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1. はじめに
RFID の登場以来，製造業における工程の管理や工場
から量販店までの物流管理，オフィス内における人物
の位置特定などの分野で，その応用が実現されつつあ
る．RFID システムの多くは，管理対象とする物品や人
物に対しユニークな ID を持つ RFID タグ（電子タグ）
を付与し，それら属性を管理することを目的としてい
る．RFID タグの非接触・複数同時読み取りという特性
で，これまでにない大量の情報を実世界から取得する
ことが可能となった．RFID システムとは，RFID タグ
を利用し，現実世界からの大量の情報を取得し，人間
にこれまでよりも広範囲なドメインで緻密な活動を支
援するシステムである．RFID ビジネスは，RFID シス
テムを利用したビジネス形態のことを指す．
しかし，この RFID の特性と複数の事業者が同じ
RFID タグを読み取る相互運用性が実現されることで，
RFID システム利用者のプライバシー情報が，悪意のあ
る第三者に不正に取得，使用される可能性がある．
RFID の課題は，技術的課題と社会的課題の 2 つがあ
る．技術的課題は，RFID により収集されたプライバシ
ー情報の悪意を持った収集と利用を防ぐことである．
社会的課題は，プライバシーの適切な管理を実施しア
ピールすることで，普及の障害となる不安感を緩和す
ることである．技術的・社会的な取り組みにも関わら
ずプライバシー情報のビジネス利用に関する問題は，
欧米を中心に現実のものとなっている．
個人情報保護の観点から，企業が業務上必要とする
プライバシー情報の不適切な管理体制も企業活動上の
多大なリスクとなる可能性が高い．さらに情報科学に
よる安心な電子社会の実現に関する研究も着手され 1)，
RFID システムを運用するために技術面と社会面を包
括した対策を検討する下地ができつつある．
本稿では，RFID システムの運用に関するプライバシ
ー保護に関する課題を体系的に分析し，解決方法の検
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討を行う．これを踏まえて技術的，社会的なプライバ
シー保護対策を包括した RFID システムのためのプラ
イバシー保護フレームワークの提案を行う．
2. RFID システムの特徴と課題
本章では個人や組織の活動に対し，RFID システムが
どのように貢献するかを例示し，その課題を紹介する．
RFID システムとは，RFID システム利用者のプライバ
シー情報を，個人認証用，商品管理用等の RFID タグ
を用いデータを収集・分析し，RFID 事業者と RFID 利
用者との関係性を高めることを目的としたシステムで
ある．代表的な RFID システムとは，図 1 に示したよ
うに，決済時に，商品に添付した RFID タグの ID を読
み取る．この際，RFID リーダの ID 等により商品の購
入場所を特定し，端末を通じ事業者サーバ内のデータ
ベースに，どの商品がどの店舗で，いつ購入されたか
という情報を配信する．事業者サーバのデータベース
内に蓄積された情報は，後に消費者が来店した際に，
個々の消費者の基本情報や購買履歴などからそれぞれ
の消費者に適したプロモーションを行う材料となる．
こ の プ ロ モ ー シ ョ ン は FSP (Frequency Shoppers
Program）と呼ばれ，企業にとっての消費者価値を最大
化し，利益を向上させることを目的として行われてい
る 2)．
①ID読み取り

