第 57 回土木計画学研究発表会・講演集

02-09

Wi-Fi パケット観測の精度と個人情報保護
西田 純二 1・宇野 伸宏 2・倉内 文孝 3・中川 義也 4・望月 祐洋 5
1 フェロー会員

㈱社会システム総合研究所 （〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-22-4）
E-mail:nishida@jriss.jp

2 正会員

京都大学大学院 工学研究科 （〒615-8540 京都市西京区京都大学桂）
E-mail: uno@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
3 正会員 岐阜大学 工学部 社会基盤工学科（〒501-1193 岐阜市柳戸 1-1）
E-mail: kurauchi@gifu-u.ac.jp
4 正会員 株式会社パデコ インフラ開発部（〒105-0004 東京都港区新橋 6-17-19 新御成門ビル）
E-mail: nakagawa@padeco.co.jp
5 非会員 立命館大学 総合科学技術研究機構（〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1）
E-mail: moma@ubi.cs.ritsumei.ac.jp

筆者らは移動体が備える Wi-Fi や Bluetooth 機器が発する特定のパケットを匿名化して取得し，交通流を
解析するシステム（AMP センサ）を 2013 年に開発し，国内外で多数の実証計測を行った．一部は現在も
常設センサとして稼働している．AMP は設置が容易で，有用な交通ビッグデータが得られるが，観測精
度はスマートフォンの保有率等の影響を受ける．また，センサ設置環境が受信感度に与える影響も大きい．
さらに重要なことは，取得したデータの匿名化方法やデータ解析手法によっては，個人が特定され，プラ
イバシー侵害を惹き起こすリスクが内在することである．そこで本論文では，AMP 計測の特性と精度に
ついて改めて検証を行い，プライバシー侵害のリスクとリスク低減対策の事例を紹介する．そして個人情
報保護の観点から実施して良い計測・悪い計測について考察を行う．
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1. はじめに

受け，SNS 等での炎上となる騒ぎに発展することは多分
に懸念される 13)ことである．過去の類似事例を見ても，

Wi-Fi パケットセンサはその名称が一般名詞として使

例えば公共空間におけるカメラを用いた人流解析のよう

用されるほど国内外で幅広い交通調査に活用され，低コ

に，いったん炎上した事案の影響は長期間に及ぶ．十分

ストで実施できる交通観測調査手法として多くの実証計

な対策を行って実施しようとしている類似調査までが，

測事例が蓄積されてきた．一般道路や高速道路における

利用者の疑念を呼ぶ可能性があるという理由から，実施

自動車交通の流動の解析や渋滞検知における活用，都市

できなくなる．このような社会的な損失を未然に防ぐた

圏レベルでの広域的な交通流動の観測，さらには観光客

めにも，調査を実施する際のプライバシー保護への配慮

が集中するエリアでの歩行者流動の観測などその用途は

やデータ利用目的に制限を設け，それをプライバシーポ

幅広い．しかし，無線パケットの固有情報の取得による

リシーとして開示し，調査実施の倫理性を常に社会に問

交通流動計測にあたっては，個人のプライバシー保護に
も十二分に配慮した運用手法を徹底しなければ，技術的

いつつ運用を行うといった姿勢が重要である．
本論文では Wi-Fi パケットセンサによる計測手法を概

な課題をいくら解決したとしても，社会の理解を得るこ

括し，その精度を改めて検証したうえで，プライバシー

とは困難であろう．匿名化や暗号化といった技術的な対

侵害のリスクについて述べる．そして筆者らが過去に実

策はもちろんのこと，利用目的の開示や取得データの活

施した計測例をもとに，プライバシー保護のために実施

用の際の制限など，社会倫理上も問題がない形で調査を

した対策例を示す．最後に今後同種の調査を実施するに

実施する必要がある．プライバシー保護への配慮に欠け

あたり，やって良い計測／やってはいけない計測例を示

た計測がもし万一実施された場合，それがプライバシー

した．

保護に関心の高いマスコミや研究者，個人による告発を
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2. センサの仕組み1

3. AMP の精度と影響要因

近年，Wi-Fi 通信機能を持つ携帯用情報機器が急速に

(1) 取得距離
Wi-Fi 機器がアクセスポイントとの間で通信可能な距

普及している．最も普及率が高い端末はスマートフォン
であるが，これ以外にもノート PC や携帯用ゲーム機を
はじめ，昨今はデジタルカメラにも Wi-Fi 通信機能が装

