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はじめに

金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

金融機関におけるデータ共有は慎重な検討が必要となります。

データ共有により不正取引の防止、パーソナライズされたアドバイス

の提供、金融機関が機能不全に陥るリスクの高まりを検知できる一方

で、顧客は自身のデータがどのように保存・利用されているかをより

慎重に考えるようになっています。また、EUのデータ保護規制や英国

のオープンバンキングなどが示すように、規制当局も顧客データを保

護する方向に傾いています。

上記はプライバシーをめぐる責務が対立していることを表しています。

データの共有には価値がありますが、プライバシー・機密の保護はい

かなる金融機関にとっても重大な責任を伴います。

2015年以来、デロイト グローバルは世界経済フォーラム（World 
Economic Forum）と協力し、金融サービスを変革する力を明らかにし

てきました。最新フェーズとして公開されたレポート "Navigating 
uncharted waters: A roadmap to responsible innovation with AI in 
financial services”では、金融サービスのAI利用における、データ共有

とプライバシー・セキュリティ確保の必要性について解説しています。

本レポートでは、プライバシーと機密性を損なうことなく、データ共有の

価値を引き出すことが可能な技術について、深い考察を提供します。 
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金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

ゼロ知識証明
データを秘匿したまま、

当該データが条件を満

たすことを証明する

フェデレー
テッド分析

データ自体は共有せず
分析モデルを生成し、
データの分析から得ら
れたインサイトを共有する 

差分プライバシー 
データセットにノイズを

付 加 し、 第 三 者が元
データへ復元すること

を不可能とする 

準同型暗号 
復号せず分析できる形で

データを暗号化する 

セキュアマルチ
パーティ計算

データ分析を複数の当

事者に分散し、1人 が

データ全体を見られな

いようにする

各テクニックがどのように機能するか、活用により解決できるデータ共有の問題、

さらに早期に適用できる金融サービスの業種について概説します。

プライバシー強化のテクニック
本レポートでは、5つの「プライバシー強化のテクニック」を解説します。 
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金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

差分プライバシーを利用しない: 

第三者に複数の個人とグループ平均の
支出額がわかる

差分プライバシーを利用する: 

インプットの1つを取り除き、乱数に置き換える

第三者が A氏の支出額を
知り得る 

共有されている「グループ平均」にはノイズが付加されており、

A氏の支出額を復元できない

4千 7千 6千 5.5千 6千 6千 4千 7千 6千 5.5千

7千

6千 6千

差分プライバシーはリテール銀行、保険会社、決済サービス提供企業などの機密性の高い個人情報を保有する企業 にとって

特に有望です。このテクニックにより、顧客のプライバシーをリスクに曝すことなく機密性の高いデータを集約して分析するこ と

が可能になります。

差分プライバシー 

顧客のプライバシーを保護するためには、個人を特定できる情報（PII）を匿名化すればよいとも語られますが、必ずしもそう と

は限りません。

なぜなのかを考えるにあたり、A氏が自分の銀行口座データを個人向け金融アドバイスアプリと共有していると仮定 して みま

しょう。このアプリにより支出の管理、および自分と類似する利用者との比較が簡単にで きます。A氏はこのアプリで自分が 1年

間にバーで使う金額を、自身が属する利用者層の平均と比較してみました。アプリは「この郵便番号地域の25歳から29 歳まで

の男性は、1年間にバーで5,750ドルほどを使います。」と回答しました。 

しかし、悪意のある誰かが、A氏がバーでいくら使っているか知りたいと考えたとしましょう。その悪意のある誰かは、例えば自

分の属性をA氏が属す利用者層に適合させることで目的を達成できるのです。インプットの一部（自分自身のデータ）と、 その

他複数のデータ（例えば、国勢調査データ）を相互参照して再度システムにクエリーを行えば、この第三者はA氏の プラ イバ

シーを侵害し、彼のバーでの支出額を推定し得るのです。

このような侵害を防ぐため、システムで平均値にノイズを加えます。求められるレベルでプライバシーを保護するため、 差分プ

ライバシーを用いて必要とされるノイズを測定します。例えば、ある利用者の支出額を乱数に置き換えてインプットの 復元 を防

止しつつ、善意の利用者が有益な統計を作成できる水準で変更することも可能です。 
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金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

共有不正行為検知エンジン: 

