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住所は秘匿性の高い情報とはされていない。

これまで、住所は当然のように収集されてきた

本 確 情報など が当然だ

DV・ストーカー被害者の場合など 知られることで生死にかかわるケースも

本人確認情報などであるのが当然だった

2012年11月に発生した逗子市でストーカー殺人事件
犯人の依頼を受けた探偵は、逗子市役所税務課から言葉巧みに情報を聞き出す

DV スト カ 被害者の場合など、知られることで生死にかかわるケ スも

人命に直接関わる個人情報が他にあるだろうか

現在では、GoogleStreetViewの存在も大きい

住所の取扱い方も再考されるべきではないか



デ２ パーソナルデータの利用形態

【例：消費者ローン】

・入会希望者が申告した情報の真偽を確認する

・入会希望者がブラックリストに入っていないか確認する・入会希望者がブラックリストに入っていないか確認する

・キャッシング用カードなどを送付する

・支払状況を踏まえ、所得などとの関係を統計処理する

・返済がない場合に催告する返済がない場合に催告する

・それでも反応がない場合、訪問して取り立てる

・法的措置として裁判所に支払督促を申し立てる

・裁判所が支払督促を行う

・仮執行、強制執行と法的措置を進める



まとめると、
識別

行われる行為 実現したいこと 分類

1 入会希望者の申告情報を確認 本人特定・実存確認 識別
分析・評価

誰であるか
特定する

2 ブラックリストと照合 リスク判定 評価

3 カード類の送付 送付 到達

分析・評価

実績等を
分析しておく

4 支払状況などを統計処理 分析 分析

5 催告（郵送・電話など） 連絡 到達
過去の分析結果と

5 催告（郵送・電話など） 連絡 到達

6 現地訪問しての催告 臨場 到達

分
案件を照合する

（評価）

7 支払督促申立 本人特定 識別

8 支払督促 送達 到達
相手へ具体的な

身体・意思への到達

9 仮執行、強制執行など 本人特定 識別

相手へ具体的な
アプローチを行う





住所は『一般的に公』とされている

漏えい時の被害

歴史的には氏名と一体となって識別子を成してきた経緯も
例：レオナルド・ダ・ビンチ

漏えい時の被害
経済的損失レベル、精神的苦痛レベルのどちらも

３段階評価の「１」（最低）

漏えい事故における情報項目の出現率
１位 氏名 ９４ ８％

情報漏えいの常習

本当にそれでいいの？

１位 氏名 ９４．８％
２位 住所 ５０．６％

本当にそれでいいの？

DV・ストーカー被害者にとっては最も守りたいもの

この感覚の違いはどこから来るのか？



身体・思想到達用情報を利用される側の視点での分析 ①

eメールアドレス 電話番号

eメール 電話 書類等の送付 訪問

情報 住所

具体的アプローチ

情報を利用される側の視点

・ナンバーディスプ

情報を利用される側の視点

事前防御（望まないアプローチを選別して受け取る）

手法
迷惑メール

フィルタリング

ナンバ ディスプ
レイ
・迷惑電話お断り
サービス

なし なし

有効性 高 やや高

コスト 低 やや低

※コストの各項目は、「高」、「やや高」、「やや低」、「低」の４段階で表記



身体・思想到達用情報を利用される側の視点での分析 ②

eメールアドレス 電話番号

eメール 電話 書類等の送付 訪問

情報 住所

具体的アプローチ

情報を利 される側 視点

対処（事前防御をすり抜けたアプローチに対応する）

情報を利用される側の視点

読まない 出ない、断る 読まない 出ない、断る対応方法

時間的コスト 低 やや高 低 やや高

心理的コスト 低 やや高 低 高

※コストの各項目は 「高」 「やや高」 「やや低」 「低」の４段階で表記※コストの各項目は、「高」、「やや高」、「やや低」、「低」の４段階で表記



身体・思想到達用情報を利用される側の視点での分析 ③

eメールアドレス 電話番号

eメール 電話 書類等の送付 訪問

情報を利用される側の視点

情報 住所

具体的アプローチ

情報を利用される側の視点

避難（情報を変更する）

やや高

有効性
高

（変更により遮断することができ、
変更前情報から変更後情報が追跡不可）

やや高
（変更により遮断することができる
が、住民票や戸籍附表により変更
前情報から変更後情報が確実に追
