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情報信託機能普及協議会について

■情報信託機能普及協議会の目的

“情報信託機能（情報銀行）の普及を目的に”

・生活者に対して、安心してパーソナルデータを預託できる情報銀行の仕組みを
提供し、生活者が情報銀行を介して最適なサービスを享受することができる社会
を実現します。

・事業者に対して、生活者が安心してパーソナルデータを預託することができる情
報銀行の仕組み作り、必要な制度論点を抽出・適材適所への提言を行うことで、
情報銀行事業に参入しやすい環境づくりを推進します。
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情報銀行の普及の鍵を握るのは生活者です。生活者の信頼と安心を得るための
情報銀行の”あるべき姿”を炙り出すために、グループインタビューを実施しました。

生活者は情報銀行に何を求めるのか？（＝情報銀行への期待と不安）

→ サービス（便益）が享受できること

→ データの安全安心が担保されていること

→ 情報セキュリティが機能していること

→ データのコントローラビリティが実現されていること

本グループインタビューから、生活者のための情報銀行が多く生まれるための論
点仮説を抽出しました。

※今後、グループインタビューの結果を受けて、Webアンケートの実施を予定。

情報銀行普及を目指した協議会の活動 第１弾
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グループインタビュー概要
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【抽出手順】

【インタビュー概要】

①提供している個人情報の管理や運用に対して、どのような意識を持っているか。

②自分が提供した個人情報が思わぬ利用のされ方で不快感を感じた経験はあるか、その時どのように対処したか。

逆に思った以上の満足のいくサービスを受けた経験はあるか。

③（イメージ動画による情報銀行の説明の後）情報銀行に対する印象と期待について。

【グループごとの構成】
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指針に関する論点

ポジティブな意見 ネガティブな意見 認定指針に対する論点

情報銀行を利用することによって、同
居する高齢者の健康管理に役立つの
ではないかと感じている

情報がネット上で管理されるのであれば、高齢
の方にとっては障壁になるのではないか

【代理登録・利用】

高齢者などが情報銀行からの便益を享受しやすくするために、
本人の代理としての「データ後見人」の責任範囲を定義すべき
ではないか。

他にも親が子供の情報を登録する場合など、登録者と便益の
受益者が異なるケースに関しても指針で定義すべきかの必要
性。

情報銀行を利用することによって、生
活がより便利になるが、

それに伴って、情報銀行を利用する生活者の
自己責任も増えることになる

【データの利用】

・提供している情報の量や質に対して、提供されるサービス、
便益に対する満足度などは個人差が出る。

・提供している情報を、情報加工・分析を行って使用した場合
に、提供されるサービス・便益との間に生ずる不一致感。

これらは、モデル約款（契約）、データ倫理審査会、相談窓口
等のいずれで論ずることになるのか。

情報銀行が行うサービス事業者の審
査は厳格であれば、安心できる

自分の情報はギャンブルに関連する業種等に
提供して欲しくない

【サービス事業者の選定基準】

サービス事業者の選定基準を、オープンに生活者に分かり易く
表現することを指針の中で義務付けても良いのではないか。

【データ倫理審査会の審議事項】

提供先第三者の適切性やユーザーインターフェースの適切性
などが、データ倫理審査会の審議事項として指針に記載され
ているが、事業者にとっても審議事項のポイント化がされると
良いのではないか。

登録をしていた情報銀行がサービスを終了し
た後に、自身の個人情報を削除するか分から
ず不安

【サービス終了後の対応】

一定期間の相談窓口の設置や、個人データの削除など、情報
銀行のサービス終了後の対応についての記載を指針に入れ
るべきではないか。

グループインタビューにより得られた意見から、認定指針に対する論点を整理した。

●その他気になる点
「指針ver1.0」のP.1に記載されている、「将来的には、認定基準及び認定スキームについては、本検討会及び認定団体において継続的に見
直しを行う」についてですが、今後の指針の見直し方法についても検討するべきではないでしょうか。



その他の参考意見
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ポジティブな意見 ネガティブな意見 参考意見

