞状況のリアルタイム分析に基づいて特定の地区にピーク時料金を課

すことで渋滞緩和を図るという取り組みが考えられよう。 

これらのことから、ビッグデータ活用の利点は、より迅速かつ詳細に、より多面的にデ

ータを分析することで、最適な意思決定に寄与するための価値を提供することにあるとい

える。そして、ビッグデータの意義は、①今まで解決できなかった社会的課題を克服し、

より良い社会を形成する、②今まで不可能であったものを可能にすることで、新たなビジ

ネスチャンスを生み出す、ということに纏めることができる。 

 

２）ビッグデータの経済的価値 

ビッグデータがもたらす定量的な効果を最初に示した文献として、McKinsey Global 

Institute(2011)によるレポートがある。その代表的なものを取り上げると、ビッグデータ

の活用により、米国のヘルスケア分野で年間 3,000億ドル(スペインのヘルスケアコストの

2倍)、EUの公共分野で年間 2,500億ユーロ(ギリシアの GDPを超える)の消費者価値創出

が見込める、というものである。 

そして、ビッグデータ活用による発現効果を、①データ利用による業務効率化と付加価

値創出、②パーソナル情報の市場創出、③ビッグデータ活用に伴う新たな ICT技術・ソリ

ューション創出、の大きく 3点に区分けすることができる。 

①のデータ利用による業務効率化と付加価値創出に関しては、総務省(2012)によれば、

a)ヘルスケア分野での医療費最適化、b)行政分野での業務効率化や社会保障給付是正、租

税増収、c)小売分野での利益増加、d)製造分野での開発費削減、e)交通分野でのプローブ

交通情報導入による渋滞解消効果を挙げており、合計で 10 兆円以上の効果が見込まれる

と試算している。 

②のパーソナル情報の市場創出については、日本情報処理開発協会(2011)によれば、全

                                                   
1 須藤(2012) 
2 詳しくは須藤(2012)、総務省(2012)を参照せよ。 



体で約１.2兆円のパーソナル情報の市場規模を算出しており、その中でも、特に有望な分

野として、金融と小売を挙げている。金融分野における代表的なサービスとして、a)信用

リスクをヘッジするためのデータ分析、b)金融商品の匿名化トレーディング情報活用サー

ビスなどがある。また、小売分野における代表的なサービスとして、a)効率的な販売促進

のための顧客行動パターンや購買行動の分析、b)リアル店舗の POS情報の仮想店舗小売業

への提供などがある。 

③のビッグデータ活用に伴う新たな ICT技術・ソリューション創出に関しては、総務省

(2012)によれば、a)データ収集関連でM2M(Machine to Machine)、b)情報管理関連でクラ

ウドサービス、ストレージソフトウェア、c)データ分析関連でビジネスインテリジェンス

ツール、といったビジネスを生み出すことを挙げており、2020年に合計で約 5.4兆円のビ

ジネス規模を見込んでいる。 

このように、ビッグデータの活用が促進された場合、合計で 16 兆円以上の付加価値創

出もしくは社会的コスト削減が見込まれ、ビッグデータは経済的に大きな価値があるとい

える。世界における日本の国内総生産のシェアが低下して久しいが、ビッグデータの活用

は日本の経済成長の起爆剤になりうるといっても過言ではない。McKinsey Global 

Institute(2011)によると、日本の情報蓄積量は北米の約 9分の１、欧州の約 5分の 1の水

準となっている。ICTの企業経営面での利活用では、日本は世界の主要国と比較して遅れ

をとっているのが現状であるが、今後膨大なデータを最大限活用していくことは、多大な

経済的価値をもたらすという点で有益であると言える。 

また、日本は現在、世界に例がない少子高齢化社会に突入しているとともに、さまざま

な社会課題も抱えており、もはや変革なしには持続可能な社会を維持できない状況に追い

込まれている。このような状況で、飛躍的に増加する情報を大いに活用することこそ、イ

ノベーション創出と、それによる社会的な問題解決に大きく寄与することになるのではな

いか。そういった点から、ビッグデータ活用のあり方を早急に検討していくことが求めら

れると言える。 

 