RFIDタグ添付対象

RFIDリーダ（ライタ）

②ID配信

端末

③情報照会
④照会結果配信

図1：RFIDシステムの処理モデル

事業者サーバ

データ
ベース
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RFID を 用 い た CRM (Customer Relationship
Management)システムのなかには，消費者が購入した商
品の利用頻度や利用方法を企業が管理し，プロモーシ
ョンやマーケティングに役立てるほか，使用後のリサ
イクル状況の把握など社会的利益を確保するものも考
案されている．
オフィス内における就業者の位置管理を行う RFID
システムも考案されている 3)．このシステムでは，RFID
リーダは一定周期で人物が保持する RFID タグの読み
取りを行う．RFID リーダはオフィス内で数メートル間
隔に配置され，人物の所有する RFID タグがどの RFID
リーダに読み込まれたかをサーバのデータベースに格
納する．システムによりデータベースに記録された人
物の位置をあらかじめ用意したオフィスマップに表示
することが可能となる．オフィス内での就業者の遭遇
履歴や動線分析に利用し，オフィスレイアウトの変更
時の有効な情報となる．
商品購入後に消費者だけでなく企業や社会全体が
RFID タグで取得された情報を利用しビジネスに用い
ることや，オフィス内での就業者の移動履歴等をビジ
ネスに用いることについては，プライバシー保護を中
心としたさまざまな懸念が存在する．RFID システムで
は，RFID 利用者のプライバシー情報を扱うことが多く，
システム構築時に注意が必要である． RFID システム
におけるプライバシー情報に関する脅威は，図 1 に示
した情報処理過程に従い，以下の 4 点に大別される．
1. ID 読み取り：RFID リーダを所有する悪意をもっ
た第三者が不正な ID 読み取りを行う
2. ID 配信：読み取られた ID を正当な事業者以外が
盗聴し閲覧する
3. 情報照会：不正な情報照会要求やクラッキングに
よりサーバ等に蓄積されたプライバシー情報が不
正に利用される
4. 照会結果配信：照会結果の盗聴により ID とプラ
イバシー情報の不正な照合が行われる
こうしたプライバシー情報への脅威に向けた対策を，
RFID 技術ベンダは複数提案している．しかし RFID シ
ステムの構築・運用に対しては技術的対策だけでは不
十分であり，社会的な対策も不可欠である．よって，
RFID システムにおけるプライバシー情報保護に対し
て，技術的な対策と社会的な対策を考慮し検討する．
3.RFID システムのプライバシー保護対策の現状
現存する RFID システムの技術的および社会的なプ
ライバシー保護対策の整理を行う．
3.1 RFID システムにおけるプライバシー保護の技術的
対策
本項では RFID システムにおける具体的なプライバ
シー保護技術の整理を行う．表 1 は Juels ら 4)5)のまと
めた RFID プライバシー保護技術の分類に追記を行っ
たものである．表 1 中の 1 から 8 の項目は図 1 中の①
ID 読み取りに関するプライバシー保護技術である．1
から 3 の技術は RFID タグ内の情報を利用者の意志で
読み取りを禁止する RFID 不活性化技術である．4 から
8 は RFID タグ内の情報の暗号化や擬似 ID の発生を施
し，第三者による不正な読み取りを防止する技術であ
る．RFID ベンダは，これらに最も最も注力している．
表 1 中の 9 は，SSL などの Web サービスの暗号通信
技術が適用可能である．10 は蓄積された RFID 情報を
持つデータベースのアクセスを管理する一般的な方法
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が適用される．11 の情報処理ロジックの保護も，第三
者による不正な情報処理ロジックの改ざんを防止する
一般的手法の適用が現実的な解決である．12 の照合結
果参照については，データベースのアクセスログを監
視するなどして，消費者の ID と所有製品などのプライ
バシー情報を不正に照合する行為などを監視する．販
売店従業員やシステム管理者等の正当な権限を持った
人物が正規のアクセス手段で情報を取得し，不正に利
用するといった問題の解決方法もアクセスログの監視
などが有効である．
それぞれのプライバシー保護技術に対して効果と課
題があり単一の技術的対策だけでは十分なプライバシ
ー保護は困難である．複数の技術的対策の組み合わせ
だけでなく，社会的な対策の併用が，RFID システムの
安全な運用に必要である．
表1：RFIDシステムにおけるプライバシー保護技術
番号

保護ポイント

技術名

説明

課題

1

ID読み取り

Kill Tag

消費者の手に渡る前にKillコマンドでタグを読めない 販売後の商品情報入手
ようにする
が不可

2

ID読み取り

Faraday Cage

金属性の籠やホイルで覆い無線信号を遮断する

商品を包み込む形にな
るため、その用途は限定

3

ID読み取り

Active Jamming

RFIDリーダに対して妨害電波を発信する

近接するRFIDシステム
への障害

4

ID読み取り

5

ID読み取り

6

ID読み取り

7

ID読み取り

8

ID読み取り

暗号処理のためのコスト
増大
プライバシー強化装置を用いてID番号を暗号化して コスト増大と外部装置で
Re-Encｒｙption
RFIDに書き込む
の暗号化による煩雑さ
暗号処理のためのコスト
Silent Tree Walking RFIDからID情報を盗聴できないよう暗号化する
増大
RFID内のID番号以外の擬似IDを発信し、正当な権 特殊なリーダのコストが
Blocker Tag
限のないリーダにタグを読み取らせない
大きい
RFIDのモードを、リーダ側から変更することで、局面 特殊なリーダのコストが
Soft Blocking
ごとにタグが発信する情報を変化させる
大きい
Hash-lock

RFIDに鍵をかけることで情報を保護する

RFIDリーダ（ライタ），端末，サーバ間の通信を暗号 通常のWebサービスの通
化して行う
信の暗号化と同様
正当な利用者の不正へ
10
情報照会
DB Access Control RFIDデータが蓄積されたDBへのアクセス制御
の対応が困難
正当な利用者の不正へ
11
情報照会
Logic Control
RFIDシステム内の情報処理ロジックを保護する
の対応が困難
RFIDデータのDBに対するアクセスを監査し、正当な 不正への即時対応など
12 照会結果参照 DB Access Audit
利用者の不正に対応する
が困難
9