情報銀行が立ち上がっても、個人
情報を提供しなければサービスを
受けられない。自分に合った最適
なサービスを受けるためには、情
報の更新を継続しなければいけな
い。

【自己情報の更新】

定期的かつ継続的に個人情報を更新してもらうため
に、情報銀行だけでなく提供先第三者も含めたスキー
ムにおいて、生活者目線での適切なインセンティブ設
計・サービス設計を行う必要がある。

情報銀行が増えてきたときにどれ
を選べば良いのか分からないと思
う。

【情報銀行の情報開示】

生活者が自分の価値に合った情報銀行を比較検討で
きるように、生活者に対して提供すべき情報や公表の
仕方を検討すべきではないか。

自分のデータの提供先や提供内
容をコントロールしたいが、データ
の種類や量が増えてくると、コント
ロールが困難になってしまうので
はないか。

【データのコントロール】

情報銀行で取り扱うデータや提供先の種類と数が増
えてきたときに、サービス設計やU/I設計の工夫が生
活者に支持されるキーになるのではないか。

その他、グループインタビューにより得られた参考意見を整理した。



Appendix
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グループインタビューから得られた意見
現在の個人情報管理に対する自己関与度
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個
人
情
報
に
対
す
る
関
与
度

個人情報登録分野
小

個人情報登録分野
中

個人情報登録分野 多

（高）

メールアドレス
パスワードの
複数設定と
使い分け

（中）
メールアドレス
パスワードの
複数設定も
未更新

（低）

気にしては
いない

Gr1-5
・パスワードは使い分けては
いる。
・定期的には変えていない。

Gr1-6
・メールを使い分けている。
・大事なメールは別、買い物
はYahoo!メールに。

Gr1-1
・個人情報はあまり気にせず
入れてしまう。
・大きな被害にはあっていな
いから学んでいない。

Gr1-2
・パスワードはいくつか持って
いる。Wifi接続は十分に注
意を払っている。

Gr1-3
・そんなに気にはしていない。
パスワードも均一にしている。

Gr1-4
・パスワードの後の1文字を
＠や＃をあえて入れる。

Gr2-1
・警戒していたが、だんだん
慣れてきた。消せばいいか
なって感じ。

Gr2-2
・使い分けていない。登録す
るものによってパスワードは変
えるようにはしている。

Gr2-3
・メールアドレスは使い分けて
いる。安心できるところにだけ
登録

Gr2-4
・ポイントをためることのほうが
優先順位が高い。

Gr2-5
・仕事用、プライベート用、ど
こにでも登録しているアドレス
で分ける

Gr2-6
・使い分けはしていない。
・極力書かないようにはして
いる。

Gr3-1
・自分自身が登録する時は
さほど気にしないで。お客様
の個人情報はきちんと管理。

Gr3-2
・お客様の情報は一切漏ら
さないように配慮。自分の情
報は安易に出してしまう。

Gr3-3
・仕事上は注意しているが。
自分が会員登録する時はそ
こまで意識していない。

Gr3-4
個人情報(保護)オフィサーと
いう資格も取った。

Gr3-5
パソコンで使うのは限度額が
1番低いカードを使い、暗証
番号も変える

Gr3-6
パスワードも定期的に変える。
アドレスを分けている。

グループ1
グループ2
グループ3

過去の「不快感」の経験をもとに、提供する個人情報の管理に取り組んでいる(情報関与度)内容は以下の通り。
利用分野が少ない層は「気にしない」が多く、情報関与度が低い。利用分野が少なくても情報管理知識を習得している層と
利用分野が多い層は、個人情報を自ら防御するための方法を取得し実践しているケースが多い。



グループインタビューから得られた意見
個人情報管理面の工夫事例
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情報関与度の高い層は、個人情報を提供する「相手の重要度」を設定しメールアドレス・パスワードを使い分けている。
重要度の高い相手からのメールは安心して情報を閲覧し、重要度の低い相手からのメールは見ないようにしている。
また、判断のできない相手には、個人情報にアルファベットをひとつ付けるなど情報漏洩先が特定できる工夫もしている。