離は一般の機器では 30 m 程度であるが，AMP では直線
距離で最大 200 m 程度の範囲のパケットを受信すること

備されている．

ができる．しかしこれはスマートフォンを頭の上にかざ

これらの機器の多くは，スタンバイ時に Wi-Fi ルータ
と接続するための探索パケット（Probe Request Frame）と

して保有し，AMP とスマートフォンの間に全く障害物

呼ばれる管理パケットを送出している．このパケットの
送出間隔は機器によって幅があるが，15 秒から 120 秒程

ポケットに入れたり，カバンの中に入れて持ち歩くこと

がない場合の距離である．一般的にはスマートフォンを

度の間隔で常時発信されている場合が多い．このパケッ

が多く，AMP とスマートフォンの間に障害物が存在し
ているケースがほとんどである．保持形態と AMP との

トには端末ごとに与えられた固有アドレス（MAC アド

距離により受信パケットの電波強度（RSSI）がどのよう

レス）が含まれているため，複数地点に設置したセンサ

に変化するかについては，望月，西田らによる論文 1)に
により取得されたパケットのアドレスを比較することで， 詳しい．この論文から，端末の距離と RSSI，保持形
さまざまな交通流動解析を行うことができる．パケット
態・障害物の有無と RSSI の関係を以下に示している．
に含まれる機器固有の情報は，それ単独では個人の特定
を行うことはできないが，例えば狙った個人を追跡して
MAC アドレスを取得する等，悪意を持って個人情報と
の紐付けが行われた場合には，個人の行動追跡が行われ
る可能性がある．そこで私たちは，取得した MAC アド
レスをセンサ内で一方向ハッシュ関数により変換し，匿
名化を行った上で分析処理を行うこととした．このよう
に匿名化（Anonymous）した MAC アドレスを用いた
Probe Request を受信するセンサ を，以下では AMP
（Anonymous MAC address Probe Sensor）と呼ぶ．なお本論
文では Wi-Fi パケットの取得による計測手法を中心に述
図 2 端末の距離と RSSI1)

べているが，Bluetooth においても同様の計測が可能であ
り，Bluetooth パケットを用いた計測においても本論文で
示すプライバシー保護に関する記述は，ほぼそのまま準
用できる．

図 3 保持形態・障害物の有無と RSSI1)

この結果によれば，端末との距離は 40 m 以上であっ
ても計測は可能であるが，保持形態や障害物の有無によ

図 1 Wi-Fiパケットセンサの仕組み

1

Wi-Fiパケットセンサは 2013年に開発を行った後，その構造や特性はいくつかの論文で発表を行った．この基本的な構造は開発
時のままであることから，本章の内容の多くは過去に発表した論文の該当箇所の再掲となっている．
2
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り 10 dBm 以上の減衰が生じている．この計測に用いた

図 5，6 は 2017 年 11 月に京都市東山地区（清水寺周

スマートフォンは日本の技術基準適合の機器（技適対応
機器）であるが，Wi-Fi の電波強度の規制は各国で異な

辺）において観光客を対象にアンケート調査を行った結
果から，スマートフォンの保有率と Wi-Fi の ON 率を示

ることから，海外観光客の保有するスマートフォン等は

した．なお，このアンケート調査は国土交通省委託事業

より出力が高い場合が多く，さらに広範囲での計測が行

「道路政策の質の向上に資する技術研究開発‐観光流動

われる可能性があることにも留意しておく必要があろう． 把握を目的とした交通流動推定システムの研究開発‐」
により実施されたものである．この結果によれば，スマ
ートフォンの保有率は日本人で 86.8％，外国人で 97.1％

(2) スマートフォン保有率と Wi-Fi ON 率
AMP が計測対象とするのは Wi-Fi 機能を持つ携帯端末

となっていた．この中で Wi-Fi を ON にしている割合は，
日本人で 57.1％，外国人で 75.1％であり，日本人の約半

を保有し，かつ Wi-Fi を ON にしている人のみとなる．
スマートフォン保有率は対象者の性年齢構成や職業，

数は Wi-Fi をオフにしている．

地域や国などによって異なっている．
そこでいくつかの異なる地域におけるスマートフォン

0%

保有率を調査して比較した．

凡 例

表１は中川，西田，浅尾によるナイロビにおける
AMP を用いた交通流動調査 2)の際に，計測数から流動実

日本人

数を推計するための拡大係数を得るためのアンケート調
査の結果である．表 1 によればナイロビでのスマートフ

外国人

ォン保有率は 86.3％と高い．しかし市内ではまだ Free
Wi-Fi のサービスがあまり普及していないことから，Wi-

合 計

Fi を ON にしている割合は低く，24.5％となっている．
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図 5 スマートフォン保有率（京都東山地区）