３）ビッグデータにおける課題 

さて、前節までは、ビッグデータ活用の意義やその経済的価値を述べてきたが、本節で

は、ビッグデータにおける課題について触れることにしたい。 

ビッグデータにおいては、個人の各種履歴情報を収集・集積するため、個人の詳細な行

動が把握できてしまい、プライバシーを侵害する懸念が存在する。また、そのようなデー

タが適切に活用される限りにおいては大きな問題にならないが、①悪意のある外部者によ

る不正なデータ取得、②データ取扱者の設定ミスや不適切な利用による不本意なデータ公

開、といった潜在的リスクもある。 

プライバシーの侵害に関しては、ビッグデータの活用で世界最先端をいく米国・グーグ

ル社が 2012 年に個人情報保護に関連する問題を立て続けに起こした。その１つは、同社

の検索サイトに名前を入力した際に、「サジェスト」と呼ばれる機能によって犯罪を連想さ

せる単語が自動表示され、これがプライバシー侵害にあたるとして訴訟に発展したことで

ある。もう１つは、同社のプライバシーポリシーの変更により、個人の生活行動や嗜好、

交友関係等が同社に把握されやすくなってしまい、日米欧の当局が懸念を表明する事態に



なってしまったことである。このようなリスクに対して、後述のプライバシー保護法制と

ともに、事業者における自主的な行動が極めて重要になる。というのも、Tankard(2012)

は、米国におけるアンケート調査の結果から、今後のビッグデータの成否は事業者や消費

者の意識にかかっていると言及しているからである。 

個人情報が露出もしくは悪用された場合、経済面で 3つの影響が出てくる。その影響と

は、①対策コストの発生、②損害賠償への対応、③事業活動の自粛もしくは信用低下によ

る売上の減少、である。実際、日本ネットワークセキュリティ協会のレポートによれば、

2010年で年間約1,700件の個人情報漏洩と1,000億円以上の損害賠償額があるとしている

ことからも、依然、情報セキュリティ問題が数多く発生しているとともに、その経済的な

影響も大きい。 

このような課題や問題に対して、技術的および法的な取り組みが進められている。技術

的には、プライバシー保護データマイニングと呼ばれる技術群の検討3などが進められてい

る。また、法制度の面では、米国ではオプトアウトをベースとした「消費者プライバシー

権利章典(Consumer Privacy Bill of Rights)」が、欧州ではオプトインをベースとした「EU

データ保護規制(General Data Protection Regulation)」が整備されている4。なお、日本

では、現時点では「個人情報保護法」でカバーしている。 

ただ、プライバシーの保護に傾注してしまうと、ビッグデータの活用を阻害することに

なりかねない。そうなると、消費者がさまざまな効用を得られるはずの機会を潰すことに

もなる。また、法律上の取扱いが不明確な場合は冒険しない日本企業の特質を考えると、

プライバシー問題に関わるデータの取扱い方を明確に示すことが必要であると言える。 

よって、次章では、ビッグデータの活用とプライバシー保護とのバランスをどのように

取りうるのかということを見出すべく、プライバシー情報に対する意識と経済的価値から

先行研究を考察することにしたい。 

 