ID配信

SSL

3.2 RFID システムにおけるプライバシー保護の社会的
対策
RFID システムの運用については，複数のガイドライン
が公開されており，RFID 事業者はそれらガイドライン
を参照し，RFID システムへの適切な運用を実施する．
本稿では，代表的な RFID ガイドラインとして，以下
の 4 つのガイドラインを整理し，RFID システムに対す
る社会的対策を分析する．
A. 電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン
(総務省，経済産業省) 6)
B. Guidelines on EPC for Consumer Products (EPC
Global）7)
C. Guidelines on Commercial Use of RFID Technology
(EPIC: ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION
CENTER) 8)
D. An RFID Bill of Rights (Girfinkel）9) 10)
A は日本の総務省，経済産業省が公表した文書であ
り，B は国際 EAN 協会とアメリカの流通コード機関で
ある UCC が共同で所有する非営利法人で，EPC シス
テムの運用管理を行う EPC Global の提示したガイドラ
インである．C はサイバースペース内のプライバシー
について情報を提供している消費者団体である EPIC
が公開したガイドラインであり，D は RFID システム
研究者 Girfinkel が公開した RFID に関する見解である．
なおガイドライン中には，個人情報とプライバシー情
報が区別されているものがある．本稿では， RFID シ
ステム内の個人やプライバシーに関わる情報の表記を
プライバシー情報に統一する．
4 つのガイドラインを分析し，19 の項目を抽出した．
このガイドラインの規定事項を，RFID システム実現の
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ためのプランとした．19 項目を整理し，a から g の 7
つ目標(ゴール)にまとめた．表 2 にガイドラインから
抽出したゴールとプランをまとめた結果を示す．以下
に RFID ビジネス実現のための目標について説明する．
a .RFID システムの啓発活動
RFID 利用者に対して RFID システムの説明と情報提
供を行うことが必要である．RFID システムに対する偏
見や誤解を取り除き，RFID システムの効果や脅威を，
RFID 利用者に広く伝えることは重要である．啓発活動
により，RFID システムの認知を向上させることは，即
効性は期待できないが，RFID システムの普及には不可
欠である．ガイドラインでは，特に RFID システムの
社会的利益に関する情報提供を規定している．RFID タ
グ利用者に対して，RFID システムによる管理が生じる
ことを説明するとともに，製品の適切な廃棄やリサイ
クル状況の管理による社会的利益などを説明すること
が，RFID システムの啓発活動となる．
b. RFID システムの存在明示
RFID 利用者に対して RFID システムの存在を明示す
ることは重要である．ガイドラインでは，RFID タグの
存在や読み取られる可能性を RFID タグ自体や RFID タ
グ添付商品等に明示することを規定している．このほ
かに RFID リーダの存在の明示やどのタイミングで
RFID タグが読み込まれたかという動作状態を明らか
にすることを規定するガイドラインもある．
また，RFID タグ内に記録されている情報を利用者も
参照可能とすることを規定しているガイドラインもあ
る．RFID システムの存在を利用者に対して明らかにす
ることは，利用者に，いつ，どこで，どのような情報
が，RFID システムに読み込まれる可能性があるのか，
また読み込まれたのかを認知させることになり，RFID

システムに対する合意なきプライバシー情報の取得と
いう懸念を緩和することができる．
c. プライバシー情報の利用承諾
総務省・経済産業省のガイドラインでは，個人情報
保護法に則し利用目的の本人通知と目的外利用の承諾
を規定している．総務省・経済産業省のガイドライン
では利用承諾に関する明確な方法は規定されていない
が，EPIC ガイドラインでは，プライバシー情報の利用
範囲の承諾を書面で行うことを規定している．プライ
バシー情報の利用承諾は，プライバシー情報を扱う
RFID システムの利用者と事業者の信頼関係に関わる
課題である．
d. RFID システムへの参加選択権付与
利用者が入手した商品や配布された RFID タグを不
活性化する等の方法で，RFID システムから離脱する権
利をすべてのガイドラインで規定している．EPIC ガイ
ドラインでは． RFID 利用者となる可能性がある人に
対して，事業者が RFID システムの利用を強要するこ
とを禁止している．Girfinkel は RFID システムを利用
しないことを選択した人にも，RFID システムの利用者
が得られる利益を享受できる措置をとるよう主張して
いる．RFID システムへの参加の選択権を，利用者に与
えることで，
「RFID システムに参加をしない」という
究極的な選択肢が確保される．
e. プライバシー情報のセキュリティ確保
プライバシー情報の正確性の確保は，3 つのガイド
ラインで規定されている．RFID システム内の利用者の
プライバシー情報を正確かつ迅速に維持することは重
要である．プライバシー情報の損失，毀損，改竄，漏
洩を防止することも重要である．プライバシー情報の
セキュリティ確保については，RFID タグの読み取り防

