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明 細 苫

吉報管理システム、匿名 ，化方法、及び記盾媒体

技術分野

０００1 本発明は、情報管理システムに関し、特に匿名化された情報を用いた情報管理シ

ステムに関する。なお、本出願は、日本出願番号2 ００6 326739に某づく優先権を

主張するものであり、日本出願番号2 ００6 326739における開示内容は引用により

本出願に細み込まれる。

背景技術

０００2 一般的に情報の匿名化においては、匿名化番号が用いられる。個人情報保護の

観点から、特に医療機関では、被検体の情報も匿名化する必要がある。匿名化番号

は、個人又は被検体を特定する一意の ( e f c a o ) 番号を暗号化等するこ

とにより得られる。この匿名化番号と元の 番号との対応を示した対応表を廃棄する

匿名化法を「連結不可能匿名化法」と呼び、後の情報処理等を考慮して匿名化番号

と元の 番号の対応表を安全な場所に隔離する匿名化法を「連結可能匿名化法」と

呼ぶ。

０００3 連結不可能匿名化法では、例えば、 番号を暗号化等により解読不可能としたも

のを匿名化番号内に含めている。これにより、暗号化された 番号を復号し、元の1

番号と照合することで、匿名化後の情報が同一の個人又は被検体に由来するもの

であるとの判断を匿名化後でも行ぅことができるよぅにしている。この場合、匿名化番

号において被検体番号や忠者番号を暗号化した部分が特定可能なため、匿名化番

号と 番号との対応表は破棄されていたとしても暗号が解読されれば、被検体や忠

者が特定される可能性が生じてしまぅ。

０００4 また、匿名化処理後の忠者予後情報を追跡して、匿名化後の被検体情報及び関

連情報と関連付けたり、例えば忠者のよぅな情報提供者の意向変化に従って匿名化

後の情報を抹消したりすることが想定されるシステムにおいては、連結不可能匿名化

法に代わり連結可能匿名化法を採用する必要がある。連結可能匿名化法の場合、「

匿名化前の情報を含むシステム」と「匿名化前の情報を含まないシステム」を物理的



に隔離したり、高度なセキュリテイー技術を用いて分離したり、アクセスログ等を記録

して情報の洞洩を防護、検知したりするために煩雑なシステム構成が必要であった。

また、場合によっては、情報を特定するために非常に複雑な確認処理を行う必要が

０００5 更に、単一では個人を特定不可能である情報 (検体属性情報 ) の匿名ィヒについて

は、例えば、同時に複数情報を組合せたとしても個人が特定できない情報 はその

複数情報の組合せ情報のみを抽出することで、検体属性情報の匿名化を実現する。

この場合、情報抽出条件が暖昧となった場合に匿名性が低下すると共に、情報抽出

システムにおいて結果解析に必要な条件が検体属性情報の匿名ィヒにより損なわれ

るため、研究に十分な情報が整えられないといぅ問題が生じていた。

０００6 このよぅに、匿名ィヒ方法では個人情報の所有者又はその閲覧権利を委任された受

任者、例えば医師や研究者から匿名ィヒ後の情報、例えば個人情報の所有者から得

られた忠者検体から得られたゲノム ( G e o e ) 解析情報を特定して閲覧・修正・削

除することは不可能であった。

０００7 また、連結不可能匿名化法により匿名ィヒを行った場合、忠者のインフォームドコン

セントによる情報提供の意思が失われた場合に、匿名ィヒ後の情報及び関連情報を

関連付け直し、忠者に関連する情報の全てを抹消するよぅな操作は不可能であった

。これは忠者等の情報提供者の大きな障告となっている。

０００8 更に、連結不可能匿名化法又は連結可能匿名化法で匿名ィヒを行った場合、匿名

化前情報と匿名ィヒ後に蓄積された情報を関連付け直すことが困難である。この理由

は、連結不可能匿名化法の場合、匿名ィヒ前情報と匿名ィヒ後情報を関連付け直す情

報の対応表が破棄されているためである。また、連結可能匿名化法の場合、匿名化

前情報と匿名化後情報が個人情報保護の観点から物理的に切り離され、再連結操

作を若しく困難にすることをシステムの特徴としているためである。すなわち、被検体

の状態、例えば忠者予後情報を追跡して匿名化後の被検体情報及び関連情報を抽

出して情報処理を行ぅよぅなトランスレーショナルリザーチ研究の進行を阻告するもの

である。

０００9 関連する技術として、「特開2 ００4 334433号公報」にオンラインザービスにおけ



る匿名化方法、ユーザの識別子の管理方法、匿名化装置、匿名ィヒプログラム、及び

プログラム記憶媒体が開示されている。この関連技術では、オンラインザービスを提

供するシステムは、ネットワークを介して接続された、ザ一ビスの提供を受ける社員の

社員端末と、この社員が属する企業のクライアント企業ザーバと、社員にザ一ビスの

提供を行ぅヵウンセリング業者のヵウンセリング業者ザーバとを含む。また、 管理業

者の 管理業者ザーバが、このオンラインザービスにおける社員の情報を、企業の

個人情報を匿名化する初期 と、ヵウンセリングに関する個人情報を匿名化するロ

グイン とで匿名化している。

００1０ また、「特開2００5 ０ 978 号公報」に名寄せ制御方法が開示されている。この関

連技術では、特定の個人を識別するための個人 をキ一とするハッシュ関数 ( as

f c o )により生成された匿名 と、 個以上の個人データ利用許可条件からな

る匿名管理用データをクライアントから 個以上受信する処理を実行する。次に、受

信された匿名 が、ザーバが格納している匿名 と衝突するか否かを判定し、判定

結果をクライアントに送信する処理を実行する。次に衝突が無かった場合にはデータ