跡できる 住民票を移さなければ追

時間的コスト やや低 やや低

変更 変更
跡できる。住民票を移さなければ追

跡不可）

高時間的コスト やや低 やや低

金銭的コスト 低 低

高

高

社会的コスト やや低 やや高

※コストの各項目は、「高」、「やや高」、「やや低」、「低」の４段階で表記

高



eメールアドレス 電話番号情報 住所

身体・思想到達用情報を利用する側の視点での分析

eメ ルアドレス 電話番号

eメール 電話 書類等の送付 訪問

情報 住所

具体的アプローチ

情報を利用する側の視点（商用利用の例）

低 やや低 やや高 高

情報伝達力 低 高 やや低 高

コスト

効　果

情報伝達力 低 高 やや低 高

訴求力
視覚・聴覚に

訴求可
聴覚のみ

視覚・聴覚に
訴求可

五感へ
訴求可

商談進展力

高
ワンクリックで次の段階
へ進めるため 即決の

やや低
通常は、改めて郵送や
訪問など別の手段を経
るため時間が必要

やや低
買い手の意思によ
る返送が必要であ

高
面前で決断を迫
ることで 即決のへ進めるため、即決の

可能性あり
るため時間が必要
（悪徳商法であれば

即決可）

る返送が必要であ
り、時間が必要

ることで、即決の
可能性あり

主導権 買い手 売り手 買い手 売り手主導権 買い手 売り手 買い手 売り手

※各項目は、「高」、「やや高」、「やや低」、「低」の４段階で表記



まとめると、住所の利用形態のうち『訪問』は、

利用される側としては利用される側としては

事前防御の手法がない

対処する際の心理的 時間的コストが低くない対処する際の心理的・時間的コストが低くない

避難するにはコストが高

『訪問』されると面倒

利用する側とし は利用する側としては

訪問すると効果は大きいがコストも掛かる

コストから『訪問』することは多くない

コストと効果のバランスではeメール 電話コストと効果のバランスではeメ ル、電話

でも、DV加害者・ストーカーは効果重視！



逗子ストーカー殺人（２０１２年）

今年のDVがらみの漏えい事件今年のDVがらみの漏えい事件
・東京都世田谷区

・岡山県県税事務所・岡山県県税事務所

・千葉県八街市

・大阪府羽曳野市

・佐賀県伊万里市

・りそな銀行（埼玉県） など・・・

相模原市は住記システムなどで

住所を表示しない仕組みにシステム改修住所を表示しない仕組みにシステム改修

表示は区まで、詳細は要管理職承認

通常業務はこれでできるということ！



住所情報の必要性

マイナンバ 導入で

位置情報 非位置情報

マイナンバー導入で
『識別』のあり方が

変わる

本人が望むアプローチは
代替方法あり

 局留郵便

身体・意思到達用情報
パーソナル

データ 識別用情報

局留郵便
 コンビニ受取…  公的個人認証

（利用者証明用）
 分野別番号

（人の所在地）

約定地

非パーソナル
データ

物の所在地

分析・評価用情報

人と関連は深いが 人との関わりは

図２　住所情報の分類

人と関連は深いが
本質的には別もの

人との関わりは
断つべきもの

『本人が望まない情報の送付・送達』の代替が難しい？



『本人が望まない情報の送付・送達』『本人が望まない情報の送付 送達』

請求、催促、訴訟のための送付・送達・・・

円滑な取引ができている限りは必要ない

必要に応じて、最新の住所を取得できれば、

取引当初に住所を取得しておく必要はないのでは？初 所 得 要

漏えい対策にも、情報維持コスト削減にもなる漏 対策 も、情報維持 削減 もなる



例えば、『情報提供ネットワークの活用』

※ 内閣府『マイナンバーの概要』より

情報提供ネ トワ クは『符号』で情報を紐付け情報提供ネットワークは『符号』で情報を紐付け

マイナンバーが必須の仕組みではない



最後に

『住所は当然あるべき本人確認用情報』
という考え方は思考停止にすぎないという考え方は思考停止にすぎない

「住所の秘匿が危険回避の最後のとりで」という人もいる「住所の秘匿が危険回避の最後のとりで」という人もいる

Google Street Viewの存在も無視できない

『身体・意思到達用』 『識別用』 『分析・評価用』の『身体 意思到達用』 『識別用』 『分析 評価用』の
どの用途のために住所を取得するのか？

真に住所を必要とする場面を考えるべき真に住所を必要とする場面を考えるべき



ご清聴ありがとうございました