表2：RFIDガイドライン分析による目標（ゴール）とプランの抽出
番号

RFIDビジネス実現のための目標

1

目標を実現するプラン

総務省・
Girfinkelの
EPC Global
EPIC
経済産業省
RFID
ガイドライン ガイドライン
ガイドライン
権利宣言

利用者に対する説明及び情報提供

○

○

2

RFIDタグの社会的利益に関する情報提供

○

○

○

3

RFIDタグ装着の明示

○

○

○

a. RFIDシステムの啓発活動

4

RFIDリーダの存在の明示

○

5

RFIDリーダの動作状況の明示

○

6

利用者によるRFID内情報の確認

7

プライバシー情報利用目的の本人通知

○

○

プライバシー情報の目的外利用の承諾

○

○

○

b. RFIDシステムの存在明示

8

c. プライバシー情報の利用承諾

9

利用者の同意のない追跡の禁止

10

RFIDタグの不活性化の選択権付与

11

○

○
○

○

d. RFIDシステムへの参加選択権付与 利用者へのRFID利用強要の禁止

12

○
○

RFID不利用による機会損失の禁止

13

○

プライバシー情報の正確性確保

○

○

○

14

プライバシー情報の損失，毀損，改竄，漏洩の
防止

○

○

○

15

プライバシー情報の第三者開示禁止

e. プライバシー情報のセキュリティ確保

16

f. プライバシー情報の適切な管理

17
18
g. プライバシー情報の濫用禁止
19

○

情報管理者の設置

○

利用者へのプライバシー情報の開示

○

消費者の要求以外の条件でのプライバシー情
報照会の禁止
RFIDタグ情報とプライバシー情報DBとの照会規
制

3

○

○
○

○
○

○

○
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止や暗号通信などの技術的な対策が複数提案されてい
るが，技術的な対策だけでなく，事業者の行動監視な
どといった技術や社会制度的な対策が必要である．
f. プライバシー情報の適切な管理
要求のあった利用者に対し RFID システムが管理す
るプライバシー情報を開示することが，すべてのガイ
ドラインで規定されている．これは利用者からの情報
開示要求が抑止力として働き，事業者が不要なプライ
バシー情報を保持しないことや適切な管理を厳格に実
施することを目的としている．また，情報管理者の設
置を規定するガイドラインも存在している．
EPIC ガイドラインでは，プライバシー情報の第三者
への開示を禁止するよう規定している．しかし RFID
システム内のデータを共同で利用するビジネスモデル
も考案されており，実現にあたっては議論が必要であ
る．
g. プライバシー情報の濫用禁止
総務省・経済産業省ガイドラインでは，RFID タグの
内部に含まれるプライバシー情報のほか，RFID タグ内
の ID と関連するデータベースとの照合に関しても規
制している．これは個人情報保護法に合致したガイド
ラインの項目であり，従業員等の役割に基づいたデー
タベースのアクセスコントロールで実現される．また
EPIC ガイドラインでは，プライバシー情報照会は緊急
時を除き禁止し，利用者の同意が得られた場合のみ可
とすることで，事業者による利用者のプライバシー情
報の安易な利用を規制している．
このように，政府機関，業界団体，消費者団体，学
術研究者がガイドラインを公表し，RFID システムの普
及に尽力している．ガイドライン公表の目的は，消費
者に対して RFID システムの存在，取得情報の明確化，
適切なセキュリティ確保をアピールすることである．

プライバシーを保護した
RFIDビジネスの実現

ゴールレイヤ
RFID利用者との
良好な関係の構築

利用者の認知

a.RFIDシステム
の啓発活動

4. RFID システムのためのプライバシー保護フレーム
ワーク
3 章で RFID システムの技術的，社会的対策を説明し
た．本章では，3 章で紹介した RFID プライバシー保護
対策をソフトゴール分析 11）の手法を用いて整理した
RFID システムのためのプライバシー保護フレームワ
ークを説明する．
4.1 RFID システムのためのプライバシー保護フレー
ムワーク
図 2 に RFID システムのためのプライバシー保護フ
レームワークを示す．本フレームワークは，ゴールレ
イヤ，プランレイヤ，アクションレイヤからなる 3 階
層で構成される．ゴールレイヤの構築には，要求工学
における主なゴール分析手法のうち，NFR フレームワ
ーク（Non-Functional Requirement Framework）を用いた
12)
．NFR フレームワークでは，非機能要求（NFR)の構
造を NFR 型と定義しておき，具体的なシステム要求の
分析で再利用することが可能となる．ゴールレイヤを
表現する目的は，
「プライバシーを保護した RFID ビジ
ネスの実現」という最終目標(ゴール)に対して，RFID
事業者の目標を細分化することである．
図 2 のゴールレイヤの最下位に位置する a から g ま
での 7 つの非機能要求は，表 2 中の RFID ビジネス実
現のための目標に相当する．ゴールレイヤはこの最下
位のサブゴールを，最上位の「プライバシーを保護し
た RFID ビジネスの実現」とのあいだで構造化を行っ
たものである．最下位のサブゴールと最上位のゴール
との関連付けのために，両者のあいだに複数のサブゴ
ールを設定した．その結果が図 2 のゴールレイヤとな
る．
図 2 の中段にはプランレイヤが位置する．プランレ
イヤには，表 2 中の「目標を実現するためのプラン」
があり，ゴールレイヤの最下位のサブゴールと対応す

安全なRFIDシステム
の構築と運用

＋

利用者の同意

b.RFIDシステム
の存在明示

c. プライバシー情報
の利用承諾

e.プライバシー
d.RFIDシステムへの
情報のセキュリティ
参加選択権付与
確保

f.プライバシー情報
の適切な管理

g.プライバシー情報
の濫用禁止

プランレイヤ
3.RFIDタグ装着の明示

1.利用者に対する
説明及び情報提供

4. RFIDリーダの存在
の明示
5. RFIDリーダの
動作状況の明示

2. RFIDタグの社会的
利益に関する情報提供

アクション
レイヤ

6. 利用者による
RFID内情報の確認

7.プライバシー情報
利用目的の本人通知

10.RFIDタグの不活性
化の選択権付与

8.プライバシー情報の
目的外利用の承諾

11.利用者へのRFID
利用強要の禁止

9.利用者の同意の
ない追跡の禁止

12.RFID不利用に
よる機会損失の禁止

13.プライバシー情報の
正確性確保
14.プライバシー情報の
損失，毀損，改竄，漏洩
の防止

15. プライバシー情報の
第三者開示禁止
18．消費者の要求以外
の条件でのプライバシ
16.情報管理者の設置 ー情報照会の禁止
17.利用者へのプライ
バシー情報の開示

19. RFIDタグ情報と
プライバシー情報DB
との照会規制

・Hash Lock，

・RFIDプログラム参加手続
・プライバシー情報利用
・公表されたガイドライン ・RFIDタグ存在の明記
承諾システム
・RFIDリーダマップ
・啓発活動プログラム
・DB Access Control, DB
・RFID情報確認システム Log Audit
・ガイダンス

Re-Encryption，Silent
Tree Walking，Bloker Tag,
・Kill Tag,
Soft Blocking
・Faraday Cage
・SSL
・Active Jamming ・DB Access Control
・RFID不利用者
・DB Access Audit
向けプログラム
・Logic Control

・DB Access Control
・DB Access Audit
・SSL
・利用者へのプライバ
シー情報開示システム ・DB Access Control
・情報管理体制
・DB Access Audit