ベースに管理用匿名データを格納する処理を実行する。次に、受信された匿名 と

同じ個人 から生成されたデータベース中の匿名 を、受信された匿名 で置換

する処理を実行する。

００11 また、「特開平 246 号公報」に電子透かし方式及び電子情報配布システ

ムが開示されている。この関連技術では、データに対する暗号処理及び電子透かし

埋め込み処理を複数の手段又はエンティティで分散して行い、複数の手段又はエン

ティティで行われた暗号処理及び電子透かし埋め込み処理の少なくとも一方の正当

性を、複数の手段又はエンティティとは別の手段又はエンティティで検証する。なお、

複数の手段又はエンティティは、少なくとも3種以上の手段又はエンティティである。

例えば、データに対して第 の暗号処理を行ぅ手段を有する第 のエンティティと、電

子透かし埋め込み処理を行ぅ手段を有し、第 のエンティティからのデータを管理及

び配付する第2のエンティティと、第2の暗号処理を行ぅ手段を有し、電子透かし付き

データを利用する第3のエンティティとから成るものである。このとき、第2のエンティテ

ま、第2の暗号処理が施されたデータを一方向性関数により変換した値を出力する



場合がある。また、第2のェンテイテイは、一方向性関数により変換した値を第4のェ
ンテイテイに送信する場合もある。

００12 また、「特開2００4 8０229 号公報」に匿名ィヒプログラム及び匿名化方法が開示

されている。この関連技術では、被匿名化データを構成する各位の数字を並べ替え

2つの数字を作成する。これらの数字をそれぞれ2進数化した後、これらの各位の0

の数字を並べ替えることにより2つの数字を作成し、これら並べ替えられた数字を

それぞれ ０進数化する。そして、 ０進数ィヒされた数字を構成する数列と、別の ０進

数ィヒされた数字を構成する数列とを並べ、5 2進数化して第 の5 2進数字を作成し、

する。最後に、これら5 2進数ィヒされた数字と、上記 ０進数ィヒされた数字を構成する

残りの数列とを並べることにより、匿名化データを作成する。

００13 更に、「特許第3357 ０3 9号公報」に匿名化臨床研究支援方法及びそのシステムが

開示されている。この関連技術では、忠者情報管理システムによって忠者の個人情

報や診察結果等の忠者情報、及び忠者から採取された検体の情報が管理される。

匿名化システムは、検体に付与された検体番号を匿名化した匿名検体番号を生成し

、検体番号と匿名検体番号を対応付けた連結可能匿名ィヒコード表を記憶する。匿名

化した忠者情報と検体は、研究側に提供される。研究側の実験試料管理システムは

、匿名ィヒされた検体及び忠者情報を管理し、遺伝子解析に必要なc (co e

e a :相補的 )ライブラリやP C (P o e ase C a eac o

:ボリメラーゼ連鎖反応 ) による目的配列 (塩某配列) の増幅を行い、ゲノム某本デー

タ管理システムにおいて、。 配列決定、発現解析、S P (S e c eo de

P o o s :スニップ (一塩某多型 ) ) タイピング、目的領城の配列決定が行わ

れる。

発明の開示

００14 本発明の目的は、臨床情報等の被検体情報 (個人情報 ) の匿名化処理後、被検体

情報の所有者や閲覧権限所有者が、匿名化処理された情報に関連付けられて蓄積

された情報を特定可能とする情報管理システム、匿名化方法、及び記憶媒体を提供

することである。



００15 本発明の情報管理システムは、個人を特定可能な個人 番号を保持する個人

記憶部と、個人 番号を墓に一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行す

る匿名化番号作成部と、個人 番号と匿名化番号との対応表を廃棄する対応表廃

棄部とを具備する。

００16 本発明の匿名化方法は、(a) 個人を特定可能な個人 番号を取得するステップと

) 個人 番号を某に一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行するステ

００17 本発明の匿名ィヒプログラムは、上記の匿名化方法をコンピュータ等に搭載されたプ

ロセッザ ( ocess o :処理装置) に実行させる。なお、匿名ィヒプログラムは、記憶装

置又は記憶媒体 (メデイア) に記憶される。

００18 連結不可能匿名化法において、個人を識別する個人 番号等の識別情報と匿名

化鍵記号及び検体番号等の関連情報との組合せ情報を用い、ハッシ ィュ直計算等の

一方向性関数によって匿名化番号を作成する。また、一方向性関数の逆関数演算

計算の困難さにより安全性を確立しつつ、柔軟な情報解析を可能にする。

図面の簡単な説明

００19 図 図 は、連結不可能匿名化システムの某本構成を示す図である。

図2A 図2 は、本発明の第 実施例を示す図である。

図2 B 図2 は、本発明の第 実施例と比較するための参考事例を示す図である。

図3 図3 は、本発明の第2実施例を示す図である。

図4 図4 は、本発明の第3実施例を示す図である。

図5 図5 は、本発明の第4実施例を示す図である。

図6 図6 は、本発明の第5実施例を示す図である。

図7 図7 は、本発明の第6実施例を示す図である。

図8A 図8 は、本発明の第7実施例の匿名化後の暗号化の例を示す図である。

図8 B 図8 は、本発明の第7実施例の暗号化後の匿名化の例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００2０ 以下に、本発明の実施例に係る連結不可能匿名化システムの構成例について添