表 1 ナイロビにおけるスマートフォン保有率と Wi-Fi ON 率
調査対象
652人

スマホ

Wi-Fi

スマホ

Wi-Fi

保有台数

ON台数

保有率

オン率

563台

160台

86.3%

24.5%

図 4 はラオスの首都ビエンチャンにおいて，スマート
フォンの保有率を調査 3)したものである．事前調査が
2015 年 8 月，事後調査が 2016 年 5 月であるが，9 か月の

図 6 Wi-Fi ON の割合

間に急速にスマートフォンの普及が進んでいる．ビエン
チャンでは喫茶店などでの Free Wi-Fi サービスが多い．

図 7 は，スマートフォンを保有しかつ Wi-Fi を ON に

本調査では Wi-Fi の ON 率を調査していないが，現地関
係者への聞き取りによれば過半は Wi-Fi を ON にしてい

している年代別の割合を示したものである．これを見る
と 10 歳代と 70 歳以上の割合が低く，40 歳代が最も高い．

るとのことであった．

AMP による観測結果を用いて流動実数を推計する際に
は，このように年代別の利用率に差異があることを念頭

事前

事後

持っている

観光
私用
業務
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通学
観光
私用
業務
通勤
通学

持っていないが購入予定
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73%
85%
82%
75%
56%

13%

39%
45%

18%
12%
71%

0%

20%

40%

事前：2015年 8月

図4

60%

に置く必要がある．
図 8 はスマートフォンを保有し，かつ Wi-Fi を ON に

購入予定はない

12% 5%
16%
9%
14%
12%
11% 4%
9% 9%
13%
13%
31%
43%
43%
14%
16%
80%

している人の来訪国別の割合を示したものである．これ
を見るとオセアニア，北南米，中国，韓国が高く，日本
と台湾，香港が低い．一般にモバイル端末の普及率は先
進国よりも途上国の方が高い．この理由は先進国では有
線電話や有線インターネットの普及率が高く，モバイル
機器を持たなくとも日常生活に支障はないが，途上国で

100%

はモバイル端末が有線よりも先に普及したため，モバイ
ル端末への依存度が高いことに依るものであろう．この

事後：2016 年 5月

スマートフォン保有率（ビエンチャン）

ように国別でスマートフォンの普及率に大きな差がある
3
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ことから，AMP 観測を外国人が多数来訪する地域で実

とで，ランダマイズされていない MAC アドレスを選択

施する際には，結果の読み取りに留意する必要がある．

的に取得することができる．
MAC アドレスのランダマイズ率の算出のために，路

0.0%

20.0%

凡例

40.0%

ON

10歳代

60.0%

された推計交通量を比較する方法を開発したが，この詳

回答者数

細については大田，西田他の論文 4)で発表している．

57.1%
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29.7%
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側でカウントした実交通量と AMP 取得データから算出

100.0%

無回答

OFF

42.9%

20歳代

80.0%

45.5%

54.5%

(4) 設置環境による感度への影響
AMP が取得する Wi-Fi パケットは，2.4 GHz，5 GHz と
いう高い周波数帯を利用している．特に 2.4 GHz 帯は電
子レンジが利用している 2.45 GHz と近い周波数帯域にあ

11
6.3%

無回答

68.8%

合計

25.0%

63.1%

16

36.1%

る．電子レンジの加熱特性と比較すると理解できるよう

563
0.9%

に，Wi-Fi パケットは水分の多い物体に吸収され，ガラ
スは透過し，金属では反射される．

図 7 年代別のスマホ保有かつ Wi-Fi ON の割合

すなわち，スマートフォンを服のポケットに入れて持
0.0%
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過することはできない．しかし多くの市街地や室内空間
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362
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ち運ぶ状態では，Wi-Fi パケットは水分の多い身体を透

100.0%

20.5%

では，AMP と反対側にある建物等がパケットを反射す

39

40.0%

るため，この反射波を受信することで広範なエリアの計

10

17

測を行うことが可能となっている．
ところが 2017 年の秋の行楽期に実施した京都東山地

その他アジア

80.0%

20.0%

25

区の計測（図 9）では，設置箇所によりデータ取得率に

北南米

80.6%

19.4%

31

台湾
韓国

52.9%

47.1%
76.5%

ｵｾｱﾆｱ
欧州
不明（国外）
合計

17
23.5%

91.7%
71.1%
80.0%
63.1%

大きな差異が発生した．下の写真に示す①東大路神幸道
では通行交通量に対し AMP 観測データ量は 40％以上と

8.3% 12
28.9%

45

20.0%
36.1%

高いが，②下河原高台寺では 25％程度まで低下してい

5

る．

563
0.9%

図 8 国別のスマホ保有かつ Wi-Fi ON の割合

(3)

