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新型コロナウイルス感染症に感染したと
の情報
要配慮個人情報：本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によ

り罪を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他不
利益を生じないようにその取扱いに特に配慮をようするものとし
て政令で定める記述等が含まれる個人情報（個人情報２条３項、
個人情報保護令２条、個人情報保護規則５条）

→「病歴」「本人に対して医療等により行われた健康診断等の結果」等に該当
→（要配慮個人情報に該当する場合）

・情報取得の段階で、本人の事前同意が原則必要。
・情報の第三者提供段階で、本人の事前同意が原則必要。
オプトアウト方式による提供が原則禁止。

・その例外に該当するか。



感染者情報の第三者提供について
 都道府県等の保健所の調査（感染症法１５条１項）
 →「法令に基づく場合」（個人情報２３条１項１号）
 「国の機関等への協力」（同４号）

→ 保健所から、事業者に対し、感染した社員の勤務中の行動歴の提供を依
頼された場合、その提供に本人の同意は必要ない

 医療機関間での個人情報の共有
 →「人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合」（同２号）
 「公衆衛生の向上に特に必要がある場合」（同３号）

→ 患者が意識不明である場合等、医療の提供に他の医療機関等と必要な個
人情報の共有、家族等からの安否確認に対応する必要がある場合、その提
供に本人の同意は必要ない

（令和２年４月２８日個人情報保護委員会事務局・厚生労働省医政局発出）



感染者情報の公表
 事業者の立場上、他の従業員や取引先、利用者への二次感染の防止、営業継続
の判断等で、事情を聴き取った上で、店舗内等での掲示での注意喚起、公表等
の必要が生じる場合がある

→ 個人が識別されるような情報を提供する場合
「公衆衛生の向上等のために特に必要」（個人情報２３条１項４号）
・・・「特に」との限定は、情報の提供を広く許容すると差別等の不利益を

生じる恐れがあるため
→ 公衆の衛生上の必要性から第三者提供すべきとしても、その必要性の有無、

情報の内容、提供の方法は慎重に判断する必要がある。
→ 従業員の同意があれば可能であるが・・・

GDPR（EU一般データ保護規則）の同意に関するガイドライン
「労使関係から生じる従属関係を前提にすれば、データ主体者は、同意拒否
の結果として不利益を怖れ又はその現実的リスクを経験せずに、雇用者に対
しデータの取扱いについての同意を拒否できる可能性は低い」



個人情報保護委員会のホームページ内の新型コロナ
ウイルス感染症対策関係のサイト内
「各国データ保護機関等の見解等」
 EDPB（欧州データ保護会議）
 ４．雇用者による個人データの取扱
 〇 雇用主が、訪問客又は従業員の健康状態に関する情報提供を求める際は、国内
法が許容 する範囲でのみ求めるべきであり、従業員の健康状態の確認も、国内法で
義務付けられている場 合に限って行うべき。

 〇 従業員が新型コロナウイルスに感染したことを同僚又は外部に公表する際には、
必要以上の情 報を公表するべきではなく、感染した従業員の氏名を公表することが
必要な場合には、まず、当 該従業員に事前に通知されるべき。

 ドイツ・BfDI（ドイツ連邦共和国データ保護機関）
 〇 健康データは、GDPR第9条に従って特に保護され、基本的に制限された方法での
み取扱い が可能だが、コロナパンデミックを封じ込めたり従業員を保護したりする
ためのさまざまな対策に データを収集して使用できる。比例の原則と法的根拠は常
に守られなければならない。



（「各国データ保護機関等の見解等」（続き）
 フランス・CNIL（情報処理及び自由に関する国家委員会）
 〇 従業員は、COVID-19のようなパンデミックの状況においては、通常時の病
欠連絡とは異なり、 同僚等をウイルスに接触させてしまった可能性のあるとき
は、自らのウイルス感染の確認又は疑 いについて雇用者に報告しなければなら
ない（テレワークや自己隔離下にある同僚等と接触す る機会のなかった従業員
についてはこの限りでない）。雇用者は、これらの報告に対して、法的 及び契
約上の義務を果たすために厳密に必要な個人データ処理のみを行うことができ
る。必要 があれば、雇用者は権限のある健康当局に、感染者の医療に必要な要
素について連絡するこ とができるが、いかなる場合であっても、感染者や感染
の疑いのある者の識別情報は、他の従業 員に伝えられてはならない。

 〇個人の健康状態に関するデータは、そのセンシティブな性質上、原則とし
て取扱いが禁じられて いる。かかるデータを取り扱うためには、GDPR上の例
外規定の一つに当てはまる必要がある。

 詳しくは、https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kakkoku_kenkai.pdf参照



感染者情報の公表
（厚生労働大臣及び都道府県知事の公表）
 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当

該感染症の予防及び治療に必要な情報を積極的に公表しなければなりません（感染症法16条）。
 公表にあたっては、個人情報の保護に留意しなければなりません（同条2項）。

令和2年2月27日付厚生労働省健康局結核感染症課発出の事務連絡
→情報公表について、「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」
を参考にしつつ適切に行うことが求められています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000598110.pdf （次頁）