付図面を参照して説明する。



図 を参照すると、連結不可能匿名化システムは、匿名化システム ０と、情報抽出

システム2０と、情報管理システム3０を含む。匿名化システム ０と情報管理システム3

0は通信可能である。また、情報抽出システム2０と情報管理システム3０は通信可能

である。各システムは、電気通信回線や公衆電話網、専用線のよぅなネットワークによ

り接続される場合もある。匿名化システム ０と情報管理システム3０の間には分離屑5

0が存在する。

００2 1 匿名化システム ０は、検体属性情報記憶部 と、個人 記憶部 2と、検体属性

情報匿名ィヒ部 3と、匿名化番号発行部 4と、匿名化番号 5と、対応表廃棄部 6を

備える。

００22 検体属性情報記憶部 は、単一では個人を特定不可能である情報 (検体属性情

報 )を記憶し、記憶された検体属性情報を検体属性情報匿名ィヒ部 3と匿名化番号

発行部 4に提供する。個人 記憶部 2は、情報所有者又は受任者 (研究者) か

ら提供された個人 番号 ００を取得して記憶し、記憶された個人 番号 ００を匿名

化番号発行部 4に提供する。個人 番号 ００は、個人を特定可能な 番号等の

識別情報である。検体属性情報匿名ィヒ部 3は、検体属性情報記憶部 から取得し

た検体属性情報を匿名化して匿名化検体属性情報を作成し、匿名化検体属性情報

を情報管理システム3０側へ提供する。匿名化番号発行部 4は、検体属性情報記憶

部 から取得した検体属性情報と、個人 記憶部 2から取得した個人 番号 ００

とを細み合わせて匿名化した匿名化番号 5を発行する。すなわち、匿名化番号 5

には、匿名ィヒされた個人 番号 ００と、匿名ィヒされた検体属性情報が含まれる。匿

名ィヒされた検体属性情報は、検体属性情報匿名ィヒ部 3により作成された匿名化検

体属性情報と一致する。このとき、匿名化番号発行部 4は、個人 番号 ００と匿名

化番号 5とを対応させた対応表を作成する。従って、個人 番号 ００と匿名化番号

5とを対応させた対応表や匿名化検体属性情報を参照すれば、匿名化番号 5から

個人 番号 ００や検体属性情報を特定することが可能である。また、匿名化番号

5は、情報管理システム3０側へ提供される。対応表廃棄部 6は、情報所有者又は

受任者 (研究者) からの指示や、所定の条件に応じて、個人 番号 ００と匿名化番

号 5とを対応させた対応表を廃棄する。



００23 情報抽出システム2０は、検体抽出条件入力部2 を備える。

００24 検体抽出条件入力部2 は、研究者2により入力された検体抽出条件を情報管理シ

ステム3０側へ提供し、情報管理システム3０側から検体抽出条件に応じて提供され

た検体解析情報を研究者2に提供する。

００25 情報管理システム3０は、匿名ィヒ検体属性情報記憶部3 と、匿名ィヒ番号記憶部32

と、検体解析情報抽出部33と、検体解析情報人力部34と、情報連結部3 5と、検体

解析情報記憶部36を備える。

００26 匿名ィヒ検体属性情報記憶部3 は、検体属性情報匿名ィヒ部 3から取得した匿名

ィヒ検体属性情報を記憶する。匿名ィヒ番号記憶部32は、匿名ィヒシステム ０側から取

得した匿名ィヒ番号 5を記憶する。検体解析情報抽出部33は、検体抽出条件入力

部2 から取得した検体抽出条件に某づいて、情報連結部3 5から検体解析情報を抽

出し、抽出された検体解析情報を検体抽出条件入力部2 に提供する。すなわち、

検体解析情報抽出部33ほ、研究者2により入力された検体抽出条件に某づいて、

情報連結部3 5から検体解析情報を抽出し、検体抽出条件入力部2 を介して抽出さ

れた検体解析情報を研究者2に提供する。検体解析情報人力部34は、検体解析者

3により入力された検体解析情報を情報連結部3 5に提供する。情報連結部3 5は、

匿名ィヒ検体属性情報記憶部3 に記憶された匿名ィヒ検体属性情報、及び、匿名ィヒ

番号記憶部32に記憶された匿名ィヒ番号 5を取得し、取得された匿名ィヒ番号 5及

び匿名ィヒ検体属性情報と、検体解析情報人力部34から受け取った検体解析情報と

を連結 (関連付け)する。なお、情報連結部3 5は、匿名ィヒ番号 5に含まれる匿名ィヒ

された検体属性情報と、匿名ィヒ検体属性情報とを照合することで、匿名ィヒ番号 5と

匿名ィヒ検体属性情報とを連結 (関連付け)することも可能である。なお、情報連結部3

5は、検体解析情報人力部34から検体解析情報を取得できない場合、検体解析情

報記憶部36から予め記憶されている検体解析情報を取得するよぅにしても良い。情

報連結部3 5は、検体解析情報抽出部33からの要求に応じて、連結後の検体解析

情報を検体解析情報抽出部33に提供する。検体解析情報記憶部36は、事前に設

定された検体解析情報、又は、過去に検体解析情報入力部34に入力された検体解

析情報を記憶する。このとき、検体解析情報記憶部36は、情報連結部3 5から連結



後の検体解析情報を取得して記憶し、検体解析情報抽出部3 3からの要求に応じて

、連結後の検体解析情報を検体解析情報抽出部3 3 に提供するよぅにしても良い。

００2 7 分離屑 5０は、信頼性の高いネットワークと信頼性の低いネットワークを分離するた

めに使用されることが多い。ここでは、分離屑 5０は、匿名化前情報を含むシステムと

、匿名化前情報を含まないシステムとを、物理的に隔離するために使用される。また

、分離屑 5０として複数の層を使用することで、複数の屑の各々により つ又は複数の

ホストやネットワークを他のホストやネットワークから隔離、分剖、又は分離することが

可能となる。

００2 8 以下に本発明の第 実施例について説明する。

本発明の第 実施例でほ、連結不可能匿名化において個人を特定可能な 番号

等の識別情報を用い、一方向性関数によって匿名化番号を作成する。使用する一

方向性関数は 5 ( essa e es 5 )や (Sec e as o

) S ( es S a d e a ) 関数を利用可能であるが、実際にはこれら

の例に限定されない。具体例としては、個人を特定する忠者 を ハッシュ関数

によってハッシ引直を作成して匿名化番号として採用する。作成された匿名化番号か
らは忠者 を逆算することは困難であり、連結不可能匿名化により忠者 と匿名ィヒ

番号の対応表が削除されれば、匿名化番号から対応する忠者 を解読することは