MAC アドレスのランダマイズ

モバイル機器の追跡によるプライバシー侵害を避ける
ため，スマートフォン供給大手の Google 社と Apple 社は，
2014 年頃より MAC アドレスのランダマイズ機能を搭載

①東大路神幸道

すると発表した．しかしその後，ランダマイズを行って
もランダマイズ機能の実装の不備やスマートフォン自体
の脆弱性から MAC アドレスランダマイズ機能を事実上
無効化する研究結果がいくつかの論文により発表された．
この結果，Apple 社も Google 社も一時的にランダマイズ
機能を停止させていたと見られるため，現時点ではスマ
ートフォン全台数の中での MAC アドレスのランダマイ

②下河原高台寺

ズを行っている割合は少ない．しかしランダマイズされ
たスマートフォンの混入は 1 台のスマートフォンが複数

図 9 データ取得率の高い地点①と低い地点②

台のように振舞うように観測されるため，調査結果に深

大田，西田らの論文 4)ではこの原因を考察し，取得率

刻な影響を与える．そこで筆者らの計測では，ランダマ
イズされた MAC アドレスを除去している．ランダマイ

に影響を与える設置条件に係る因子を想定し，これを反

ズ MAC アドレスは特徴ある数値を一定箇所に保有する

響を与える設置条件に係る因子としては，以下がある．

という特性を活用して，ランダマイズ・パケットを除去

・ 周辺に電波を反射しやすい鉄筋コンクリート等の

するフィルタを開発している．このフィルタを用いるこ

建物がある地点では取得率は高い．逆に木造建築

映した拡大係数の付与方法を提案している．取得率に影

4

第 57 回土木計画学研究発表会・講演集

物や植栽に囲まれている地点では取得率は低い
・ AMP 設置高が 2 m 以上と高い場合は，人垣による

かの手段で取得・推定することができれば，個人の追跡

を行うことができることから，この解釈には幅があり，
AMP 計測にはグレーゾーンが存在すると言われていた．
電波遮蔽の影響を受けにくい．逆に低い場合は
AMP 付近の人がパケットを遮蔽し，取得率は低い．
2017年から施行される改正個人情報保護法においては，

・ AMP の前を車両に乗車して高速で通過する場合は
さらに個人情報の定義に，「個人識別符号」が加えられ
取得率は低下する．逆に AMP 周辺で人が滞留する， た．個人識別符号とは，身体的特徴を変換した顔認識デ
あるいは歩行速度が遅い場合は取得率は高い．

ータや指紋認識データ，公的に付与される番号（旅券番

AMP による観測結果を用いて交通流動実数の推計を

号や免許証番号，マイナンバー等）と定義されており，
この定義には MAC アドレスは含まれない．しかし個人

行う場合には，AMP の設置地点の特長を考察したうえ

のプライバシーが侵害される可能性があるデータである

で，適切な拡大係数を付与する必要がある．
下の写真はナイロビにおける計測の際の AMP 設置状

という指摘があり，総務省では改正個人情報保護法の施

況である．このように都心部で数ｍの高さにセンサを固

ータに関する検討会」を設けて検討が進められた．ここ

定して計測することができれば，高いデータ取得率が期
待できる（図 10）．

での議論を踏まえて，総務省は「位置情報プライバシー
レポート」を平成 26 年 7 月に公開 5)した．

行以前から，ＩＴ総合戦略本部の下に，「パーソナルデ

このレポートでは Wi-Fi の MAC アドレスに関して，
個人情報との関係を次のように定義している．『個人の
ＰＣやスマートフォン等の識別情報（端末 ID 等）など
は，一義的にはＰＣやスマートフォンといった特定の装
置を識別するものであるが，実質的に特定の個人と継続
的に結びついており，プライバシーの保護という基本理
念を踏まえて判断すると，実質的個人識別性の要件を満
たす．このため MAC アドレス等の契約者・端末固有 ID
について，単体では個人識別性を有しないが，同一 ID
に紐付けて行動履歴や位置情報を集積する場合，プライ
バシー上の懸念があるため，「個人情報に準じた形で取
り扱うことが適切」である』
すなわち，MAC アドレスは個人情報保護法に定義す
る個人情報そのものには該当しないが，個人情報に準じ
た形で取り扱う必要がある，との見解を示したものであ
る．AMP は 2013 年の研究開発の当初から，総務省の位
置情報プライバシーレポートと同様の解釈を基本に，個