令和２年７月２８日厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発出の事務連絡
→「感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合」には「不特定多数と接する場所
の名称」「他者に感染させうる行動・接触の有無」等を公表する場合、関係者の同意は必要と
しない

→その反面、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように個人情報の保護に留意する
必要がある





公表基準見直しの動き（報道）
時事ドットコムニュース（２０２０年９月１日）
→ 新型コロナウイルス感染症対策分科会が、感染者や家族らへの差別や中傷

に関する対策を議論するワーキンググループの初会合を開き、感染者情報
の公表基準も議論し、11月にも対策を取りまとめると報じられています。

河北新報他（２０２０年９月９日）
→ ９月８日には、青森県が、感染者に関する情報公表基準を決めて、年代や

性別は原則として公表するが、従来明らかにしていた職業は非公表にする
と発表しました。
県は公表する情報が感染拡大に有効かどうかの観点で基準作りを進めてい
た。健康福祉部長は「個人情報保護と感染防止のバランスをどう取るかが
課題。あくまで原則であり、事案によって判断することもある。」と述べ
た。



感染症対策と個人情報保護
～「接触確認アプリ」の問題を主として
 新型コロナウイルス感染症対策として検討されるデータ活用
 ① 移動通信事業者の位置情報（基地局データ）を活用した人流の見える化
 （NTTドコモ、Agoop、都営地下鉄、東京メトロ、JR西日本、JR九州
 JR東日本、Google）
 ② 検索データと位置情報をもとにしたクラスタ推定（Yahoo）
 ➂ LINEアンケート（LINE）
 ④ コンタクト・トレーシング・アプリの開発
 →「接触確認アプリ」
 ⑤ 民間、国の支援制度の集約・公開 など
 （2020年4月 新型コロナウイルス感染症対策テックチーム第2回議事概要資料）



「接触確認アプリ」（COCOA）
2020年4月15日
コンタクト・トレーシング・アプリの開発に関するプレスリリース公表
（Code for Japan)

2020年5月1日 個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症対策としての
コンタクトトレーシングアプリを活用するための個人情報保護
委員会の考え方」

2020年5月8日 新型コロナウイルス感染症対策テックチーム 第3回会議
「接触確認アプリ」の開発状況を公表、有識者検討会設置

2020年5月26日 「接触確認アプリ及び関連システム仕様書」及び「プライバ
シー及びセキュリティ上の評価及びシステム運用上の留意事
項」公表される。

2020年6月19日 「接触確認アプリ」（COCOA）運用開始
2020年9月14日17時時点、ダウンロード数約1685万件、陽性登録件数749件



「接触確認アプリ」とは
 「接触確認アプリ」とは、携帯端末の近距離データ通信技術「ブルートゥース
（Bluetooth）」等の技術を用いて、アプリ利用者同士の一定水準以上の接触
（いわゆる「濃厚接触」）の履歴を作成・保存し、これを手掛かりにアプリ利
用者に新型コロナウイルス感染症の陽性診断が確定した者（以下「陽性者」）
が出た場合に、その本人の同意のもとで、速やかに当該利用者の濃厚接触者に
警告を出すというシステム

 厚労省は、正確な陽性者の状況把握や統計調査等のシステムとして「新型コロ
ナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム」（Health Center Real-time 
Information-sharing System on COVID-19（HER-SYS）。）の構築を開始

（目的）①自らの行動変容を確認できる
②互いに誰とどこで接触があったのかは分からないよう、プライバシー
保護と本人同意を前提に、自らが陽性者と接触した情報について通知を
受けることが可能
→公衆衛生当局、保健所等にとっても、健康観察への円滑な移行も期
待できることとされます。



「接触確認アプリ」の内容

〇「接触者」＝「陽性者との接触に関する情報が利用者本人に通知される者と
して、陽性者との接触により感染の恐れがある期間に、陽性者
との間で概ね１ｍ以内の距離で継続して15分以上の近接状態が
続いたもの」

〇接触の情報を確認できるのは14日間。14日経過後のデータは削除される。
〇本人自らが申告しない限り、公衆衛生当局は情報等把握できない仕組み
〇個人のプライバシーに配慮し、名前、性別、住所、生年月日、位置情報、電
話番号、メールアドレス等個人が直接識別される可能性のある情報は取得し
ない

→Apple社とGoogle社が提供しているアプリケーション・プログラミング・イン
ターフェイス（API）を元に開発しているが、Apple社広報は、政府やハイテ
ク企業が同意なしに個人を追跡できない点などの声明を発表している。



接触確認アプリ及び関連システム仕様書3頁より



厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 内閣官房新型コロナウイル
ス感染症対策テックチーム事務局「新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）について」から抜粋