Gr1-2

Wi-Fi接続はいらない
アカウントを使ってアクセス。

・本当に最低限。Wi-Fi接続
はいらないアカウントを使ってア
クセス。フリーアドレスはメール
アドレスやSNSを登録しないと
使えないことがあるが、どこに漏
れてもいいステアカウントを使う。
（4：同意）（5：
FacebookやTwitterはステ
アカウントを持っている）
（銀行の取引などのメールア
ドレスは）それは別。ステアカ
ウントで迷惑メールが来ても、
開いていないから全く問題ない。

Gr2-3

個人情報にアルファベット
を1つ付ける。漏洩先が分
かるようにしている。

・（セキュリティは）勉強はし
ないが周りから話を聞いたりす
る。それでメルアドの使い分け
をした。あとは経験としてネット
で買い物をするようになって自
分で学んだのもあると思う。

・「ちょっと大丈夫かな。どうして
も使いたい」と思うと住所、名
前の後にアルファベットを1つつ
けて登録する。そこから漏洩し
たら、アルファベットがついている
からわかる。どうかなってときにそ
れを使うことがある。
・大手ではなく個人がしている
ようなところ。大手がしていると
ころと比べたら、本人に悪意は
なくても…。外で住所を書かな
いといけないときは、住所の最
後にAを入れたりする。そこか
らっていうのがわかる。

Gr2-5

仕事用、プライベート用、
どこにでも登録しているア
ドレス、3つに分けている。

・だんだん麻痺してきているか
もしれない。最初のうちはおそ
るおそるだったが、いろいろなサ
イトに登録しているうちに、ま
～いいかなって感じでどんどん
ゆるくなっている。

・メールアドレスは使い分けて
いる。仕事用、プライベート用、
どこにでも登録しているアドレス
で分けている。それで少し安全
を少し確保している感じ。

・フリーメールのアドレスは最悪
退会したらいい。プロバイダー
のアドレス、携帯のアドレスは
個人情報に近いから登録する
ときに使い分ける

Gr3-3

アプリを頻繁に使っている
と、情報が漏れそうな気が
する。

・企業のホームページからアク
セスして会員登録する場合と、
アプリから会員登録する場合、
管理するところが違いそう。アプ
リを頻繁に使っていると、情報
が漏れそうな気がする。だから
アプリはあまり入れていない。

・必要な時はWEBサイトから
入る。トリバゴは使っているがい
つもWEBサイトから。JR系や
航空系、ホテルなどはそこの
ホームページから予約する。ア
プリは便利だが、アプリの方が
セキュリティが甘い感じがする。
あまりアプリは信用していない。

Gr1-4

＠や＃をパスワードにあえ
て入れるようになった。

・パスワードの最初は変えず、
後の1文字だけ変えたりはする。
Yahoo!のアドレスに不正アク
セスされたことがあり、情報を
抜かれて、iTunesの残金を
使われた。＠や＃をパスワード
にあえて入れるようになった。
不正アクセスがあってから、自
動入力にしないで、自分で入
力するようになった。

・株式をやっているので、メール
とかで情報が入ることがある。
入ると入らないでは違う。電話
もかかってくる。（担当の方が
情報をくれるのか）そういう場
合もある。いち早く入れないと
いけないから、情報は早い方
がいい。
・iPhoneは、パスワードアプリ
を使って管理している。あとは
指紋認証だけにしている。フ
リーのWi-Fiは使わない。

グループ1
グループ2
グループ3



グループインタビューから得られた意見
これまで経験した「不快感」
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不
快
な
経
験

個人情報登録分野 小 個人情報登録分野 中 個人情報登録分野 多

グ
ル
ー
プ
1

グ
ル
ー
プ
2

グ
ル
ー
プ
3

Gr1-1
個人情報を色々なサイトに
入力したら、不動産投資会
社からTELがあった。

Gr1-6
クレジットカードを使用してい
ないのに、関西で15万円買
い物したと連絡が来た。

Gr1-3
不動産のDMや勧誘電話
が増えた。

Gr1-4
海外の不正アクセスでメールの
アドレス・パスワードが盗難。内
容を見られ、メールに残ってい
たAmazonポイントやiTune
のポイントが使われた。