図2：RFIDシステムのためのプライバシー保護フレームワーク
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る．プランレイヤを表現する目的は，RFID 事業者が採
ールレイヤの構造やプランレイヤとの関係を分析する
用すべきプランが十分であるかを確認することである． ことが手助けとなる．
図 2 の最下段には，アクションレイヤが位置する．
RFID システムのためのプライバシー保護フレーム
アクションレイヤには，プランを実現するための具体
ワークは，RFID ビジネスの企画時にシステムの開発，
的な手段をあげる．図 2 中のアクションレイヤ内のア
運用の要件定義を行う際に，統合的なプライバシー保
クションのなかには，表 1 で説明した RFID システム
護対策検討に有効である．ゴールレイヤは，複数のガ
のプライバシー保護技術が存在する．表 1 中の保護技
イドラインを整理し導出されたものであり，これらの
術を図 2 では斜字体で表現している．それ以外にも，
ゴールを無視し，RFID ビジネスを実施することはガイ
3.2 で紹介したプライバシー保護の社会的対策のうち，
ドラインからの逸脱を意味する．よって，ゴールレイ
事業者の取りうる社会的プログラムや利用者の同意を
ヤを意識しビジネスプランを策定する必要がある．
取るためのシステムなどを実現手段としてあげる．数
ある実現手段のなかから，RFID システムの費用対効果
4.2 RFID システムのためのプライバシー保護フレーム
ワークの有効性
やゴールやプランの重要度などにより，実現手段の決
RFID システムのためのプライバシー保護フレーム
定に利用できる．次に三階層の説明を詳細に行う．
ワークとプライバシー保護対策，RFID システムの関係
①ゴールレイヤ
技術的，社会的プライバシー保護対策を含めた RFID
とその有効性を図 3 に示す．
①プライバシー保護対策の
ビジネスを検討する場合に，RFID 事業者は「プライバ
一貫性確保
シーを保護した RFID ビジネスの実現」を最終的なゴ
②RFIDシステム機能
RFIDシステムのための
RFIDシステム
プライバシー保護フレームワーク の一貫性確保
ールとして設定する．「プライバシーを保護した RFID
ビジネスの実現」のために，RFID システムの技術的特
徴や社会的受容状態を分析しなければならない．分析
の結果，
「プライバシーを保護した RFID ビジネスの実
DB
③RFIDシステム
機能の完全性確保
現」には，「RFID 利用者との良好な関係の構築」およ
⑤プライバシー保護対策
び「安全な RFID システムの構築と運用」が必要であ ④プライバシー保護対策
の完全性確保
の統合性確保
る．この両者は AND 条件で存在している．安全な RFID
プライバシー保護対策
・個別に存在していたプライバ
システムの構築と運用があり，RFID 利用者との良好な
シー保護対策を統合化
関係を構築することができる．この 2 つのサブゴール
・ガイドライン
の関係を図 2 中の「＋」マークつきの矢印で表現して
・法制度
いる．
・技術
RFID 利用者との良好な関係を RFID 事業者が構築す
る場合には．
「利用者の認知」と「利用者の同意」を得
図3：RFIDシステムのためのプライバシー保護フレームワークの有効性
ることが必要である．この 2 つを，「RFID 利用者との
① プライバシー保護対策の一貫性確保
良好な関係」の構築のサブゴールとした．利用者の認
RFID ビジネスの企画時のプライバシー保護対策の
知と同意は AND 条件で存在している．
「利用者の認知」
一貫性を確保する際に，本稿で提案するフレームワー
を高めるために「RFID システムの啓発活動」と「RFID
クは有効に作用する．ゴールレイヤ，プランレイヤに
システムの存在明示」の 2 つのサブゴールが AND 条
従い，ビジネス領域に応じたアクション項目をアクシ
件で存在する．
「利用者の同意」については，
「RFID シ
ョンレイヤに記述することで，RFID システムにおける
ステムの存在明示」，「プライバシー情報の利用承諾」，
プライバシー保護対策を決定することができる．しか
「RFID システムへの参加選択権付与」の 3 つのサブゴ
し，この際に，プランまたはアクション項目間で競合
ールを AND 条件で設定した．
が 発 生す る場 合 があ る． 例 えば ，プ ラ ンレ イヤ の
一方，安全な RFID システムの構築については，
「プ
「2.RFID タグの社会的利益に関する情報提供」という
ライバシー情報のセキュリティ確保」，「プライバシー
プランのアクションである｢啓発活動プログラム｣に，
情報の適切な管理」，「プライバシー情報の濫用禁止」，
「RFID 利用者に対するインセンティブの用意」が具体
「RFID システムへの
「プライバシー情報の利用承諾」
，
的なアクション項目としてあるとする．このアクショ
参加選択権付与」の 5 つが最下位のサブゴールとなり
ンは，プランレイヤの「12.RFID 不利用による機会損
AND 条件で存在する．
失の禁止」の具体的アクションである「RFID 不利用者
②プランレイヤ
向けプログラム」と競合する．RFID 不利用者に対し，
図 2 のプランレイヤは，ゴールレイヤの最下位の a
インセンティブを提供することは，RFID システムの啓
から g までと，表 2 に示した 1 から 17 までの目標を実
発活動の効果を薄めることにつながるからである．
現するプランを対応付けて表現している．最下位のゴ
RFID 事業者は，それぞれの上位ゴールである「a. RFID
ールは，ガイドラインを整理した結果をまとめること
システムの啓発活動」と「d. RFID システムへの参加選
で抽出した．よって，最下位のゴールを実現するため
択権付与」の双方のゴールを検討し，「d. RFID システ
にはプランレイヤで示したプランを実現することが必
ム へ の参 加選 択 権付 与」 に 関連 する プ ラン であ る
要となる．
「10.RFID タグの不活性化の選択権付与」，
「11.利用者
③アクションレイヤ
への RFID 利用強要の禁止」を実施し，双方のゴール
図 2 のアクションレイヤには RFID 事業者が企画す
を満たすことを検討する．本フレームワークの利用で
る社会的プログラムやシステム，RFID システムのプラ
実現プラン間の競合を上位のサブゴールの分岐構造ま
イバシー保護技術，Web サービスで使われるセキュリ
で遡ることや，複数のプランから必要なものを選択す
ティ保護技術，RFID 事業者が取り得る社会的プログラ
ることで，システムの目標を逸脱せず適切にアクショ
ムなどが存在する．これらアクションの選択には，ゴ
ンの競合を解消することが可能となる．
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② RFID システム機能の一貫性確保
①と同様に RFID システムの設計段階においても，
本フレームワークがアクション項目の競合解消に有効
である．たとえば RFID システム内のデータベースに
対する厳格なアクセスコントロールを実現するアクシ
ョン項目を選択し，RFID 利用者の要望に応じたプライ
バシー情報を提示するアクション項目を選択する場合
に，両者は競合することもある．
③ RFID システム機能の完全性確保
本フレームワークは，運用中の RFID システムの評
価にも有効である．本フレームワークを利用すること
で，運用中の RFID システムのプライバシー保護対策
がガイドラインに沿った完全なものであるかを確認す
ることが可能である．
④ プライバシー保護対策の完全性確保
本フレームワークは，RFID ビジネス企画時に利用す