図 10 ナイロビにおける AMP 設置状況

人情報に準じた形で取り扱うべく，データの取得と活用
を行ってきた．筆者らがプライバシー保護対策として実

4. プライバシー侵害リスク

施してきた内容は，同レポートの中でも講じるべき必要
な対策として位置付けられており，その主要なポイント

(1) 個人情報保護法と総務省ガイドライン
2017 年 5 月に個人情報保護法が改正された．2005 年か

は以下のとおりである．

ら施行されていた旧個人情報保護法では，個人情報とは

① データの利用目的，取得の方法，データの取扱い方

「個人に関する情報であり，かつその情報に含まれる記

法等を明示し，利用者への十分な情報提供（WEB，

述等によって特定の個人を識別できるものを指す」とい

ポスター他）を行う．

う定義となっていた．AMP が取得する情報には氏名や

② 事前の本人同意を前提とするデータ取得とはならな

メールアドレス，通信内容等を含まないため個人情報に

いため，データ取得を望まない方に対する計測を避

は該当しない，という解釈が可能であった．しかしなが

ける方法（Wi-Fi のオフ）の提示やオプトアウトの方

らこの規定には，「他の情報と容易に照合することがで

法を告知し，その対策窓口を準備する．

き，それにより特定の個人を識別することができること

③ 取得したデータは十分な匿名化を行い，匿名加工情

となるものを含む」という但し書きが添えられている．
個人が保有するスマートフォンの MAC アドレスを何ら

報として取り扱う．
④ センサ本体はもちろん，データ通信における暗号化
5
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やデータ蓄積装置に対する外部からの侵入防止等，

略す）が適用開始となる．GDPR は EU 加盟 28 ヵ国に周
辺 3 か国を加えた欧州経済領域（EEA）における個人情

十分なセキュリティ対策を行う．
⑤ 以上のデータ取得及び取扱いの方法，方針をプライ

報保護を目的とする管理規則である．
GDPR では個人データ（personal data）の定義は我が国

バシーポリシーとして公開する
⑥ 観測データの第三者への提供は行わない．利用の範

の個人情報保護法より明確な定義が行われており，
MAC アドレスや Cookie ，アクセスしたサイトの IP アド

囲はプライバシーポリシーに示したデータ利用目的
に限定する．目的に沿った解析や研究を外部に委託

レスなども含まれるとしている．
GDPR のもう一つの特徴は，違反の際の罰則規定が明

する場合でも，プライバシーポリシーに沿った取扱
いを義務付ける．
(2)

確に定められていることで，違反者への課徴金は最大で，
2000 万ユーロ（約 26 億円）か前年度の全世界売上高の

悪用ケースの想定例と連続観測における配慮

4％のいずれか高い方，と定められている．

具体的に，AMP の取得データが万一流出し，悪用さ

我が国の個人情報保護法が 6ヶ月以下の懲役または 30

れた場合を想定し，そのリスクについて考察する．
AMP システムにおいては，受信した MAC アドレスは

万円以下の罰金となっていることに比して，課徴金の桁

センサ内において直ちに匿名化し AMAC アドレス
（ Anonymous MAC Address ）に変換される．しかし

るが，違反行為についても詳細な定義と例示があるため，
EEAでビジネスや研究を行う組織だけではなく，個人情

AMAC アドレスであっても，外部に流出した際には個

報保護に関する対策を検討する上で大変参考になる内容

人の特定につながる可能性がある．例えば，AMP 設置

となっている．

が違っている．課徴金の金額ばかりに目が行きがちであ

箇所付近の会社の出勤簿が不正に入手され，これが
AMP 蓄積データと照合された場合，会社での滞在時間

5. 個人情報保護対策の事例

が類似している計測サンプルを抽出することで，高い確
率で個人を推定することができる．個人の推定につなが
る記録としては，学校の出席簿，出勤簿，宿帳，車両の

(1)

運行記録簿，店舗の購買履歴などが考えられる．

「うめきた」における人流解析（2014）

筆者らが最初に大規模に公共空間における AMP 測定

このような外部データと照合し個人の推定を行うには， の実証実験を実施した事例 6)が「うめきた」における人
突合できるデータ量が多いほど推定確率は高くなる．こ
流解析である．うめきた（グランフロント大阪）に 20
のため筆者らの実施する AMP 計測では，ハッシュ関数