Gr1-2
迷惑メールが増えた。
（原因不明）

Gr2-5
音楽をＤＬしたらアカウント
が乗っ取られてしまった。

Gr2-1
サイトに登録したら、迷惑
メールが来るようになった。

Gr2-3
引っ越しの見積もりをしようと
したら、知らない業者から沢
山電話が来た。

Gr2-6
子供の年齢は知らないはず
なのに、塾・家庭教師から電
話勧誘があった。

Gr3-1
転職サイト1つに登録したら、
10社位の転職サイトから
メールが来る様になった。

Gr3-6
メルマガ登録したら、類似の
メーカーからどんどんメールが
来た。

Gr3-2
クレジットカードが不正利用
され更新した。

Gr3-4
海外旅行でトリップアドバイ
ザーに手配を依頼したがホテ
ルがとれていなかった

該当者なし

該当者なし

該当者なし

Gr1-5
子供の関係で教材や塾の
勧誘のDMや電話が来る。

Gr1-6
フリーメールに42,000件の
未読メールが来ている。

Gr2-3
Facebookに登録している
メールアドレスに、フィッシング
メールが良く届く。Facebook
に報告。

Gr2-4
個人情報の登録後、どのから
漏洩したか分からないが、今ま
で届かなかったメールが多く届く
ようになった。

Gr2-5
アンケートに答えたら、イン
ターネットプロバイダを替えな
いかと携帯に直接電話が来
た。

Gr3-5
偽のサイトから欲しかった旅行
バッグを購入。消費者センター
に電話したが、お金は戻ってこ
なかった。

Gr3-3
アマゾンで安い金額で出品し
ている個人に注文したところ、
品物が届かなかった。連絡した
ら補償してくれた。

Gr3-6
LINEで購入していないスタ
ンプの金額の請求された。

Gr3-1
証券会社の口座を作ったら
関係のないところから電話が
来るようになった。

Gr2-2
どこかの企業に登録したら、
迷惑メールが来るように
なった。

提供した個人情報の運用に対して、具体的な「不快感」を経験した事例は下記通り。
情報を提供した「相手が特定できる」場合は対処行動を起こし、「相手が特定できない場合」に強い「不快」を感じている。
利用分野数が少ない若年層は「不快感」が少なく、利用分野数が多い女性層及び年配層は「不快感」が多い傾向にある。



グループインタビューから得られた意見
現在体験している「満足感」
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満
足
な
経
験