現実的に不可能となる。

００2 9 図2 を参照して、本実施例について説明する。

ここでは、個人 番号 ００と、匿名化番号発行部 4 と、匿名化番号 5 と、対応表

廃棄部 6 を用いて説明する。

００3０ 個人 番号 ００は、個人を特定可能な 番号等の識別情報である。ここでは、個

人 番号 ００は、図 に示す個人 記憶部 2 に記憶される。匿名化番号発行部

4 は、個人 番号 ００に「一方向性関数」を適用して匿名化番号を作成する。匿名

化番号 5 は、匿名化番号発行部 4 により作成される。対応表廃棄部 6 は、匿名ィヒ

番号 5 の作成後、匿名化番号 5 と個人 番号 ００との対応表を廃棄する。

００3 1 本実施例では、本実施例では、一方向性関数を適用した復号不可飴な匿名化番

号を使用しており、匿名化番号と個人 番号との対応表を廃棄しているため、個人



を特定することは不可能である。従って、個人 番号 ００から対応表廃棄部 6まで

、データの流れが一方向となっている。

００32 本実施例の特徴を説明するため、図2 を参照して、一方向性関数を適用しない場

合を示す参考事例について説明する。ここでは、個人 番号 ００と、匿名化番号作

成部 4０と、匿名化番号 5と、対応表廃棄部 6を用いて説明する。図2 の本実施

例と参考事例との違いは、匿名化番号発行部 4と匿名化番号作成部 4０との違い

にある。他の構成は図2 に準じている。匿名化番号作成部 4０は、個人 番号 ０

0に某づき、「暗号化」により匿名化番号を作成する。

００33 本実施例と典なり、前述の参考事例では、技術的に匿名化番号を復号可能なため

、対応表が廃棄されたとしても匿名化番号から個人を特定できる可能性が存在する。

００34 以下に本発明の第2実施例について説明する。

本発明の第2実施例では、一方向性関数によって匿名化番号を作成する情報管理

システムにおいて、任意の平文を総当り的に求める解読攻撃を回避するために、個

人を特定可能な 番号等の識別情報と、単一では個人を特定不可能である検体番

号等の関連情報との組合せを用い、一方向性関数によって匿名化番号を作成する。

具体例としては、一方向性関数によって匿名化番号を作成する場合、個人を特定す

る忠者 とその忠者の生年月 日及び性別を連結した後、一方向性関数によって匿

名化番号を算出する。

００35 図3を参照して、本実施例について説明する。

ここでは、個人 番号 ００と、個人特定不可能情報 ０と、情報連結部 7と、匿

名化番号発行部 4と、匿名化番号 5を用いて説明する。

００36 個人 番号 ００は、個人を特定可能な 番号等の識別情報である。ここでは、図

に示す個人 記憶部 2から取得する。個人特定不可能情報 ０は、単一では個

人を特定することが不可能な情報である。例えば、個人特定不可能情報 ０として、

図 に示す検体属性情報記憶部 に格納された検体属性情報が想定される。情報

連結部 7は、個人 番号 ００と個人特定不可能情報 ０を連結し、匿名化番号発

行部 4に提供する。匿名化番号発行部 4は、情報連結部 7から取得した情報を

用いて、一方向性関数により匿名化番号を作成する。匿名化番号 5は、匿名化番



号発行部 4により作成される。

００37 以下に本発明の第3実施例について説明する。

本発明の第3実施例では、匿名化番号から個人を特定することが不可能で、情報

所有者又は受任者 (研究者) のみが匿名化後の情報を検索・閲覧・修正・削除可能と

するための、個人を特定可能な 番号等の識別情報を用い、一方向性関数によっ
て匿名化番号を作成する。

００38 図4を参照すると、本実施例における連結不可能匿名化システムは、匿名化システ

ム ０と、情報抽出システム2０と、情報管理システム3０を含む。匿名化システム ０と

情報管理システム3０は通信可能である。また、情報抽出システム2０と情報管理シス

テム3０は通信可能である。各システムは、電気通信回線や公衆電話網、専用線のよ

ぅなネットヮ一クにより接続される場合もある。匿名化システム ０と情報管理システム3

0の間、及び、情報抽出システム2０と情報管理システム3０の間には、セキュリティー

屑6０が存在する。従って、匿名化システム ０及び情報抽出システム2０と、情報管理

システム3０との通信の際には認証が行われる。

００39 匿名化システム ０は、個人 記憶部 2と、匿名化番号発行部 4と、対応表廃棄

部 6と、情報連結部 7と、一方向性関数計算部 8を備える。

００4０ 個人 記憶部 2は、情報所有者又は受任者 (研究者) から個人 番号 ００を取

得して記憶し、情報連結部 7に提供する。情報連結部 7は、情報抽出システム2０

側から取得した検体属性情報と個人 記憶部 2から取得した個人 番号 ００とを

連結した組合せ情報を一方向性関数計算部 8に提供する。一方向性関数計算部

8は、匿名化に使用する一方向性関数を算出し、この一方向性関数と情報連結部 7

から取得した組合せ情報とを匿名化番号発行部 4に提供する。匿名化番号発行部

4は、組合せ情報を一方向性関数により匿名化した匿名化番号を、対応表廃棄部

6や、情報抽出システム2０側、及び情報管理システム3０側に提供する。対応表廃棄

部 6は、情報所有者又は受任者 (研究者) からの要求や、所定の条件に応じて、

個人 番号 ００と匿名化番号とを対応させた対応表を廃棄する。

００4 1 情報抽出システム2０は、検体抽出条件入力部2 と、検体属性情報記憶部22と、

検体解析情報操作部23を備える。



００42 検体抽出条件入力部2 は、情報所有者又は受任者 (研究者) により入力された

検体抽出条件を検体属性情報記憶部22へ提供する。検体属性情報記憶部22は、

検体抽出条件入力部2 から取得した検体抽出条件に某づいて検体属性情報を匿

名化システム ０側へ提供する。検体解析情報操作部23は、匿名化番号発行部 4

から取得した匿名化番号に対応する検体解析情報を操作するために用いられ、操作

された検体解析情報を情報管理システム3０側に提供する。なお、操作には、検索・

閲覧・修正哨り除のぅち少なくとも つが含まれる。

００43 情報管理システム3０は、匿名化番号記憶部32と、検体解析情報抽出部33と、検

体解析情報人力部34と、情報連結部3 5と、検体解析情報記憶部36を備える。