３．先行研究  

１）プライバシー情報／個人データへの意識に関する先行研究 

まず初めに、事業者でのプライバシー情報の取扱いの視点で、Smith/ Milberg/ Burke 

(1996)が、組織構成員のプライバシー情報に対する意識調査を実施し、その懸念事項とし

て、2 次利用、不正アクセス、エラー、不適切なデータ収集の 4 点があり、それらの懸念

の解消には、データの取扱いに関するスキル向上と組織内での意識醸成が必要であること

を示唆している。また、Metzger(2006)は、データ利用において求められる信頼性につい

ての調査・分析を行い、a)消費者の意識を変えるよりは事業者の取り組みを示した方がよ

り効果的であること、b)事業者のプライバシーポリシーは信頼性向上にはさほど影響せず、

むしろレピュテーションの方が重要になるということを導出している。 

そして、消費者のプライバシー情報への意識という点で、Ackerman/ Cranor/ Reagle 

(1999)のインターネット利用者を対象としたWeb調査では、事業者が情報を確認可能な方

                                                   
3 鈴木(2011a) 
4 オプトアウトとは、利用者からの求めがあった場合のみに利用者情報の利用を止める方式で、米国の法

規制は産業振興の推進を主眼に置いている。それに対して、オプトインは、利用者から事前の同意を得

た場合のみ利用者情報の利用を行う方式で、欧州の法規制は個人の利益の保護に主眼を置いている。 



法で利用しているか、信用できる事業者なのかといった信頼性を重視しているという結果

が出ている。また、Wathieu & Friedman (2009)は、ボストン居住者に対するWebアンケ

ートから、a)事業者が個人情報をどのように利用するのかを消費者は重視している、b)オ

プトインよりオプトアウトの方が消費者の実態を把握でき、データ活用の意義が増す、と

いうことを明らかにしたとともに、法規制だけでは懸念を完全に払拭しきれないというこ

とについても言及している。 

さらに、パーソナル情報の利用に関する視点から、Ho & Kwok (2003)は、香港でアン

ケート調査を実施し、パーソナル情報サービスの有用性が同サービス事業者でのデータ活

用を許容するが、プライバシーの懸念がそれを抑制するという結果を導き出している。ま

た、Chellappa & Sin (2005)は、消費者のパーソナル情報サービスの利用選好を調査し、

プライバシーの懸念が抑制要因になる一方で、事業者の信頼性とは負の相関関係にあるこ

とが示された。 

これらの先行研究から、消費者はオプトアウト形式を概ね支持している傾向が明らかに

なり、米国の消費者プライバシー権利章典をベースにするのなら、プライバシーへの懸念

に対して、法的に対応できうることを示しているものといえよう。また、その懸念を軽減

するには、事業者の信頼性というものが大きな鍵になることが明らかとなった。ただ、事

業者のプライバシーポリシーは信頼性向上にはさほど影響しないということを踏まえると、

Smith/ Milberg/ Burkeの研究で示唆されたデータ取扱いに関するスキル向上と組織内で

の意識の醸成が重要になってくると考える。 

 

２）プライバシー情報／個人データの経済的価値に関する先行研究 

まず初めに経済学的な視点から、Taylor(2004)は、効用関数のモデルを援用した分析に

より、個人情報の収集に対する過度なインセンティブはデータの転売の可能性を入れると

高くなることを示した上で、個人情報の転用については、より厳しい規制をかけることで

社会厚生が向上する可能性が高まる5、としている。その一方で、規制の強化は事業者がデ

ータ収集に対する過度な投資につながり、それは必ずしも有効ではないということを示唆

している。 

また、Hui & Png (2006)は、行動経済学を用いて、個人情報を利用する際に「本人が承

諾するために必要とされる意思(WTA: Willingness to Accept)」は、「何らかの金額が提示

されてそれを受け取らないことによる損失(WTP: Willingness to Pay)」より大きい6、とい

うことを示している。このことは、その情報が適切に活用されることを消費者に示せるの

であれば、個人データの活用は有効になりうることを示唆するものといえよう。そして、

この研究を踏まえて、元橋(2012)は、個人に関する情報の社会的な便益について、費用便

益の観点から考察しており、個人情報を供与するためのコストが大きくなると、全体とし

ての個人情報の便益は下がりうることを示している。その課題に対して、個人の心理的な

コストを下げて、社会全体の便益がプラスになるような方策を考えることが重要である7、

ということを元橋は論じている。 

                                                   
5 Talyer(2004) 
6 Hui & Png (2006) 
7 元橋(2012) 



次にビジネスの視点から、鈴木(2011b)は、ビッグデータを活用したビジネスのあり方に

ついて整理している。ビッグデータ活用に見合うだけの収益の向上やコストの削減が実現

されることを認識させる必要があると同時に、「事業者がプライバシーに配慮して、安心安

全にパーソナル情報を取り扱っていることが判るコンセンサス8」も必要であることを論じ

ている。また、辰巳(2011)の研究では、企業情報と個人のプライバシー情報で大きく異な

る点として、個人が「どう考えるか」が重視される9、ということを挙げている。 

これらの先行研究から、前節と同様に、規制の強化は必ずしも有効とはならず、むしろ、

個人の心理的な懸念を以下に減らし、それに関わるコストを軽減させることが個人に関す

る情報の社会的な便益の向上につながることが明らかになったといえる。 

 

３）先行研究の課題と検証分析に向けて 

繰り返しになるが、上述の 2つの観点からの先行研究で、プライバシーポリシーや規制

の強化はさほど有効になりえないことと、個人データやプライバシーに対する認識は事業

者の信頼性によって変わりうることが明らかとなったといえる。 

この事業者の信頼性についてであるが、先行研究の 1つで論じられていたデータ取扱い

に関するスキル向上と組織内での意識の醸成というものが大きな鍵になりうると言える。

というのも、総務省(2012)や鈴木(2011b)を初めとして、ビッグデータの活用に必要な知識

などを備えた人材の不足やその啓発の必要性が指摘されており、この問題を解決すること

が求められるのではないか。 

元橋の先行研究では、個人の心理的なコストを下げて、社会全体の便益がプラスになる

ような方策を考えることが重要であると述べているが、その具体的な方策と効果の有無を

論じた研究は、私の知る限りでは見当たらない。また、プライバシーポリシーと人材育成

のどちらが有効になりうるのかについても明確に立証されている研究は存在せず、それに

ついても明らかにしていく必要があると考える。 

よって、次章では、「①ビッグデータ活用に向けて、事業者の信頼性を高めていくかどう

かは、プライバシーに関する社会的な認識に左右される、②プライバシー情報の取扱いに

おいて、プライバシーポリシーの強化より人材育成の方が有効になる」という 2つの仮説

を掲げて検証することにしたい。 

 