個人情報登録分野 小 個人情報登録分野 中 個人情報登録分野 多

Gr1-3
Amazonや楽天のセール
DM

Gr1-1
温泉旅館からのメール。
個々人に向けての違う内
容？のメールをもらった。

Gr1-6
買った履歴を見て、新作を
案内してくれる。

Gr1-4
投資案件の情報が入手しや
すくなった。

Gr1-2
誕生日・誕生月に割引があ
る。

Gr2-1
登録したサイトから、誕生日
月に割引があった。

Gr2-4
化粧品店で個人情報登録
後、他の化粧品会社からサ
ンプルが届くことがあった。（系
列店ではなく別会）

Gr2-2
洋服屋さんでポイントカード
登録したら、DMでセールの
お知らせが来た。

Gr3-3
Web上のショッピングサイトの
懸賞で、4万円当選した。

Gr3-6
口コミを書いて旅行に招待

Gr3-4
治験の案内にエントリーした
事で、自分の健康状態に気
づけた。

Gr3-5
素敵な宿の案内が勝手にく
られてくる。

該当者なし

該当者なし

該当者なし
グ
ル
ー
プ
1

グ
ル
ー
プ
2

グ
ル
ー
プ
3

Gr1-6
飲み会の案内メールが来て、
プランを立てやすくなった。

Gr1-5
車のディーラーからのメンテナ
ンス車検の連絡。

※経験は任意に抽出。ひとり2つまでの経験に限定。

Gr1-1
ステーキ屋からの誕生日無
料クーポン。

Gr2-5
ファッション系セレクトショップの
オンラインサイトに登録したら、
特別に新作予約をさせてくれ
て、消費税分値引きサービス
をしてくれた。

Gr2-6
ディズニーランドのペアチケット
が当たった。

Gr2-4
洋服屋さんで会員登録をし
たら、DM持参でノベルティを
いただけた。

Gr2-5
旅先で、感想と個人情報を
書いて渡したら、誕生日の
月に特別割引のハガキが来
た。

Gr2-3
一休から会員限定セールや
クーポンがもらえる。

Gr2-3
KIRINのサイトに会員登録
したら、オンラインショップの
クーポンがよくメールで届く。

Gr3-5
会員登録すると割引サービ
ス、セール情報が贈られてく
る。

Gr3-1
スタバのWEB登録
ワンモア 150円→100円
時々、好きなドリンクなど

Gr3-6
試写会に当選0.15

現在の自己管理の元で提供した個人情報の運用に対して、具体的な「満足感」を経験している事例は下記通り。
利用分野が少ない層(特に若者層)は、クーポンや割引など即効的且つ物理的なメリットに「満足」を感じている。
利用分野が多い層は、個人の特性に合致する情報や付加価値の高いサービスに対して「満足」を感じる層もいる。



グループインタビューから得られた意見
現在の体験している「満足感」詳細
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Gr2-5

登録者限定に新作の画
像を見せてくれ、予約もさ
せてくれた。

・大きな店ではなく個人でし
ているファッション系のセレクト
ショップのオンラインショップ。
大手ではないから大丈夫か
なと思ったが、どうしてもほしい
服があったから登録した。
・登録した人限定に新作の
画像を見せてくれて、予約も
させてくれた。登録したら消費
税分を値引きをしてくれるとい
う特典があった。
・HPには書かれていなかった。
個人でしているから情報も細
かく出ていない。大まかにその
お店の住所、電話番号は
載っているが、「果たしてここ
で買って品物は届くのか」って
戸惑うような作りだった。大手
で販売しているところも少な
かったし、予約をしないと買え
なかった。

Gr2-3

一休に登録をしたら、サイ
ト全体でなく、個人のピン
ポイントでお得な情報を
もらえる。

・一休に登録をしたら会員限
定のセールがあったり、
2,000円分のクーポンをもら
えたりする。それがいきなり届
く。他のサイトだと、サイト全
体のセールはあったりするが、
一休はピンポイントでお得な
情報をもらえる。
（いい情報がほしいから個人
情報を全部登録したのか）
ポイントがたまる。これからも
使うかなと思ったとき、予約す
る度に個人情報を入力する
のは面倒。登録したらクーポ
ンが届くようになった。

Gr1-2

いい温泉旅館に泊まった
後、直接僕に対して
メッセージが入った
お得な情報を送ってくれる

・いい温泉旅館に泊まった時、
メールアドレスを登録したら、
年1回くらい、直接僕に対し
てのメッセージが入ったお得な
情報を送ってくれる。それは
嫌な思いをしなかった。

（その理由）
・1日10組くらいしか泊まれな
い宿で、過去に泊まった人に
「ご利用ありがとうございまし
た」と担当者名が入っていて、
顧客を気にしてくれている感
じがする。

Gr3-3

WEB上の懸賞で
４万円当った。

・WEB上で懸賞に当たったこ
とがある。例えば株価の下四
桁を当てるような、ショッピング
サイトの懸賞で、当たった人
で山分けで、1人あたり4万
当たった。

・写真画像をアップすることが
条件だったのでしばらくその写
真が載っていたが、その後特
に嫌な思いはなかった。

Gr3-4

治験の案内エントリーで、
すごく血圧が高いことを
知った。

治験の案内エントリーしたこと
で、すごく血圧が高いことを
知った。その後薬をもらった。
（エントリーをして自分の健
康状態を調べたことで、相手
の会社からなにかあったの
か）
自分の健康状態が良くな
かったことに気づけた。