• 過去に「マックスカマー」という名の人物が不正
行為を行った。

• 緑色の車の所有者は不正登録を行う傾向が
強い。

• 郵便番号が12345の地域に居住する運転者
は不正請求を行う傾向が強い。

郵便番号が  12345 の地域に 居住する運転者

は不正請求を行う傾向が強い。 

緑色の車の所有者は不正登録を行う傾   向
が強い。 

過去に「マック スカマー」という名の人物が 

不正行為を行った。 

保険会社A 

保険会社   B 

保険会社   C 

フェデレーテッド分析

意思決定に必要なデータが複数のソースに分散されている場合があります（例：複数銀行に跨る不正行為の特定）。 分析 を容

易にするためにデータを1つのデータベースにまとめることが効率的ですが、常に可能だとは限りません。例えば、データは社

内のものでも複数の法域に分かれて保存されていれば、プライバシー保護規制により移転できないかもしれません。 また 、

データが複数企業で共有されている場合、顧客が機密情報の提供を拒否すると、当該連絡を受けた企業は第三者 が その

データをどのように扱っているのか懸念するかもしれません。第三者が競争相手であれば、なおさら強く懸念するでしょう。

このような問題に対処する方法として、各データセットを個別に分析して独立した複数のモデルを構築し、これら意思 決定モデ

ルを1つのシステムに統合する方法があります。これがフェデレーテッド分析と呼ばれるテクニックです。複数の保険会社 が各

社システムで不正行為を検知しようとしている事例について考えてみましょう。各社は自社のデータを独自に分析し、その 後分

析から得られたインサイトだけを互いに共有することができます。これにより、自社の顧客のプライバシーを脅かすことな く、相

互の知見からメリットを享受することが可能になります。

フェデレーテッド分析を利用する:

既にこのテクニックを分析システムに組み込んでいる企業もあります。例えば、大手テクノロジー企業は携帯電話のオ ペレー

ティングシステムのキーボードに組み込まれている「予測入力」候補を表示させるために、フェデレーテッド分析（および

他のプライバシー強化テクニック）を活用しています。

フェデレーテッド分析は、金融機関が複数の機密性のあるデータベースからインサイトを得るにあたっての高い障壁 を打破す

る方法の1つです。例えば、フェデレ―テッド分析により、保険契約者へのコネクティッドデバイス（自動車トラッカーやフ ィット ネ

ストラッカーなど）の流通が進むかもしれません。保険契約者のデバイスに機密データが保存され続けるため、保険 契約 者は

責任ある行動をとるようになる一方で、保険会社は当該データからより幅広なインサイトを取得することができるでしょう。

フェデレーテッド分析により内部データだけでは特定できない不正検知の共同ネットワーク構築が可能となります。決済や 保険

分野において、このようなネットワークへの参加企業を拡大することでセキュリティを向上させることも可能です。
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準同型暗号を利用しない: 

A氏は自分の医療記録を梱包し、保険会社に送付する。
保険会社はそれを分析して報告書を作成し、A氏に返
送する。

準同型暗号を利用する: 

A氏の医療記録は共有に先立ち準同型的に暗号化され、
A氏以外の人物がデータやその後行われる分析の 結果
を閲覧することは困難。

輸送中のデータは安全。

保険会社自体、あるいはオフィス に立ち入る
ことができる外部者が、悪意 をもってデータ
にアクセスする可能性がある。

保険会社は情報が完全に開示された状態のデータを

目にすることなく分析を行う。

J 保険会社 J 保険会社

金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

輸送の途中で悪意をもって
データにアクセスされる可能性
がある。 

準同型暗号

金融機関、あるいは顧客が第三者へデータ分析を依頼することもあるでしょう。その第三者は、自社が保有していな いデー タ

や他の金融機関が持たない先進的な分析手法を持っているのかもしれません。しかし、データの所有者はデータを移転する

許可を得ていない、もしくはデータの安全な保管に懸念を持っているかもしれません。

このギャップは準同型暗号（HE）により埋めることができます。暗号化されたデータ（情報を完全には開示していないデータ）の

分析ができるからです。HEを用いれば、分析を行う際にデータを復号化する必要はなくなります。また、意図する当 事者 以外

は誰も分析結果を参照できません。

A氏が自分の医療履歴について、潜在的な健康上のリスクを知りたいと思ったケースを考えてみましょう。彼の医療保 険 を提

供している会社には健康上のリスク分析を行うテクノロジーサービス部門があります。しかし、A氏は自身の医療記録を開示す

ることを望んでいません。

HEを利用すれば、A氏はデータを暗号化し、暗号鍵を保有したまま保険会社へ送ることができます。保険会社のテクノロジー

部門は、医療履歴や検査結果の内容が分からなくても、部門が保有するモデルを用いてデータを分析し、分析に使用したデータを

A氏に返却します。A氏はこれらのデータを復号し、読むことができます。 

HEは、機密データをクラウド上や第三者を介して分析することに関心を持っている金融機関にとって有用になる可能性 があり

ます。データ漏洩の懸念や固有地域の特異なセキュリティ要件、プライバシー保護規制などの要件を満たすための 技術 的な

選択肢は多くありません。しかし、HEを用いたソリューションがこの状況を変えられるかもしれません。HEはデー タを暗号化し、

たとえ利用中に盗み見られたとしても機密性を確保できる実践的な方法を提供するからです。
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金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