令和2年5月8日新型コロナウイルス感染症対策テックチーム事務局作成
「接触確認アプリの導入に係る各国の動向等について」



ヨーロッパにおける個人情報保護の観点からの指摘
 EDPR(欧州データ保護会議）の声明（2020年3月20日）
「３．モバイル端末の位置情報の使用
〇 当局はまず、匿名化により（すなわち個人が再識別されない方法により
データを加工して）、 位置情報を取り扱うことを志向しなければならない。
これによりある場所のモバイル端末の集中度 合いに関するレポートを生成
することができる。適切に匿名化されたデータには、個人データ保護 ルー
ルは適用されない。

〇匿名データを取り扱うだけでは済まない場合には、eプライバシー指令に
より、加盟国は公衆の 安全を確保するための立法措置を講じることができ
る（15条）。

〇もし匿名化されていない位置情報の取扱いを許容する措置を講じる場合、
加盟国は、電子通 信サービス利用者に、司法救済への権利を与えるなど、
十分なセーフガードを設けなければならな い。比例性原則も適用され、達
成すべき目的に鑑みて最も侵害的でない手段を講じることが求め られる。



ヨーロッパにおける個人情報保護の観点からの指摘（２）
（個人情報保護委員会HP内の「新型コロナウイルス感染症対策アプリの開発等
に関する欧州の状況」との資料）



個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症対策として
のコンタクトトレーシングアプリを活用するための個人情報
保護委員会の考え方」（2020年5月1日）
「接触確認アプリ」が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための有力な
手法の一つとなることを期待しつつ、個人情報の保護の要請を十分に踏まえる必
要を指摘します。
（１）アプリ利用についての任意性の確保など
 「接触確認アプリ」は、利用者のPCR検査結果や行動履歴（他人との接触利
益）を扱うため、適切な設計と運用が求められます。アプリ利用については、
個人に十分かつ具体的な内容の情報を伝えた上で、当該個人の任意の判断（同
意）により行われるべきとします。

 アプリに関与する事業者が、国や地方公共団体と連携し、アプリ運用の透明
性の確保や適切な安全管理措置の実施をすることが必要となります。

 事業者が取得する情報自体が個人情報に当たらないものが多いとしても、そ
の事業者が保有する他の情報との関係によっては個人情報となる可能性もあり、
アプリごと、事業者ごとに具体的に検証した上で個人情報保護法など関係法令
に則った適切な運用が求められます。



（続き）

（２）事業者に求められる留意点
 アプリに関与する事業者が個人情報取扱事業者である場合には次の事項に留意
することが重要であると指摘します。
① 取得する個人情報の利用目的を出来る限り具体的に特定し、利用者にわ
かりやすく明示した上で、要配慮個人情報の取得や個人データの第三者へ
の提供のために本人同意を取得しているか。

② 利用目的との関係で必要のないデータを取得したり、必要のない第三者
に提供したりしていないか。

③ 取得したデータを利用する必要がなくなったときは、当該データを遅滞
なく消去することとなっているか。

④ データの安全管理措置や従業員・委託先の監督は適切に行われているか。
⑤ 利用者の問い合わせや苦情を受け付ける体制をとっているか。



前記仕様書における「プライバシー及びセキュリティ上の
評価及びシステム運用上の留意点」
 本アプリ運営者が厚労省であることから、「処理番号」は行個法の定める「要配慮
個人情報」に該当し、行個法上の義務を負い、委託先事業者も行個法上の個人情報
に関する安全管理措置を行う義務を負う。

 「識別子（診断キー）」自体は原則として個人情報に該当しないものの、アプリ運
営者が「診断キー」と「処理番号」を紐づけることによって診断キーから特定の個
人を識別することができる場合には、「診断キー」も要配慮個人情報に該当する。

 「処理番号」は陽性者の認証終了後直ちに削除され、「識別子（診断キー）」も取
得から14日経過後に削除されることから、総務大臣への通知や個人情報ファイル簿
の作成及び公表の義務はない（行個10条2項6号、11条2項1号）。

 委託先事業者が個人情報取扱事業者（個人情報2条5項）に該当する可能性が高いと
思われるが、その場合には、同様に「処理番号」と「識別子（診断キー）」は要配
慮個人情報に該当すると考えられ、個人情報保護法に基づく義務を負います。

 「接触確認アプリ」は、利用者が陽性者や接触者であるか否かという機微な情報を
取り扱うものであり、その上で広く信頼される必要があるため、利用開始や陽性者
登録等の局面で利用者の同意を取得することを原則とし、各過程でプライバシーに
対する十分な配慮が必要である。



おわりに
 政府の「接触確認アプリ」以外でも、宮城県の「みやぎお知らせコロナ
アプリ（MICA)」や大阪府の「大阪コロナ追跡システム」など、利用者
が施設などに掲示された2次元バーコードを利用者が読み取り、感染者
と接触の可能性のある利用者に対し通知するシステムが各自治体で導入
されている。

 政府の「接触確認アプリ」や大阪府の「大阪コロナ追跡システム」等は、
新型コロナウイルス等の感染拡大を防止しつつ経済活動を再開させてい
くために有用なシステムと思われるが、その反面、感染者情報等は極め
てセンシティブな情報ですし、行動監視につながりかねないこと等を踏
まえ、慎重に取り扱う必要がある。