グループ1
グループ2
グループ3

クーポンや割引などに「満足」を感じ事例が多い中、付加価値の高いサービスへ「満足」を感じた事例の内容は以下の通り。
自分の提供した情報と利用実績にもとづく「自分のための」特典情報に接する「満足感」が高い。



Gr2-2
・1人ではなく2～3人から聞
かないとやらないと思う。
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グループインタビューから得られた意見
情報銀行にどの様な印象を持ったか

個
人
情
報
に
対
す
る
関
与
度

個人情報登録分野
小

個人情報登録分野
中

個人情報登録分野 多

（高）

メールアドレス
パスワードの
複数設定と
使い分け

（中）
メールアドレス
パスワードの
複数設定も
未更新

（低）

気にしては
いない

Gr1-5
・自分で管理、コントロールでき
るのが便利。今、点でバラバラ
に登録していて把握しきれない

Gr1-6
・全てを預けたらすごく便利
だとは思うが、それだけのリス
クもある。（多数：同意）

Gr1-1
・便利だとは思うが、自分が
使うかはわからない。今まで
一括で全部管理するサービ
スが出ていない。

Gr1-2
・一括管理。そこにアクセスし
たら全部把握できるのは便利。
でもそこが崩れたら終わりとい
うことでリスクが大きい。

Gr1-3
・一括で管理しているという
のは便利だが、漏れたらすべ
てが漏れるという危険性も伴
う。（多数：同意）

Gr1-4
・便利だとは思うが、情報銀
行が信頼できる会社なのか、
情報漏えいがないのか不安。

Gr2-1
・みんなが利用をして安心で
きるということなら自分もやっ
てみようかなと思うかもしれな
い。

Gr2-3
・便利なことは増えるとは思う
が、個人情報のリスクと考え
ると、自己責任のところは減
らないと思う。

Gr2-4
・自分で取捨選択ができる。必要
だと思うところに情報を与える。使
いようによっては、便利にできる。

Gr2-5
・一括するとなったら、その銀
行がダメになったときにどうな
るのか。

Gr2-6
・どこまで自分の情報を預け
るのか不安。

Gr3-1
・結婚離婚や健康状態など
情報は変わるから、情報更
新しないと意味がない。

Gr3-2
・自動でデータが分散される
と、自分の意としたところじゃ
ないところからたくさん情報が
来そうで嫌だ。

Gr3-3
・こちらに主導権があるのか、
情報が二次利用三次利用
されることはないのか

Gr3-4
・今後はこういう時代になると
思う。一人ひとりの個人情報
を大切に管理するために。

Gr3-5
・自分の情報が何が何かわ
からなくなりそうで、あまり利
用はしたくない。

Gr3-6
・情報を情報銀行に入れた
場合、セキュリティがどれくら
いかが疑問。

グループ1
グループ2
グループ3

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

認知未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

個人情報への情報関与度×登録分野数からみた、情報銀行の認知と説明後の印象は下記となる。認知者は2名。
利用分野は少なくとも自己管理意識と行動力が高い層は、情報銀行へ高い受容性を示している。
一方、利用分野が多く「不快感」を蓄積してきた層は、情報銀行の利用に警戒感が強く消極的姿勢を示している。
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Gr2-3

個人情報のリスクと考えると、
自己責任のところは減らない
と思う。

・最近ニュースになっているTポ
イントをすごく浮かべた。Tポイ
ントに登録するだけでものすご
い数の会社に個人情報が
渡っていることになっている。
・本人の承諾を得ずに利用す
るというニュースを見た。それを
思い出した。そういうニュースが
出てきて、個人情報を取り扱
う側が、反発を得てTポイント
をやめる動きがあると聞く。こう
いうのが始まっても、こういうこ
とに反発するところはあると思
う。そこは自己責任になる。情
報銀行ができ、個人情報を
扱う業者はそこそこ大きなしっ
かりしたところ、Tポイントとかに
加盟しているところが集まるよ
うな気がする。便利なことは増
えるとは思うが、個人情報のリ
スクと考えると、自己責任のと
ころは減らないと思う。

