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要旨： 
 本研究では、パーソナルデータの提供主体である消費者の視点からパーソナルデータの

経済的価値をあきらかにすることを試みた。具体的には、代表的なインターネットサービ

スである動画視聴サービスを取り上げ、動画サービスの利用を通じてパーソナルデータが

漏えいしてしまったことに対する補償額というかたちで経済価値をあきらかにした。 
 推計の結果、Willingness to Pay については、およそ 3,100 円から 3,800 円、Willingness 
to Accept については、およそ 14,600 円から 15,800 円となり、パーソナルデータの漏えい

については Willingness to Pay と Willingness to Accept で大きく異なることがわかった。

さらに、同じ動画の視聴履歴でも、Youtube とアダルト動画で大きく結果がことなること

もあきらかとなった。 
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１．背景と分析の目的 
 近年、さまざまなサービスへのパーソナルデータの活用が進んでいる。一方で、パーソ

ナルデータの活用が進むと同時に、その漏えいが重要な問題として注目されるようになっ

ている。このような状況のなか、日本においては、個人情報保護に関する法律の改正や、

パーソナルデータの活用に関するその他の様々な施策が検討されている最中である。 
 パーソナルデータに関する研究に関して、プライバシーの観点から、どのような法制度

が望ましいかという、法的研究は非常に多い。しかし、パーソナルデータがどれほどの経

済価値を有しているか、といった点について研究するような、経済学的研究は少ない。ま

た、経済的価値を実証的にあきらかにしている研究は、さらに少ない。 
 パーソナルデータに関連して、近年は、そういったデータを大量に蓄積したビッグデー

タの有効性が指摘されている。このビッグデータという点においても、その価値について

あきらかにした研究は十分に蓄積されていない。 
 そこで、本研究では、パーソナルデータの提供主体である消費者の視点からパーソナル

データの経済的価値をあきらかにすることを試みる。具体的には、代表的なインターネッ

トサービスである動画視聴サービスを取り上げ、動画サービスの利用を通じてパーソナル

データが漏えいしてしまったことに対する補償額というかたちで経済価値をあきらかにす

る。 
 
２．過去の漏えいに対する賠償の事例 
 パーソナルデータの経済価値に関して参考になるものとして、パーソナルデータの漏え

い事故に対する賠償額がある。表１は、日本における過去の漏えい事故に対する賠償の事

例である。 
 しかし、これらの賠償額が、実際のパーソナルデータの経済価値をどの程度反映してい

るかはわからない。企業の自主的な賠償であれば消費者はその額を受け止めるしかない。

また、裁判所による算定であった場合、漏えいしたパーソナルデータの秘匿性などが考慮

されたりするのだろうが、その評価は難しい。こうした点からも、パーソナルデータの経

済価値を把握する方法について研究を進めるとともに、継続的に経済価値を推計し、消費

者、企業、政府の間で広く認識を共有する必要があることがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 



表１ 過去の補償事例 

（出所）弁護士法人みずほ中央法律事務所ホームページをもとに筆者作成。 
 
３．先行研究 
 本研究に関連がある先行研究として、Economics of Privacy と呼ばれる分野の研究や、

プライバシーの懸念に関する実証研究が挙げられる。 
 Economics of Privacy に関しては、Hui & Png(2006)や Acquisti et al.（2014)などによ

ってレビューがなされている。プライバシーの懸念に関する実証研究としては、例えば、

Milne & Boza(1999)、Earp and Baumer（2003）、Dommeyer and Gross(2003)は、プラ

イバシー懸念の水準が年齢に影響を受けていることを示している。具体的には、高年齢層

は若年齢層に比べ懸念度が高く情報開示に慎重であることが示されている。 
 ただし、これらは、パーソナルデータの経済価値を直接的に推計したものではない。パ

ーソナルデータの経済価値については、Koguchi and Jitsuzumi （2015）や Jitsuzumi and 
Koguchi（2013）によって推計が試みられている。 
 