基の AMP を設置し，年末年始の人の動きを計測した．

のソルトを定期的に変更し （デフォルトでは1週間） ，

実施にあたっては，個人情報保護を専門とする外部有

かつハッシュ関数を繰返し適用することで個人の特定リ
スクを低減させている．この処理を行うことで， 1 週間

識者により構成される第三者委員会を組織し，指摘事項

前のデータと 1 週間後のデータの突合はできなくなるた

では個人情報保護のための対策として，４．(1)の①～

め，例えば「1 ヶ月間に同じ人が来訪する割合」といっ
た解析へは対応できない．観光施設・商業施設等ではリ

⑤のすべてを実施した．この実験で実施した個人情報保
護対策はその後の AMP 計測におけるひな型となった

ピート率は非常に重要な指標であるため，長期解析を望

（図 11）．

を踏まえプライバシーポリシーを構築した． この実験

む事業者は多いと考えられるが，長期にわたる解析は個
人特定のリスクとトレードオフである．
筆者らが 1 週間ごとに切り替えているのは，観測デー
タに対して週に 3 日以上観測された ID を地域住民，そ
れ以外を来訪者として分類するというロジックを適用し，
来訪者の解析深度を深くしているからである．この分類
により，地域住民を除いた観光回遊分析を行うことがで
きるなど，解析の際に地域住民のプライバシーへの配慮
も可能となるからである．
(3)

EU の一般データ保護規則（GDPR）

日本では先述の通り，2017 年 5 月に個人情報保護法が
改正されたが，EU では 2018 年 5 月から一般データ保護
規則（General Data Protection Regulation：以下「GDPR」と

図 11 うめきた実証実験の告知ステッカー
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(2) ラオス国ビエンチャン市における常設観測（2015） (4) ケニア国ナイロビにおける流動調査（2017）
2015 年から 2016 年にかけてラオスの首都ビエンチャ
独立行政法人国際協力機構による「ナイロビ都心総合
ンに 25 基の AMP を導入し，市内交通流の常時観測を実
システムおよび環状線事業計画策定プロジェクト」（以
施７)した．ラオス国では個人情報保護法が未制定であり， 下，JICA 調査）において，ナイロビ市内に 40 基の AMP
類似の調査事例も存在しなかったことから，関係する政

を設置し交通流動の計測を行った．本調査の実施にあた
り JICA 調査団及びナイロビ市はケニアの関連法の調査

府機関や自治体，交通事業者から構成されるステークホ
ルダー会議を開催して，本調査についての理解を得たう
えで実施することとなった．ステークホルダー会議の内

を行ったが，ケニア憲法 31 条における「通信傍受の禁
止」，これに関連する情報通信法（2009）の 31 条，83

容は地元ローカル紙や英字新聞，TV 取材などにより複

条，93 条に「通信の傍受，改ざん，公開の禁止」等の

数回にわたり報道されたため，市民向けの告知を同時に
行うことができた（図 12）．

規定を特定した．また一般的に，ケニアでは新しい試み
を行うときには，広く意見を聴取する必要がある．そこ
でケニア国の通信行政を管轄する通信総局とナイロビ市
及び調査団が協議したところ，次の対策を行うこととな
った．
① AMP 調査の実施にあたり，関連する政府機関や通信
事業者等から構成されるステークホルダー会議を 2
回開催し，意見を求める
② AMP で使用する通信デバイスが通信総局が認可した
機器であることの確認を受ける
③ その後，一般市民に向けた広報とパブリックコメン
ト収集を実施
全国紙に掲載した広報を図 14 に示す．

図 12 ラオスにおけるステークホルダー会議

(3) 宮津市における観光流動の常設観測（2015）
2015 年度に宮津市に 25 台の AMP を設置し，2016 年度
にはさらに 25 台の AMP を京都府北部・海の京都エリア
に設置した．これらのセンサは現在も常設稼働しており，
我が国で最初に大規模に設置された観光流動常時観測シ
ステムであると思われる．
調査にあたってはプライバシーポリシーの制定や
WEB への掲出を事前に実施し，各市町の観光協会，主
要な観光施設などに対する説明を行った．設置箇所には
図 13 のステッカーを貼付した．2015 年の調査開始から
現在に至るまで，利用者からの苦情・問合せはない．