Gr1-5

何に使われているか紐付いて
全部把握できるのか。そこに
興味がある。

・何に使われているか紐付い
て全部把握できるのか。そこに
興味がある。
（嫌ではないか）
自分のコントロールできる範囲
で情報が使われるなら便利で
いいが、ちゃんとコントロールで
きる範囲にあるかを知りたい。

正規に使っている企業から二
次利用で漏れた場合など、ど
れだけ情報を紐づけてコント
ロールできているか。

マイナンバーと何が違うのか。
マイナンバーはそういう発想だっ
たような気がする。

Gr2-4

デメリットとメリットがわかってい
ないと利用するという勇気は
出ないかもしれない。

先駆けとして利用するのは、デ
メリットとメリットがわかっていな
いと利用するという勇気は出
ないかもしれない。もっと世の
中に浸透して、それによって好
評な声がいっぱい聞こえてきて、
自分でメリットとデメリットがわ
かって利用したいという気持ち
が上回り、情報が漏洩しない
と信頼性があれば医療機関と
か必要としているところには提
供してもいいかな。使い方に
よっては便利なのかなと思った。

Gr3-1

情報銀行が民間企業なら
利益を生まないといけない。

・情報銀行が民間企業なら
利益を生まないといけない。
情報を提供する度に、ただで
個人に書いてもらっていた情
報に料金がかかるのか。個人
が預ける時は、個人に支払う
のか。

情報銀行に個人が情報を登
録するようになった場合、今ま
で提供してきた情報をリセット
するわけにいかない。今まで提
示した情報と、これから提示し
た情報はどうなるのか。
（今まで提示した情報になに
かできることはないと伝える）
そうなると情報銀行に提供す
る意味はない。

Gr3-5

情報銀行を作ったら
どこが儲かるのか。

情報銀行を作ったらどこが儲
かるのか。自分はしてもらわな
くていい、入らない。今でいい。
ネットワークみたいなところに
入って、こういうものが好きとか
傾向とか、それに伴ってDMが
来る。子どもが大学に入っただ
けで好きなことを判断していろ
んな専門学校から来るのが怖
い。そんなことまでしない。
（国が自分で情報を管理で
きるようにと、他の国ではやって
いることだがどうか）
そんなことにお金を使わなくて
いい。

情報銀行に対する印象と疑問の詳細例は以下となる。
全体的にこれまでのリスク経験をもとに、セキュリティーに対する不安を示し、自己管理が必要となる予感をしている。
また、事業者による「銀行」名称の影響度が強く、事業者の「収益」と自身の「利息」に対する疑問も示している。

グループインタビューから得られた意見
情報銀行の具体的な印象と疑問
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グループインタビューから得られた意見
情報銀行を便利と感じるメリット