４．検証分析 

１）行動経済学による検証 

ここでは、Quattrone & Tversky (1988)の公共選択問題を説明する理論としての「合理

的選択モデル」と「プロスペクト理論による心理学的モデル」を援用することで、事業者

の信頼性に関する仮説を検証したい。 

合理的選択モデルでは、データの取扱いに長けている企業 Aがそのエキスパートである

とすれば、彼らへの消費者の評価は現在のプライバシーに関する社会的な認識に左右され

ることになる。そこで、プロスペクト理論を用いて考えてみると以下の通りとなる。 

                                                   
8 鈴木(2011b) 
9 辰巳(2011) 



別のデータ取扱い企業 Bへの認識度が低く、消費者から見ると上述の企業 Aに比べて相

対的にリスキーな選択であることを認めれば、利得局面で危険回避的、損失局面で危険志

向的というプロスペクト理論が適用されることにより、企業 Aはプライバシーに関する社

会的な認識がポジティブな状態である時には、より「危険的でない」という意味で有利と

なる。その一方、プライバシーに関する社会的な認識がネガティブな状態である時には、

よりリスキーであるという点において企業 Bが選択上有利になる。 

「プライバシーに関する社会的な認識がネガティブな状態である時には、データの取扱

いに長けている企業 Aがかえって不利になる」という現象は、企業 Bを選ぶことによる結

果の期待値が、企業 Aを選ぶことによるそれよりも低い場合に成り立つ。 

ここから導出されることとして、個人データやプライバシーに対する懸念の度合いが低

ければ低いほど、データの取扱いに長けている企業 Aを選択する可能性が高くなるという

ことであり、事業者にとって、これはデータ活用のための信頼性向上に向けたモチベーシ

ョンになるといえる。 

 

２）ゲーム理論による検証 

本節では、プライバシー情報の取扱いにおいて、プライバシーポリシーの強化より人材

育成の方が有効になるということについて、コモン・エージェンシーゲームを用いて検証

していくことにする。 

本検証の目的は、各プレイヤー(ここでは、企業(事業者)と利用者)が採用すると考えられ

る行動(戦略)に対する利得から、「最適な組合せの解」を求めることにある。まず企業側に

は、「利用者に対する人材育成に取り組む」「利用者に対する人材育成に取り組まない」と

いう 2 つの戦略が、利用者側には「ポリシーを遵守する」「ポリシーを遵守しない」とい

う 2つの戦略があるとする。 

そして、その前提条件(パラメーター)を、以下の通り設定する。x は当初の企業の利得、

y は当初の社員の利得、a は人材育成に関わる費用、b はポリシーを遵守するための費用、

θはプライバシー侵害／個人情報漏洩リスクの発生確率、P はプライバシー侵害／個人情

報漏洩リスクによる企業側の被害、Qはプライバシー侵害／個人情報漏洩リスクの利用者

側の被害である。 

ここで、「①人材育成をされなくてもポリシーを遵守する」、「②人材育成をされればポリ

シーを遵守する」、「③人材育成されてもポリシーを遵守しない」の 3つのタイプの利用者

を考えた時、③については b＞θQ という式が成立する。これは、プライバシー侵害／個

人情報漏洩リスクの発生確率(θ)、もしくは、プライバシー侵害／個人情報漏洩リスクに

よる利用者側の被害(Q)が低く見積もられることで、ポリシーを守るためのコスト(b)を相

対的に高く考えてしまっていることを示すものである。利用者がこれらを低く見積もる要

因としては、主に意識面によるものとして考えられる。 

 というのも、鎌田・上瀬・宮本・今野・岡本(2003)は、個人の心理的側面から属人思考

が組織に与える影響を検証した結果、個人の所属する組織風土や属人的な判断傾向によっ

て、その影響の度合いが変わることを証明しているからである。また、彼らは組織的逸脱

行為の抑止には組織風土を変えることが有効であることを論じている。 
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