図 14 全国紙による告知
図 13 海の京都 DMO における告知ステッカー
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6. やって良い計測／いけない計測
(1)

プライバシーポリシーの公開

調査の実施にあたっては，調査主体・調査目的・デー
タの取り扱いなどをわかりやすく記載したプライバシー
ポリシーの作成とその開示を行う必要がある．被調査者
の視点に立てば，例えば街頭に設置されているカメラで
あっても，防犯目的の場合は許される．しかし地域住民
の行動把握のために設置されているとしたら看過できな
いこととなろう．プライバシーにかかわるデータは，そ
のデータの特性だけで取得の是非が決まるのではなく，
利用目的によって被調査者の受容範囲が大きく変化する．
調査が被調査者にとって有益であり，社会性が高いと
認められる場合は人物が特定されるような調査であって
も受容される．しかし被調査者にとって何等メリットが

※1：Wi-Fi 位置情報を通信目的以外の目的で利用する場合

なく社会性も低い調査であれば，同じ手法でデータ取得

図 15 位置情報プライバシーレポート 5)における規定

が行われたとしても受容されない．プライバシーポリシ
ーの設定と公開が重要な理由はここにある．
AMP あるいは同種の調査は既に国内外で多数の実施

(3)

オプトアウト対策の準備
オプトアウトとは，自らの意思に反して AMAC アド

例があるが，筆者らがインターネットで検索をした限り

レスが取得された場合に，調査主体へ申し出ることによ

においては，筆者らが実施した事例以外でプライバシー

り，自分のデータを消去するための手続きを行うことで

ポリシーをホームページ等で公開している事例を見つけ
ることができなかった．今後実施される AMP もしくは

ある．AMP 調査では事前に被調査者の同意がない場合

同種の調査においては，プライバシーポリシーの設定と

ったとしても，自らの意思に反して保有する携帯機器の
AMAC アドレスが取得されることがある．

が一般的であるため，調査の実施前から十分な告知を行

公開に向けた取り組みを行っていただきたい．

オプトアウトを行うためには，調査の実施の際にコー
(2)

十分な告知

ルセンターなど被調査者からの問い合わせ窓口を設け，
その窓口担当者から端末機器の MAC アドレスの読み取

通信パケットを取得して解析を行う調査には様々なバ
リエーションがあるが，いずれの調査においても被調査

り方をアドバイスするなど，不安を持つ利用者にその手
順を解説する Q&A を準備するなどの体制整備を行うこ

者の同意を得ずに実施される場合が多いであろう．４．
(1)において示した通り，総務省の位置情報プライバシ

とが重要である．AMAC アドレスを消去するための技

ーレポートにも明記されている通り，Wi-Fi パケットは
「個人情報に準じて取り扱う必要がある」情報であるこ

術的な準備を行うだけでは不十分である．
なお筆者らの実施する AMP 調査では 1 週間ごとにハ

とから，本人同意を得ずに実施する調査においては，プ

ッシュ関数のソルトを変更し，ハッシュ関数を繰返し適

ライバシーポリシーを定め，調査の実施個所を来訪する

用することで匿名化を施す運用を行っているため，1 週

利用者に対し，十分な告知を行う必要がある．

間を超えたオプトアウトへの要請に応えることはできな

この告知により，計測されることを望まない被調査者
に Wi-Fiをオフにしたり AMP設置地点の回避を促すこと

い．問い合わせ窓口において，プライバシー保護の観点

ができる．図 15 の位置情報プライバシーレポートに示

あることを説明し，被調査者の理解を求めていくことと

されている通り，被調査者の同意を得ない場合には取得

している．

から十分な匿名化を行って調査を実施するための措置で

した情報を十分な匿名化をして利用する必要があるのみ
ならず，この場合においても十分な告知を行う必要性が
示されている．被調査者への十分な告知のない調査は実

(4) 十分なセキュリティ対策
AMP による調査では，観測地点に設置するセンサ本

施してはいけない．

体とそのデータを保存・解析するセンターサーバが連携
したシステムを構築している．AMP のセンサ端末本体
にデータを蓄積し，それを調査完了後に回収して解析を
行う方法も考えられるが，この場合は AMP センサ端末
が盗難にあった場合には，内部に蓄積されたデータが外
8
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部に漏洩する可能性がある．