００44 匿名化番号記憶部32ほ、匿名化番号発行部 4から取得した匿名化番号を情報

連結部3 5に提供する。検体解析情報抽出部33は、検体解析情報操作部23から取

得した検体抽出条件及び検体解析情報を情報連結部3 5に提供する。検体解析情

報人力部34は、検体解析者3により入力された検体解析情報を情報連結部3 5に提

供する。情報連結部3 5は、検体抽出条件及び検体解析情報に某づいて、匿名化番

号と検体属性情報を連結する。また、情報連結部3 5は、検体解析情報人力部34か

ら検体解析情報を取得できない場合、検体解析情報記憶部36に記憶されている検

体解析情報を取得する。検体解析情報記憶部36は、事前に設定された検体解析情

報、又は、過去に検体解析情報人力部34に入力された検体解析情報を記憶する。

００45 上記システムにおいて、検体解析者2０は検体解析情報を知りえるが、個人 番号

一匿名化番号対応表が廃棄されており、対象検体の個人を特定することはできない

。一方、情報の所有者又は受任者は情報の匿名化後においても、再度匿名化シス

テムを介することによって、匿名化後に匿名化番号に対応付けられた情報を辿ること

が可能であり、該当匿名化後情報の削除等の操作を行ぅことができる。すなわち、情

報の所有者又は受任者は、匿名化後においても、匿名化番号に対応付けられた情

報をキ一にして、匿名化番号と該当匿名化後情報とを関連付けることができる。従っ
て、匿名ィヒされた匿名化番号を解読する必要が無いため、情報の一方向性維持が

可能となる。

００46 検体属性情報は検体情報管理システム上に保存されないため、複数の情報を組



合せることによって個人を特定できる可能性の生じる情報を検体解析者2０より一切

隔離可能であり、匿名性の確保が可能である。

００47 以下に本発明の第4実施例について説明する。

本発明の第4実施例では、情報所有者又は受任者 (研究者) のみが匿名化後の情

報を閲覧・修正・削除可能であり、一方向性関数を用いて匿名化番号を作成する際

に匿名化鍵を作成するコンポーネントと、個人を特定可能な 番号等の識別情報を

連結させるコンポーネントと、匿名化鍵によって作成された匿名化番号を匿名化鍵情

報を用いて個人 番号に復号するコンポーネントを含む情報管理システムについて

説明する。匿名化番号を算出するに当たり、匿名化鍵と組合せることで任意の平文を

総当り的に求める解読攻撃を回避しつつ、情報所有者又は受任者 (研究者) のみが

知りえる情報やパスヮ一ドを用いることで、情報所有者又は受任者 (研究者)を特定し

て匿名化後の情報を閲覧・修正・削除可能なシステムの構築を可能とする。

００48 図5を参照して、本実施例について説明する。

ここでは、個人 記憶部 2と、匿名化番号発行部 4と、情報連結部 7と、一方向

性関数計算部 8と、匿名化番号 9と、匿名化鍵情報人力部4 と、匿名化鍵作成部

4 2と、匿名化番号復号部4 3と、復号後個人1 番号44と、情報抽出システム連結部

4 5を用いて説明する。なお、個人 記憶部 2、匿名化番号発行部 4、情報連結部

7、一方向性関数計算部 8、匿名化番号 9、匿名化鍵情報人力部4 、匿名化鍵

作成部4 2、匿名化番号復号部4 3、復号後個人1 番号44、及び情報抽出システム

連結部4 5は、図 又は図4に示す匿名化システム ０、又は匿名化システム ０と連携

する装置が備えているものとする。

００49 個人 記憶部 2は、個人 番号 ００を育己憶し、情報連結部 7に提供する。情報

連結部 7は、個人 記憶部 2から取得した個人 番号 ００と、匿名化鍵作成部4

2から取得した匿名化鍵とを連結た組合せ情報を一方向性関数計算部 8に提供す

る。一方向性関数計算部 8は、匿名化に使用する一方向性関数を算出し、この一

方向性関数と情報連結部 7から取得した組合せ情報とを、匿名化番号発行部 4に

提供する。匿名化番号発行部 4は、組合せ情報を匿名化鍵により匿名化した匿名

化番号を、匿名化番号復号部4 3に提供する。匿名化番号 9は、匿名化番号発行



部 4により発行された、一方向性関数により匿名ィヒされ同一個人や属性情報か判

別不可能な匿名化番号てある。

００5０ 匿名化鍵情報人力部4 は、匿名化鍵を作成するために必要な情報を入力するた

めに用いられる。匿名化鍵作成部4 2は、匿名化鍵情報人力部4 から取得した情報

に某っいて匿名化鍵を作成し、情報連結部 7に提供する。なお、匿名化鍵作成部4

2は、匿名化システム ０の内部に存在していても良い。匿名化番号復号部4 3は、匿

名化番号 9を取得し、匿名化鍵情報人力部4 から取得した情報に墓っいて作成し

た匿名化鍵により、匿名化番号 9を復号する。復号後個人 番号44は、匿名化番

号復号部4 3により作成される。情報抽出システム連結部4 5は、復号後個人 番号

44を取得し、情報抽出システム2０側に提供する。例えは、図4の検体解析情報操作

部23に提供する。或いは、復号後個人 番号44を、情報抽出システム2０側から取

得した情報と共に情報管理システム3０側に提供するよぅにしても良い。

００5 1 なお、匿名化鍵情報人力部4 、匿名化鍵作成部4 2、匿名化番号復号部4 3、復号

後個人 番号44、情報抽出システム連結部4 5は、独立した装置てある場合に限ら

す、情報抽出システム2０又は情報管理システム3０に含まれている場合も考えられる

００5 2 以下に本発明の第5実施例にっいて説明する。

本発明の第5実施例ては、情報所有者又は受任者 (研究者) のみか匿名化後の情

報を閲覧・修正・削除可能てあり、匿名化鍵の情報を廃棄するコンポーネントを含む

情報管理システムにっいて説明する。匿名化鍵の情報を廃棄することて、匿名化鍵

か侃洩せす匿名化鍵の情報を知りえる情報所有者又は受任者 (研究者) のみかその

匿名化後情報を元の個人 番号と関連付け参照することか可能となる。

００5 3 図6を参照して、本実施例にっいて説明する。

ここては、個人 記惜部 2と、情報連結部 7と、匿名化鍵情報人力部4 と、匿名

化鍵作成部4 2と、匿名化鍵廃棄部4 6を用いて説明する。なお、個人 記惜部

情報連結部 7、匿名化鍵情報人力部4 、匿名化鍵作成部4 2、匿名化鍵廃棄部4 6

ほ、図 又は図4に示す匿名化システム ０、又は匿名化システム ０と連携する装置

か備えているものとする。