るプライバシー保護対策の完全性を確保することに有
効である．RFID ビジネス企画時に，ゴールやプランに
合致した現存するプライバシー保護対策を検討する際
に，プライバシー保護ガイドラインや法制度，プライ
バシー保護技術といったプライバシー保護対策アクシ
ョンの完全性を検討することに利用できる．
⑤プライバシー保護対策の統合性確保
本フレームワークは，現存するプライバシー保護対
策の統合性を確保することに有効である．RFID ビジネ
スを企画した際の内容によっては，現存するプライバ
シー保護対策ガイドラインを統合して扱うことや，法
制度化して拘束力を高めることなども視野に入れる必
要がある．統合化によりプライバシー保護対策の能力
を向上させることに本フレームワークは有効である．
同様に RFID システムのプライバシー保護技術に対し
て，新規に検討するものがあれば，新技術開発などを
提案し，技術的なプライバシー保護対策を向上するこ
ともできる．また，ガイドラインや法制度といった社
会的対策と RFID システム構築に利用する技術的な対
策の組み合わせ方を，フレームワークをベースに検討
することで統合性の確保が実現できる．
個別の企業が公開するプライバシー条項の内容を比
較・分析し，その傾向をまとめ標準化を狙った研究は
存在する 13)．しかしプライバシーを保護したビジネス
システムの導入に向けて，技術的・社会的対策を網羅
的に分析することされていない．RFID システムの構築
やプライバシー対策全般に対して有効性を発揮する本
稿のフレームワークは存在せず新規な取り組みである．
5. RFID ビジネスのためプライバシー保護フレームワ
ークの評価
フレームワークの有効性について評価を実施する．
5.1 では，CRM システム企画に関するケーススタディ
を題材にし，5.2 では就業者位置管理システムを題材に
評価を行う．
5.1 CRM システム企画時の評価
本項では，HBR 誌のケーススタディで紹介されたコ
メントを RFID ビジネスのためのプライバシー保護フ
レームワークに対応させ，必要な情報を追記し評価を
行う．HBR 誌で紹介された CRM システムのケースス
タディは，FSP を積極的に導入する意向を持ったアパ
レルブランドの依頼を受けて，RFID ベンダが RFID の
導入を推進するか，プライバシー情報保護を主張する
かについてコメントを求めるものであった．この事例
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を本稿で取り上げた理由は，RFID を用いた CRM ビジ
ネスに対し，多面的なコメントが挙げられていたから
である．ケーススタディで取り上げられた事例の要点
を以下に記す．
■ ティーン向けのアパレルブランドの視点
・ 物流管理に RFID タグを利用している．
・ 更なる事業の効率化を目指し，人気商品に RFID タ
グを装着することの検討を開始した．
・ 商品への RFID タグの装着が実現すれば需給計画，
在庫調整，商品開発を効果的に実施できる．
・ さらに消費者に適切な商品を推薦することができ，
適切な顧客管理が実施できる．
■ RFID ベンダの視点
・ アパレルブランドのアイデアを実現できれば業界
内の評価を高められ魅力的である．
・ 法律面，倫理面でかなりの不安を感じている．
■ ケーススタディの要求事項
・ RFID ベンダはアパレルブランドの要求にどう対
応すべきかについて，4 名の識者にコメントを求め
ている．
4 章で紹介した図 2 の RFID ビジネスのためのプライ
バシー保護フレームワークに，CRM システムの事例を
当てはめ説明する．表 3 は RFID ビジネスのプライバ
シー保護フレームワークにより，CRM システムに必要
なプライバシー保護機能をアクションとして規定した
ものである．表 3 のアクションのうち，*印が付いてい
るものは HBR 誌のケーススタディのコメントで紹介
されていたものである．それ以外は，著者らが CRM
システムの構築に必要であるものを追記した．CRM シ
ステムを RFID システムとして実現するためには，さ
まざまなアクションを選択することになる．RFID 事業
者が選択するアクションは，社会的なプログラムから
RFID タグの不正読み取り技術の防止などさまざまな
プライバシー保護対策が含まれる．表 3 をもとに，RFID
ビジネスのためのプライバシー保護フレームワークの
有効性の評価を行う．
①プライバシー保護対策の一貫性確保
表 3 中の具体的アクションである 2 の「奨学金など
の公的インセンティブシステム」と 12 の「RFID 不利
用消費者へのインセンティブ確保」は，RFID 不利用者
に対する奨学金プログラムの提供により，RFID 利用者
への奨学金プログラムの効果との差別化ができないこ
とから，競合するアクションとなる．導入に際しては，
事業者の判断が必要である．判断の際には，図 2 のフ
レームワーク内のゴールレイヤまで遡り，サブゴール
である利用者の認知と利用者の同意のバランスについ
て検討する必要がある．社会全体での認知度を徹底的
に向上させるのであれば，奨学金プログラムを徹底的
に実施する必要があるが，RFID 不利用者まで奨学金プ
ログラムの対象にしてしまうのであれば利用者の認知
に対するアクションの効果が薄れる．RFID 事業者は，
CRM プログラムを企画する段階で本フレームワーク
を利用し，アクション間での競合関係を見つけ，競合
に対する対策をサブゴール間での調整を行うことがで
きる．よって本フレームワークはプライバシー保護対
策の一貫性確保という点で有効である．
② RFID システム機能の一貫性確保
CRM システムを実現する上でのプライバシー保護
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機能は，表 3 に体系的に記載した．さらに，表 3 中の
14 の暗号通信技術の採用，RFID の不正読み取り技術，
データベースへのアクセス制御と 17 の利用者へのプ
ライバシー情報開示機能は，利用者の認証手段にセキ
ュリティ上の問題がある場合に，プライバシー情報の
漏洩につながり，機能の一貫性確保に不合理が生じる
こととなる．本フレームワークの利用により，CRM シ
ステムの利用者認証に対して強固な対策を用いなけれ
ば CRM システム機能の一貫性確保が十分に行えない
ことが示される．
③ RFID システム機能の完全性確保
フレームワークに基づき，実装されたシステムの機
能が十分であるかどうかを評価することができる．本
稿で扱う CRM 事例は，HBR 誌のケーススタディの範
囲を出ていないため，実際の CRM システムが機能を
十分に満たしているかを判断することはできない．し
かし，実際に構築されたシステムの機能完全性の評価
に，本フレームワークを用いることは可能である．詳
細は 5.2 項で説明する．
④ プライバシー保護対策の完全性確保
表 3 中の具体的なアクションには，フレームワーク
のアクションレイヤに記述されている技術的・社会的
対策に分類される項目が記載されており，プライバシ
ー保護対策の完全性が確保されていることが確認され
た．しかし，技術面・社会面を含む新たなプライバシ
ー保護対策が提案された場合には，フレームワークの
変更を行う必要がある．プライバシー保護対策の完全
性確保という点においても，フレームワークは固定的
なものではなく，常に進化し続けることが必要となる．
⑤ プライバシー保護対策の統合性確保
本フレームワークに基づき，プライバシー保護対策
の統合性確保を行うことが可能となる．フレームワー
クには既存の RFID システムに関する主要なガイドラ
インや，RFID システムのプライバシー保護技術が含ま
れており，現時点での統合性の確保は検証できている．