用者に対して調査の同意を得るという手法が研究されて

このため筆者らが構築したシステムでは，AMP セン
サ端末内部には機器の通信切断等に備えて短期間のデー

いる．秋山らの研究 8)によれば，AMP 計測を行うにあた
り，Free Wi-Fi の認証機能を利用して被調査者の合意を

タログは保有するが，基本的には受信したパケットは即

得て，その後の観光客の流動分析を行う方法を提案して

座に匿名化変換処理を行い，暗号化してセンターサーバ

いる．このシステムは現在，宮津市域で試験的に運用さ

に送出する．また匿名化関数のソルトは前述の通り，1

れている．

週間ごとに変更されるため，長期にわたるデータ追跡は
不可能であり，個人特定のリスクを低減するために最大

7. 今後の課題とまとめ

限の対策を講じている．
AMP による調査は，小型のマイクロサーバや PC を用
意すれば，技術的には比較的手軽に実施することができ

Wi-Fi パケットの観測による交通流動調査は既に国内

るが，個人情報保護の観点からの十分な対策を行った上

外で多くの実施例が報告 9）10）11）12)されている．低コス
トでかつ実施が容易な調査手法として，今後も各方面で

で実施していただきたい．センサ端末への単体対策だけ

ではなく，センサとセンターサーバ間の通信においても， の活用が期待される．しかし本論文で述べたように，観
またセンターサーバのセキュリティについても，十分な

測データから実数の流動量を推計するには，影響を与え
る多くの因子がある．また MAC アドレスのランダマイ

対策を講じておくことが望ましい．

ズなどの新たなプライバシー保護技術が導入されていく
(5) 個人特定リスクのある情報の取得・分析
Wi-Fi プローブリクエスト・パケットには，RSSI（受

中で，AMP 計測の精度を維持するための技術開発課題

信電波強度）や MAC アドレスのほかに，SSID が含まれ
る場合がある．SSID とは Service Set IDentifier （サービス

ても解釈の幅が残されている．我が国の個人情報保護法

セット識別子）の略で，無線 LAN のアクセスポイント

個人情報に準じた扱いを行うべきデータ）として位置付
けられる一方，EEAの GDPRでは明確にパーソナルデー

も残されている．またプライバシー保護の適法性から見
ではグレーゾーン（個人情報とは明確に定義できないが，

（親機）に割り当てる識別コードである．
この SSID に個人の名前や組織の名前などを割り振っ

タとして定義され，厳密な取り扱いが求められている．

ている利用者が多いため，SSID の取得と解析は個人特

従って，プライバシー保護のために必要とされる対策

定につながるリスクを増大させる．MAC アドレスを匿

や社会的な受容性については，実施する地域や使用目的

名化関数で変換しても，SSID を取得し付加すれば，匿

に応じて幅があると考えられ，今後さまざまな活用事例

名性が著しく低下する．SSID を利用した国別・地域別

を踏まえつつ，段階的に確立させていく必要があろう．

の分析など，SSID を活用したいという要求があること

しかしながら万一，十分な対策を講じずに実施された

は理解できるが，個人特定のリスクを増大させるデータ

調査がマスコミ等の攻撃を受け，社会問題化した時には，

の保持や分析はできる限り避けるべきであると考える．

誤解や疑念を払拭するためには多くの労力を費やす必要
13）

があることから，今後実施される調査においては，
可能な限りのプライバシー保護対策を講じた上で実施さ

長期にわたる追跡を行う調査
筆者らが実施する AMP による流動調査では，前述の

(6)

れることを期待する．

とおり 1 週間以上の連続した移動追跡ができないように

本論文では，筆者らが経験し，実施してきた AMP 調

している．1 週間という期間の設定に明確な根拠がある

査の精度に関する研究成果や，個人情報保護のための対

わけではないが，先に述べた通り地域住民と来訪者を区
別することで，地域住民と判定された ID を除外して解

策例をできる限り具体的に紹介した．AMP を調査手法

析する方法を提供するなど，プライバシー保護のために
も適切な期間設定であると考えている．しかし，商業施

ていくとともに，基礎的研究の蓄積が重要である．これ
から AMP あるいは類似のパケットキャプチャによる調

設や観光施設あるいは交通拠点の観測では，より長期に

査研究を企画する研究機関やコンサルタントの方々に対

わたる来訪頻度分析などの解析ニーズがあることも事実

し，実務的な課題解決の一助となることを期待して本論

である．しかし解析期間を長くすることにより，個人が

文をとりまとめた．

として確立させていくには，今後も実証事例を積み上げ

特定されるリスクが高くなるため，長期にわたる計測を
実施する場合は，利用者に対して明示的な事前了解を得
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発 観光流動把握を目的とした交通流動推定システムの
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