００54 個人 記憶部 2は、個人 番号 ００を育己憶し、情報連結部 7に提供する。情報

連結部 7は、個人 記憶部 2から取得した個人 番号 ００と、匿名化鍵作成部4

2から取得した匿名化鍵とを連結する。

００5 5 匿名化鍵情報人力部4 は、匿名化鍵を作成するために必要な情報を入力するた

めに用いられる。匿名化鍵作成部4 2は、匿名化鍵情報人力部4 から取得した情報

に某づいて匿名化鍵を作成し、情報連結部 7に提供する。匿名化鍵廃棄部4 6は、

例えば情報所有者又は受任者 (研究者) からの指示や、所定の条件に応じて、匿

名化鍵作成部4 2が作成した匿名化鍵を廃棄する。なお、匿名化鍵作成部4 2や匿

名化鍵廃棄部4 6は、匿名化システム ０の内部に存在していても良い。

００56 以下に本発明の第6実施例について説明する。

本発明の第6実施例では、一方向性関数によって作成された匿名化番号がシステ

ム内に登録されている匿名化番号群の中で一意性を検証するステップと、検証結果

を匿名化番号発行部に報告ステップと、一意性の検証結果が陽性の場合に匿名ィヒ

番号について匿名化鍵情報 は単一では個人を特定不可能である情報 (検体属性

情報 ) の再選択を促すステップを含む匿名化方法について説明する。

００5 7 図7を参照して、本実施例について説明する。

ここでは、組合せ情報 2０と、匿名化番号発行部 4と、匿名化番号一意性検証部

5 と、匿名化番号記憶部32と、検証結果報告部 52と、情報再選択指定部 53と、情

報再選択部 54を用いて説明する。なお、匿名化番号発行部 4、匿名化番号一意性

検証部 5 、検証結果報告部 52、情報再選択指定部 53、及び情報再選択部 54は、

図 は図4に示す匿名化システム ０、又は匿名化システム ０と連携する装置が備

えているものとする。また、匿名化番号記憶部32は、図 は図4に示す情報管理シ

ステム3０が備えているものとする。

００58 組合せ情報 2０は、個人 番号等の識別情報と匿名化鍵記号及び関連情報との

組合せ情報である。この組合せ情報 2０は、図5 は図6の情報連結部 7により作

成されたものでも良い。匿名化番号発行部 4は、組合せ情報 2０を用いて、一方向

性関数により匿名化番号を作成する。この匿名化番号発行部 4は、図4又は図5に

示す一方向性関数計算部 8を含んでいても良い。匿名化番号一意性検証部 5 は



、匿名化番号発行部 4により作成された匿名化番号の一意性を検証する。匿名ィヒ

番号記憶部32は、匿名化番号一意性検証部 5 から取得した匿名化番号を記憶す

る。検証結果報告部 52は、匿名化番号一意性検証部 5 から一意性の検証結果を

取得する。情報再選択指定部 53は、一意性の検証結果が陽性の場合に匿名化番

号について匿名化鍵情報 は単一では個人を特定不可能である情報の再選択を促

し、再選択の指定を受け付ける。情報再選択部 54は、情報再選択指定部 53からの

再選択の指定に応じて、対象となる情報を再選択する。

００59 以下に本発明の第7実施例について説明する。

本発明の第7実施例では、個人を識別する個人 番号等の識別情報と匿名化鍵

記号及び関連情報との組合せ情報を用い、一方向性関数によって第 匿名化番号

又は第2匿名化番号を作成する方法について説明する。

００6０ 図8 と図8 を参照して、本実施例について説明する。

図8 では、個人 番号と匿名化鍵記号を含む組合せ情報を匿名化した後に暗号

化を行ぅ。また、図8 では、個人 番号と匿名化鍵記号を含む組合せ情報を暗号

化した後に匿名化を行ぅ。

００6 1 ここでは、組合せ情報 2０と、匿名化番号発行部 4と、情報暗号化部6 と、第 匿

名化番号7 と、第2匿名化番号72を用いて説明する。なお、匿名化番号発行部 4

及び情報暗号化部6 は、図 又は図4に示す匿名化システム ０、又は匿名化シス

テム ０と連携する装置が備えているものとする。

００62 図8 に示す例において、組合せ情報 2０は、個人 番号等の識別情報と匿名ィヒ

鍵記号及び関連情報と組合せ情報である。この組合せ情報 2０は、図5 は図6の

情報連結部 7により作成されたものでも良い。匿名化番号発行部 4は、組合せ情

報 2０を用いて、一方向性関数により匿名化番号を作成する。この匿名化番号発行

部 4は、図4又は図5に示す一方向性関数計算部 8を含んでいても良い。第 匿名

化番号7 は、匿名化番号発行部 4により作成される。すなわち、図8 に示す第

匿名化番号7 は、一方向性関数により組合せ情報 2０が匿名ィヒされたものである。

情報暗号化部6 は、第 匿名化番号7 を暗号化する。第2匿名化番号72は、情報

暗号化部6 により作成される。すなわち、図8 に示す第2匿名化番号72は、第 匿



名化番号7 が暗号ィヒされたものである。従って、図8 に示す第2匿名化番号72は

、一方向性関数により組合せ情報 2０を匿名ィヒされたものが、更に暗号ィヒされたも

のである。

００63 図8 に示す例において、組合せ情報 2０は、個人 番号等の識別情報と匿名ィヒ

鍵記号及び関連情報との組合せ情報である。この組合せ情報 2０は、図5 は図6

の情報連結部 7により作成されたものでも良い。情報暗号化部6 は、組合せ情報

2０を暗号化する。第 匿名化番号7 は、情報暗号化部6 により作成される。すなわ

ち、図8 に示す第 匿名化番号7 は、組合せ情報 2０が暗号ィヒされたものである。

匿名化番号発行部 4は、第 匿名化番号7 を用いて、一方向性関数により匿名ィヒ

番号を作成する。この匿名化番号発行部 4は、図4又は図5に示す一方向性関数

計算部 8を含んでいても良い。第2匿名化番号72は、匿名化番号発行部 4により

作成される。すなわち、図8 に示す第2匿名化番号72は、一方向性関数により第

匿名化番号7 が匿名ィヒされたものである。従って、図8 に示す第2匿名化番号72

は、組合せ情報 2０が暗号ィヒされたものが、更に一方向性関数により匿名ィヒされた

ものである。

００64 本実施例では、第2匿名化番号72が、図4又は図5の匿名化番号発行部 4により

発行された匿名化番号となる。

００65 なお、本発明の夫々の実施例を組合せて使用することも可能である。例えば、処理

開始時にいずれの実施例により処理するかを選択できるよぅにしても良い。また、入