「あなたの収入は当方の要件を満たしますか？」

独立して実証可能な 

数学的プロセス 

「はい」
ZKP システム

属性: 

年齢 

 収入

性別

「あなたの収入は当方の要件を満たしますか？」

「はい、私の収入は8万ドルです」 

属性: 

年齢 

 収入

家主 

家主 

A氏 

A氏 

ゼロ知識証明を利用しない: 

ゼロ知識証明を利用する: 

規模の大小を問わず多くの企業で、決済やインフラ、自己管理型のデジタル IDなどの分野でZKPの活用が進んで います 。

活用機会が増加することで、企業はZKPを活用できるシステム構造への変革を求められるでしょう。企業は、業務 に必要 な

最小限の情報にのみアクセス可能なシステム設計とすることで、他のすべてのデータのプライバシーを守ることができます。

ゼロ知識証明

多くの顧客は、取引の完結に必要不可欠な情報以外を開示することを望まないでしょう。例えば、A氏はアパートを借りる 経済

力があることを家主に証明する必要があると仮定してみましょう。A氏は、実は高収入だが最初に提示された以上の家 賃 を支

払いたくないと思っていることを知られたくないし、家主に家賃を値上げするきっかけを与えたくないとも思っています。

A氏の銀行は、ゼロ知識証明（ZKP）と呼ばれる方法で、この要求に応えることができます。ZKPにより、銀行はA氏 の実 際の

収入を明かすことなく、A 氏が家賃を支払える十分な収入があることを数学的証明により家主に実証できるのです。この 過程

は自動化されているので、A氏は銀行のスタッフの関与なしに迅速に自分が条件を満たしていることを示すことができます。 
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SMCを利用しない: SMCを利用する: 

取引先が機密データに
アクセスできない状態
を保てる

「このデータの利用により 
リターンが2.4％増加する。」

「このデータの利用により

リターンが2.4％増加する。」

データ提供者

機密データ 

取引先と機密データ
そのものを共有する
必要がある

ヘッジファンド

モデル 機密 データ 

金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

ヘッジファンド データ提供者 

モデル

セキュアマルチパーティ計算

セキュアマルチパーティ計算（SMC）を使用することで、1つの企業がすべてのデータにはアクセスできない状態を保ったまま 、

複数の企業が共同でデータ分析することが可能になります。これにより、秘密情報を保有する複数の企業が、それぞれの 情報

管理上のリスクを高めることなく、協働してデータを活用した新たな価値を創造できます。

具体例は次の通りです。あるヘッジファンドがトレーディングモデルの品質向上のため、第三者であるデータ提供者からデー タ

を購入しようとしています。ヘッジファンドはデータ購入を決定する前に、そのデータが有益なものであることを確認した いと考

えています。一方でデータ提供者は、購入前にデータを共有したくありません。従来であれば、この2つの企業は、過去のデータ

セット（現在のパフォーマンスとは異なる可能性もある）やサンプルとしての小さなデータセット（ヘッジファンドのモデル に組み

込み、データの価値を正確に評価することは難しい可能性もある）を使用することでしょう。

SMCの手法により、この「ヘッジファンドのモデル」と「機密データ」のように、相互に慎重な取扱が求められるものを結び付け、

どちらの当事者からも相手の機密情報にアクセスできない状態を保ったまま、データの価値を算定できます。この方 法で あれ

ば、両当事者が相手を信頼していなくても、ヘッジファンドはそのデータを購入する意思決定を具体的なデータに基づき 行えま

す。加えて、各当事者は個々にSMCシステムを監査することで、それぞれの機密情報が保護されていることを確認できます。 

つまりSMCは、ある共通の問題について、複数企業が各々に解答の一部を持っているが、どの企業も自社のデータを他社 に

開示したくないという状況を解決できるテクニックなのです。このテクニックが特に活きる産業の1つがキャピタルマーケットです。

キャピタルマーケットには、トレーディングや投資に有益である一方、他社には開示したくないデータが多く存在するからです 。

フェデレーテッド分析と同様、SMCは複数の企業による不正検知ネットワークの構築を可能とします。
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プライバシーを 
次の段階へ