個
人
情
報
に
対
す
る
関
与
度

個人情報登録分野
小

個人情報登録分野
中

個人情報登録分野 多

（高）

メールアドレス
パスワードの
複数設定と
使い分け

（中）
メールアドレス
パスワードの
複数設定も
未更新

（低）

気にしては
いない

Gr1-5
・クーポンとかポイントとかいろい
ろ、実質的に返ってくるもの。
自分の情報を渡しているから。

Gr1-6
・ヘルスの部分で、実家の両
親の状態がわかって、健康
状態が良くないなどが定期
的に来るなら良い。

Gr1-1

・クーポンとか割引。

Gr1-2

※発話無し

Gr1-3
行ったことのないお店から、
「これが安くなりますよ」など
お得な情報が来そうで良い。
・近くのスーパーの特売を流
すくらいでいいんじゃないか。

Gr1-4
・価格.comみたいな感じで、
最安値の情報が欲しい。
（3：良い）

Gr2-1
・周りの反応を伺って、これが
便利ってことなら自分でもや
るかな。

Gr2-2
・ポイントもそうだしクーポンも
うれしい。

Gr2-4
・情報が漏洩しないと信頼
性があれば医療機関とか必
要としているところには提供

Gr2-5
・健康管理ができるのはいい
なと思った。

Gr2-6
・高齢者がうちにいるが、健
康管理が便利になっていい
なと思う。

Gr3-1
・情報の更新をするのは自
分だが、そんなに魅力がない
とそんなに頻繁に更新しない。

Gr3-2
・情報の更新をするのは自
分だが、そんなに魅力がない
とそんなに頻繁に更新しない。

Gr3-3
・ポイント還元の便益がある
なら、「はい」を押すと思う。

Gr3-4

※発話なし

Gr3-5

※発話無し

Gr3-6
・今の時点では登録するメ
リットは感じない。自分で管
理すれば十分。

グループ1
グループ2
グループ3

Gr2-3
・すごく興味がわいたのは地
方の活性化。自分に合った
情報を探せたり与えてもらえ
るなら興味がある。

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

未
認知

個人情報への情報関与度×登録分野数からみた、情報銀行利用のメリットへの期待は下記となる。
情報銀行利用によるメリットと期待は、一部で旅行や健康の付加価値サービスを望む声はあるが、クーポンや割引など
即効的且つ物理的なメリットを想像している層が多い。楽天などのビジネスモデルをイメージしている可能性が高い。
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Gr1-6

身近なところからだと
入りやすいと思う。

・抵抗がある人には身近なも
のから、食事とか、車に乗って
いる人なら車が何キロ走った
からタイヤが危ないとか、身近
なところからだと入りやすいと
思う。金融などハードルを上
げると入りにくいと思う。

Gr2-5

データが1つにまとまって
管理されたら、最新の血液
結果はこれですって出せる。

・健康管理ができるのはいい
なと思った。
（どんなイメージか）
血液検査の結果は紙でくる
が、だんだんたまっていって順
番もわからなくなる。複数の
病院に行っているが、一から
説明しないといけないってこと
がある。違う病院だと連携が
ない。データが1つにまとまって
管理されたら、最新の血液
結果はこれですって出せる。

Gr2-6

高齢者がうちにいるが、
健康管理が便利になって
いいなと思う。

・高齢者がうちにいるが、健
康管理が便利になっていいな
と思う。
（イメージがわいたこと）
複数の病院にかかかっている
が、薬の飲み合わせもある。
病院同士で提携をして、やっ
てほしい部分もある。

Gr2-3

一人旅情報をとるのは大変。
自分に合った情報を探せたり
与えてもらえるなら

・すごく興味がわいたのは地
方の活性化。行ったことがな
いところに行くとき、そこのこと
を調べるが地方の情報はす
ごくムラがある。自治体が発
信している情報は。地域に
よってやる気があるか、不得
不得意というのもある。私が
求めている情報が探せなかっ
たりする。データを元に活性
化をして、旅行に行ったり遊
びに行くときにも役に立つのか
な。一人旅が好き。旅行サイ
トを見ていて、多くなってきた
とはいえ、一人旅の情報をと
るのは大変。自分に合った情
報を探せたり与えてもらえる
なら興味がある。

Gr3-3

ポイントが5倍10倍になると
か、最初に登録するきっかけ
になるのはそういうことが多い。

・いくつか会員登録している
ショッピングサイトで、購入履
歴や閲覧履歴を情報銀行に
預けていいですか？で「はい」
を押したら、ポイントが5倍10
倍になるとか、最初に登録す
るきっかけになるのはそういうこ
とが多い。こちらの便益に合う
だろうと企業が商品を提示し
てきて、それに同意したことで、
しない人よりなにか違うことを
提示してくれるといい。ポイン
ト還元の便益があるなら、
「はい」を押すと思う。

情報銀行利用によるメリットと期待の具体的なイメージを示した事例は下記が上がっている。

グループインタビューから得られた意見
情報銀行を便利と感じるメリット(具体例)
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