力情報の不足等の原因で特定の実施例が実施不可能な場合に、実施可能な他の

実施例により処理することも考えられる。

００66 以上のよぅに、本発明では連結不可能匿名化法において、個人を特定可能な個人

番号等の識別情報や、この個人 番号等の識別情報と匿名化時の鍵記号又は

単一では個人を特定不可能である検体番号等の関連情報との組合せ情報を、ハッ

シ ィュ直計算等の一方向性関数によって匿名化番号を作成する。

００67 また、匿名化番号を作成する際に匿名化番号の作成方法を類推させないために、

匿名化鍵情報を用いて匿名化を了 、刊 、この匿名化鍵情報も同一システム内に記憶さ

せないことで、当該匿名化手法を公開しても情報の匿名性を保つシステムの構築を



可能にする。

００68 連結不可能匿名化により匿名化番号と個人情報の対応表は削除されていることか
ら、一方向ャ生関数の利用により匿名化番号から元の個人又は検体番号の類推は現

実的に不可能であり、匿名化後の情報のアクセスは匿名化鍵情報を知る情報の所有

者又は受任者 (例えば医師) のみに限定可能なシステムを構築できる。



請求の範囲

個人を特定可能な個人 番号を保持する個人 記憶部と、

前記個人 番号を某に一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行する匿

名化番号作成部と、

前記個人 番号と前記匿名化番号との対応表を廃棄する対応表廃棄部と

を具備する

情報管理システム。

2 請求の範囲 に記載の情報管理システムであって、

単一では個人を特定不可能な検体属性情報を保持する検体属性情報記憶部と、

前記個人 番号と前記検体属性情報とを連結して前記匿名化番号作成部に提供

する情報連結部と

を更に具備する

情報管理システム。

3 請求の範囲2に記載の情報管理システムであって、

前記検体属性情報を選択するために入力された検体抽出条件を前記検体属性情

報記憶部に提供する検体抽出条件入力部と、

前記匿名化番号作成部から取得した前記匿名化番号に対応する検体解析情報を

操作するための検体解析情報操作部と

を更に具備する

情報管理システム。

4 請求の範囲2 は3に記載の情報管理システムであって、

匿名化鍵を作成するために用いられる匿名化鍵情報を入力するための匿名化鍵

情報人力部と、

前記匿名化鍵情報に某づいて匿名化鍵を作成し、前記個人 番号と匿名化鍵と

を連結させるために前記情報連結部に提供する匿名化鍵作成部と、

前記匿名化鍵を用いて前記匿名化番号作成部から取得した前記匿名化番号を復

号する匿名化番号復号部と

を更に具備する



情報管理システム。

5 請求の範囲4に記載の情報管理システムであって、

前記匿名化鍵作成部により作成された前記匿名化鍵を廃棄する匿名化鍵廃棄部

を更に具備する

情報管理システム。

6 請求の範囲4又は5に記載の情報管理システムであって、

前記匿名化番号作成部により作成された前記匿名化番号の一意性を検証する匿

名化番号一意性検証部と、

前記匿名化番号一意性検証部から検証結果を取得する検証結果報告部と、

前記検証結果が陽性の場合に前記匿名化番号に対応する匿名化鍵情報 は単

一では個人を特定不可能な検体属性情報を選択するための情報再選択部と

を更に具備する

情報管理システム。

7 請求の範囲4乃至6のいずれかに記載の情報管理システムであって、

前記個人 番号、前記匿名化鍵及び関連情報の組合せ情報に某づいて前記匿

名化番号作成部により作成された第 匿名化番号を暗号化して第2匿名化番号を作

成する情報暗号化部

を更に具備する

情報管理システム。

8 請求の範囲4乃至6のいずれかに記載の情報管理システムであって、

前記個人 番号、前記匿名化鍵及び関連情報の組合せ情報を暗号化して第 匿

名化番号を作成する情報暗号化部

を更に具備し、

前記匿名化番号作成部は、前記第 匿名化番号を一方向性関数により匿名化した

第2匿名化番号を発行する

情報管理システム。

9 (a) 個人を特定可能な個人 番号を取得するステップと、

( )前記個人 番号を某に一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行する



を含む

匿名ィヒ方法。

０ 請求の範囲9に記載の匿名ィヒ方法であって、

前記 (b)ステップは、

(b ) 単一でほ個人を特定不可能な検体属性情報を取得するステップと、

(b )前記個人 番号と前記検体属性情報とを連結した組合せ情報を一方向性関

数により匿名ィヒした匿名ィヒ番号を発行するステップと

を含む

匿名ィヒ方法。

請求の範囲 ０に記載の匿名ィヒ方法であって、

前記 (b)ステップは、

(b3) 前記検体属性情報を選択するために入力された検体抽出条件を取得するス

テップと、

(b )発行された前記匿名ィヒ番号に対応する検体解析情報を操作するステップと

を更に含む

匿名ィヒ方法。

2 請求の範囲 ０又は に記載の匿名ィヒ方法であって、

前記 (b)ステップは、

(b ) 匿名ィヒ鍵を作成するために用いられる匿名ィヒ鍵情報を取得するステップと、

(b )前記匿名ィヒ鍵情報に某づいて匿名ィヒ鍵を作成し、前記個人 番号と匿名ィヒ

鍵とを連結した組合せ情報を一方向性関数により匿名ィヒした匿名ィヒ番号を発行する

ステップと、

(b )前記匿名ィヒ鍵を用いて前記匿名ィヒ番号を復号するステップと

を更に含む

匿名化方法。

3 請求の範囲 2に記載の匿名ィヒ方法であって、



前記 (c) ステップは、

(。)作成された前記匿名化鍵を廃棄するステップ

を含む

匿名化方法。

4 請求の範囲 2 は 3に記載の匿名化方法であって、

( ) 成された前記匿名化番号の一意性を検証するステップと、

(e) 前記匿名化番号の一意性の検証結果が陽性の場合に、前記匿名化番号に対

応する匿名化鍵情報 は単一では個人を特定不可能な検体属性情報を選択するス

テップと

を更に含む

匿名化方法。

5 請求の範囲 2乃至 4のいずれかに記載の匿名化方法であって、

前記 (b)ステップは、

(b )前記個人 番号、前記匿名化鍵及び関連情報の組合せ情報を一方向性関

数により匿名化して第 匿名化番号を作成するステップと、

(b )前記第 匿名化番号を暗号化して第2匿名化番号を作成するステップと

を更に含む

匿名化方法。