統合性の確保とは，個別に存在している RFID システ
ムのプライバシー保護対策を統合することである．
5.2 就業者位置管理システムの評価
オフィス内の就業者位置管理システムを題材にし
た③RFID システム機能の完全性確保を行った結果を
表 4 に示す．6 の利用者による RFID タグ内の情報の確
認，13 のプライバシー情報の正確性確保，17 の利用者
へのプライバシー情報の開示のアクションが，RFID シ
ステムとしてフレームワークに対して十分な対応がで
きていない点が判明した．フレームワークによりシス
テム機能の不足を抽出することが可能と言える．本フ
レームワーク中に存在しない機能を RFID システムが
有している場合には，フレームワークの変更を行う必
要がある．フレームワークは固定的なものではなく，
常に進化し続けることで，RFID システム機能の完全性
を確保できることとなる．
6. まとめと今後の課題
本稿では，RFID システムのプライバシー保護対策の
技術面，社会面を体系的に調査し，RFID システムのた
めのプライバシー保護フレームワークの提案を行った．
RFID システムのうち CRM システム，オフィスにおけ
る就業者位置管理システムに対し評価を行い提案した
フレームワークの評価を行った．その結果，CRM シス
テム企画時の①プライバシー保護対策の一貫性確保，
②RFID システム機能の一貫性確保，④プライバシー保
護対策の完全性確保，⑤プライバシー保護対策の統合
性確保についての確認を行った．③RFID システム機能
の完全性確保については，実システムを想定したオフ
ィスにおける就業者位置管理システムに対して実施し
た．この結果，RFID システムの機能の完全性確保に対
し，複数の機能に関する不足事項を確認することがで
きた．
本稿で提案したフレームワークは，プライバシー保
護を考慮した RFID システムの構築に対して有効であ