金融機関にはデータ共有の価値とプライバシー・機密 保護

の義務を考量してきた長い歴史があります。最 近現 れ た

5つのテクノロジーによってこの状況を根本的に変 えられる

可能性がもたらされました。

これらのテクノロジーに共通しているのは、金融機 関 や顧

客、規制当局が、データ自体を共有することなく分析 し、そ

の結果得られたインサイトの共有を可能にしている こ とで

す。これにより、データ共有に付随するリスクを大 幅に軽減

することができます。金融機関にとって最大かつ喫緊 の課

題に、顧客、規制当局、そして社会全体が不安な く対 処で

きる道が新たに開けたのです。

本稿は世界経済フォーラムとデロイトが協働して 作 成 した

“The Next Generation of Data-Sharing in Financial 
Services: Using Privacy Enhancing Techniques to 
Unlock New Value”に基づいています。世界経済 フォーラ

ムは引き続き、金融サービスにおける変革を探究 して いき

ます。本レポートに記載されているアイデアについて、公式、

非公式を問わず、ご連絡をいただければ幸いです。



10 

本レポートに対する貢献に関し、デロイト カナダのCourtney Kidd Chubb およびDenizhan Uykur にも謝辞を呈します。 

神谷  精志

パートナー、リスクアドバイザリー事業本部／ファイナンシャルインダストリ― 
有限責任監査法人トーマツ

seiji.kamiya@tohmatsu.co.jp

Rob Galaski 
グローバルリーダー、バンキング & キャピタルマーケット、 
デロイト グローバル

rgalaski@deloitte.ca 

清藤  武暢

マネジャー、リスクアドバイザリー事業本部／ファイナンシャルインダストリ― 

有限責任監査法人トーマツ

takenobu.seito@tohmatsu.co.jp

金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

お問い合わせ先
日本国内お問い合わせ先

森 亮
パートナー、ファイナンシャルサービス・

デジタルトランスフォーメーション & イノベーション、 
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

rymori@deloitte.com 

グローバルお問い合わせ先

Bob Contri 
ファイナンシャルサービスインダストリー・リーダー、

デロイト グローバル

bcontri@deloitte.com 

翻訳版筆者

由川  優
シニアマネジャー、ファイナンシャルサービス

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

mayoshikawa@deloitte.com 

mailto:rymori@deloitte.com
mailto:bcontri@deloitte.com
mailto:mayoshikawa@deloitte.com


金融サービスにおけるデータ共有: プライバシーと機密性を強化する5つのテクニック 

11 

Notes 



 デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバー
であるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサル
 ティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護

士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、

日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保

 証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。ま
た、国内約40都市に1万名以上の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデ

 ロイト トーマツ グループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

 Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのグローバルネットワーク組織を構成
す るメンバーファームおよびそれらの関係法人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）および
各メンバーファームならびにそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTLはクライアントへ

のサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシ

フィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、東ティモール、ミクロネ
シア連邦、グアム、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、パラオ、パプア
ニューギニア、シンガポール、タイ、マーシャル諸島、北マリアナ諸島、中国（香港およびマカオを含む）、フィリピンおよ

びベトナムでサービスを提供しており、これらの各国および地域における運営はそれぞれ法的に独立した別個の組織
体により行われています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務
およびこれらに関連する第一級のサービスを全世界で行っています。150を超える国・地域のメンバーファームのネット

ワークを通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービス提供をしています。“Making an impact that matters”
を自らの使命とするデロイトの約286,000名の専門家については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的
に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他

の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有
効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・
行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 

© 2019. For inf ormation, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC, Deloitte Tohmatsu Consulting LLC, 
Deloitte Tohmatsu Financial Adv isory , Deloitte Tohmatsu Tax Co.

http://www.deloitte.com/about

	はじめに
	金融機関におけるデータ共有は慎重な検討が必要となります。データ共有により不正取引の防止、パーソナライズされたアドバイスの提供、金融機関が機能不全に陥るリスクの高まりを検知できる一方で、顧客は自身のデータがどのように保存・利用されているかをより慎重に考えるようになっています。また、EUのデータ保護規制や英国のオープンバンキングなどが示すように、規制当局も顧客データを保護する方向に傾いています。

	プライバシー強化のテクニック
	このレポートでは、5つの「プライバシー強化のテクニック」を解説します。
	差分プライバシーを利用しない:
	差分プライバシーを利用する:
	4千 7千 6千 5千5百 6千 6千

	フェデレーテッド分析を利用する:

	準同型暗号
	準同型暗号を利用しない:
	準同型暗号を利用する:

	ゼロ知識証明
	ゼロ知識証明を利用しない:

	セキュアマルチパーティ計算
	SMCを利用しない: SMCを利用する:


	プライバシーを次の段階へ
	お問い合わせ先
	日本国内お問い合わせ先
	森 亮
	神谷 精志

	グローバルお問い合わせ先
	Bob Contri
	Rob Galaski

	翻訳版筆者
	由川 優


	Notes