４．分析の方法 
 分析にあたって、Web によるアンケート調査を実施した。アンケート調査は、本調査に

おけるシナリオの金額を設定するための予備調査を経て、2015 年 4 月 28 日から 30 日に実

施した。回収数は 1264 であった。 
 分析では、3 つのケースについて Willingness to Pay、また、Willingness to Accept を推

計した。各ケースの概要と調査における質問文はつぎのとおりである。 
 
① 基本ケース：インターネットを通じて、名前、メールアドレス、住所が漏えいするケ

時期 漏えい情報 規模 交付した物

平成１０年
早稲田大学；
講演参加者名簿を警察に提供

１４００件 ５０００円

平成１１年 宇治市；住民基本台帳データ 約２２万人 １万５０００円

平成１２年
TBCグループ；
エステ見込み顧客情報

約６６０万人 ３万５０００円（判決）

平成１５年６月 ローソンカード会員情報 会員約１１５万人 ５０００円の商品券

平成１５年１１月 ファミマ・クラブ会員情報 会員約１８万人 １０００円のクオ・カード

平成１６年１月 ヤフーＢＢ会員情報 会員約５９０万人 ５００円の金券

平成２１年４月 三菱ＵＦＪ証券顧客情報 約５万人 １万円の商品券

平成２６年７月 ベネッセ顧客情報 ２８９５万人
５００円分の電子マネーor
図書カードor寄付



ース。 
② Youtube＋基本ケース：基本ケースのパーソナルデータとともに、過去3年分のYoutube

の利用履歴が漏えいするケース。 
③ アダルト動画＋基本ケース：基本ケースのパーソナルデータとともに、過去 3 年分の

Youtube の利用履歴が漏えいするケース。 
 
 質問文（Willingness to Pay）： 

プロバイダから、「（※上記 3 つのケースをそれぞれ挿入）」が、ともに漏えいしてしま

った、と想定してください。 仮定の話として、漏えいした情報をネットからすべて完

全に削除するサービスを提供する業者がいた場合、 いくらくらいで利用したいと思い

ますか。 
 
 質問文（Willingness to Accept）： 

プロバイダから、「（※上記 3 つのケースをそれぞれ挿入）」が漏えいしてしまったと想

定してください。 このとき、仮にこの漏えいのお詫びとしてプロバイダからいくらく

らいの補償額を受けることが適当と感じますか。 
 
 推計は Contingent Valuation Method によって行った。一段階二肢選択方式の設問を採

用し、各回答者に 3 つのケースの Willingness to Pay と Willingness to Accept、すなわち

6 問を割り当てた。設問で採用した金額設定は 100 円／500 円／5000 円／15000 円の 4 種

類である。この 4 種類を回答者に均等に割り付けた。 
 推計には、3 つのケースの比較可能性を考慮し、設問で Youtube とアダルト動画を両

方とも見たことがあると認められたサンプルのみを採用した。その結果、最終的に推計に

用いたサンプル数は 645 となった。また、推計は、以下のとおり，ワイブル回帰による推

計をおこなった。 
提示額に対する受託率曲線 S を 
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と定義する。ここで T は提示額，γ，μはワイブル分布のパラメータである。この係数を，

つぎの対数尤度関数 
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に代入し，推計をおこなう。ここで y は個人 i に対する提示額 Ti に対して受諾した者，n
は拒否した者の集合である。 
 



５．推計結果 
 推計結果は、つぎのとおりである。 
 

表２ 推計結果 

 
 
 推計結果を見ると、Willingness to Pay については基本ケースが 3,799 円、Youtube＋基

本ケースが 3,177 円、アダルト動画＋基本ケースが 3,754 円となり、Willingness to Accept
については基本ケースが 15,739 円、Youtube＋基本ケース 14,636 円となった。 
 ただし、現状では、基本ケースの Willingness to Pay が（基本ケースよりも漏えいするパ

ーソナルデータの種類が多い）Youtube＋基本ケースよりも大きくなるなど、解釈が難しい

結果が見られる。これらのさらなる検討については、引き続き進めているところである。 
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