表3：RFIDガイドライン分析によるプライバシー保護フレームワークの評価（CRMシステム）
番号

RFIDビジネス実現のための目標

1

目標を実現するプラン
利用者に対する説明及び情報提供

a. RFIDシステムの啓発活動

具体的なアクション
消費者のRFID理解度チェックシステム*、業界内での自主基
準の策定と公表*

2

RFIDタグの社会的利益に関する情報提供

奨学金などの公的インセンティブシステム*

3

RFIDタグ装着の明示

商品への電子タグ装着の明記*

RFIDリーダの存在の明示

店内でのRFIDリーダ設置箇所および読み取り範囲の明示

5

RFIDリーダの動作状況の明示

店内でのRFID読み取り音や読み取りインジケータ表示機器

6

利用者によるRFIDタグ内情報の確認

消費者宅などでのRFID情報確認システム、消費者向けRFID
リーダの配布

プライバシー情報利用目的の本人通知

販売時におけるプライバシー情報の利用目的通知

プライバシー情報の目的外利用の承諾

プライバシー情報の目的外利用に対する承諾確認システム

4
b. RFIDシステムの存在明示

7
8

c. プライバシー情報の利用承諾

9
10
11

利用者の同意のない追跡の禁止

事業者のプライバシー情報利用監視機能*

RFIDタグの不活性化の選択権付与

商品から簡単に除去できるRFIDタグの使用、KILL Tagなどの
RFID不活性化技術

d. RFIDシステムのへの参加の選択権付与 利用者へのRFID利用強要の禁止

12

RFID不利用による機会損失の禁止

13

プライバシー情報の正確性確保
e. プライバシー情報のセキュリティ確保

14

プライバシー情報の損失，毀損，改竄，漏洩の防止

15
16

f. プライバシー情報の適切な管理

RFID不添付商品の販売*
RFID不利用消費者へのインセンティブ確保*
データベースへのアクセス制御、事業者のプライバシー情報
利用監視*
暗号通信技術の採用、RFIDの不正読み取り技術，データベー
スへのアクセス制御

プライバシー情報の第三者開示禁止

事業者のプライバシー情報利用監視機能*

情報管理者の設置

情報管理者の設置、データベースへのアクセス制御

17

利用者へのプライバシー情報の開示

消費者へのプライバシー情報開示機能

18

消費者の要求以外の条件でのプライバシー情報照会の禁
止

事業者のプライバシー情報利用監視機能*

RFIDタグ情報とプライバシー情報DBとの照会規制

CRMシステムの利用制限機能

g. プライバシー情報の濫用禁止
19

7
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るが，実システムの機能の完全性確保を実施する点今
後の課題である．提案したフレームワークについて，
そのベースとなった RFID システムにおけるプライバ
シー保護技術および RFID システムのためのプライバ
シー保護に関するガイドラインは進化する．それらの
進化に応じてフレームワークも変化することが重要で
ある．
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表4：RFIDガイドライン分析によるプライバシー保護フレームワークの評価（就業者位置管理システム）
番号

RFIDビジネス実現のための目標

1

目標を実現するプラン

具体的なアクション

利用者に対する説明及び情報提供

就業規則への記述、就労者に対するガイダンスの実施

RFIDタグの社会的利益に関する情報提供

ガイダンスにおける想定する利用効果の説明

3

RFIDタグ装着の明示

就労者が装着するタグの性能の説明

4

RFIDリーダの存在の明示

オフィスマップ内におけるRFIDリーダの存在明示

RFIDリーダの動作状況の明示

リーダの読み取り時間間隔の説明

a. RFIDシステムの啓発活動
2

b. RFIDシステムの存在明示
5
6

利用者によるRFIDタグ内情報の確認

未実施

7

プライバシー情報利用目的の本人通知

システム参加時におけるプライバシー情報の利用目的通知

プライバシー情報の目的外利用の承諾

プライバシー情報の目的外利用に対する承諾確認ルールの
設定

8

c. プライバシー情報の利用承諾

9

利用者の同意のない追跡の禁止

オフィスや会議室内のみでのタグの読み取りの遵守

10

RFIDタグの不活性化の選択権付与

位置情報を知られたくない場合の方法の説明

11

d. RFIDシステムのへの参加の選択権付与 利用者へのRFID利用強要の禁止

不参加ルールの策定と運用

12

RFID不利用による機会損失の禁止

RFID不利用就労者への他の就労者の位置情報提示

13

プライバシー情報の正確性確保

データベースの性能でリアルタイム表示が行えない場合があ
る

プライバシー情報の損失，毀損，改竄，漏洩の防止

暗号通信技術の採用、RFIDの不正読み取り技術

15

プライバシー情報の第三者開示禁止

事業者のプライバシー情報利用監視機能

16

情報管理者の設置

情報管理者の設置、データベースへのアクセス制御

e. プライバシー情報のセキュリティ確保
14

f. プライバシー情報の適切な管理

就業者のオフィス内での位置情報の提示、就業者の位置情

17

利用者へのプライバシー情報の開示

18

消費者の要求以外の条件でのプライバシー情報照会の禁
止

事業者のプライバシー情報利用監視機能

RFIDタグ情報とプライバシー情報DBとの照会規制

データベースへのアクセス制御、運用者のプライバシー情報
利用監視

g. プライバシー情報の濫用禁止
19

8

報ログの提示（未実施）