6 請求の範囲 2乃至 4のいずれかに記載の匿名化方法であって、

前記 (b)ステップは、

(b )前記個人 番号、前記匿名化鍵及び関連情報の組合せ情報を暗号化して

第 匿名化番号を作成するステップと、

(b )前記匿名化番号作成部は、前記第 匿名化番号を一方向性関数により匿

名化した第2匿名化番号を発行するステップと

を更に含む

匿名化方法。

7 a 人を特定可能な個人 番号を取得するステップと、

( )前記個人 番号を墓に一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行する



を、コンピュータに実行させるための匿名ィヒプログラムを記憶した

記憶媒体。

8 請求の範囲 7に記載の記憶媒体であって、

前記 (b)ステップが、

(b ) 単一でほ個人を特定不可能な検体属性情報を取得するステップと、

(b )前記個人 番号と前記検体属性情報とを連結した組合せ情報を一方向性関

数により匿名化した匿名化番号を発行するステップと

を含む匿名ィヒプログラムを記憶した

記憶媒体。

9 請求の範囲 8に記載の記憶媒体であって、

前記 (b)ステップが、

(b3) 前記検体属性情報を選択するために入力された検体抽出条件を取得するス

テップと、

(b )発行された前記匿名化番号に対応する検体解析情報を操作するステップと

を更に含む匿名ィヒプログラムを記憶した

記憶媒体。

2０ 請求の範囲 8又は 9に記載の記憶媒体であって、

前記 (b)ステップが、

(b ) 匿名化鍵を作成するために用いられる匿名化鍵情報を取得するステップと、

(b )前記匿名化鍵情報に某づいて匿名化鍵を作成し、前記個人 番号と匿名ィヒ

鍵とを連結した組合せ情報を一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行する

ステップと、

(b )前記匿名化鍵を用いて前記匿名化番号を復号するステップと

を更に含む匿名ィヒプログラムを記憶した

記憶媒体。

2 請求の範囲2０に記載の記憶媒体であって、



前記 (c) ステップが、

(。) 作成された前記匿名化鍵を廃棄するステップ

を含む匿名ィヒプログラムを記憶した

記憶媒体。

22 請求の範囲2０ は2 に記載の記憶媒体であって、

(d)作成された前記匿名化番号の一意性を検証するステップと、

(e) 前記匿名化番号の一意性の検証結果が陽性の場合に、前記匿名化番号に対

応する匿名化鍵情報 は単一では個人を特定不可能な検体属性情報を選択するス

テップと

を、更にコンピュータに実行させるための匿名ィヒプログラムを育己憶した

記憶媒体。

23 請求の範囲2０乃至22のいずれかに記載の記憶媒体であって、

前記 (b)ステップが、

(b )前記個人 番号、前記匿名化鍵及び関連情報の組合せ情報を一方向性関

数により匿名化して第 匿名化番号を作成するステップと、

(b )前記第 匿名化番号を暗号化して第2匿名化番号を作成するステップと

を更に含む匿名ィヒプログラムを育己憶した

記憶媒体。

24 請求の範囲2０乃至22のいずれかに記載の記憶媒体であって、

前記 (b)ステップが、

(b 8)前記個人 番号、前記匿名化鍵及び関連情報の組合せ情報を暗号化して

第 匿名化番号を作成するステップと、

(b g)前記匿名化番号作成部は、前記第 匿名化番号を一方向性関数により匿

名化した第2匿名化番号を発行するステップと

を更に含む匿名ィヒプログラムを育己憶した

記憶媒体。
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補正された請求の範囲
2００8年2月8 日 ０8 ０2 2００8) 国際事務局受理

(補正後 ) 個人データを匿名化番号と紐付けて管理し、個人を特定する個人 番号と前

記匿名化番号との対応表を保持しない情報管理システムであって、

個人 番号の入力を受け付け、前記匿名化番号に紐付いた個人データを参照す

るために、前記匿名化番号を作成又は復元する際に、前記匿名化番号を算出する

ための匿名化鍵情報の人力を受け付ける匿名化鍵情報入力手段と、

前記匿名化鍵情報に墓づいて、前記個人 番号と前記匿名化鍵情報とを連結す

る情報連結手段と、

前記情報連結手段により連結された情報を一方向性関数により演算して前記匿名化

番号を発行する匿名化番号作成手段と、

前記匿名化番号の作成後に、前記個人 番号と前記匿名化番号との対応表を廃

棄する対応表廃棄手段と

を具備する

情報管理システム。

2 (補正後 ) 請求の範囲 に記載の情報管理システムであって、

前記匿名化鍵情報を廃棄する匿名化鍵廃棄手段

を更に具備する

情報管理システム。

3 (補正後 ) 請求の範囲 又は2に記載の情報管理システムであって、

単一では個人を特定不可能な検体属性情報を保持する検体属性情報記憶手段と

を更に具備し、

前記情報連結手段は、前記個人 番号と前記検体属性情報とを連結して前記匿

名化番号作成手段に提供する

情報管理システム。

4 (削除)

補正された用紙 (条約第 9条 )



5 削除)

6 (補正後 ) 請求の範囲 乃至3のいずれかに記載の情報管理システムであって、

前記匿名化番号作成手段により作成された前記匿名化番号の一意性を検証する

匿名化番号一意性検証手段と、

前記匿名化番号一意性検証手段から検証結果を取得する検証結果報告手段と、

前記検証結果として前記匿名化番号が一意でない場合に、前記匿名化番号に対

応する匿名化鍵情報の再入力、又は単一では個人を特定不可能な検体属性情報

の再選択を行ぅための情報再選択手段と

を更に具備する

情報管理システム。

7 (補正後 ) 請求の範囲 乃至6のいずれかに記載の情報管理システムであって、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報のぅち少なくとも つ

を連結した組合せ情報に墓づいて、前記匿名化番号作成手段により作成された第

匿名化番号を暗号化して第2匿名化番号を作成する情報暗号化手段

を更に具備する

情報管理システム。

8 (補正後 ) 請求の範囲 乃至6のいずれかに記載の情報管理システムであって、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報のぅち少なくとも つを

連結した組合せ情報を暗号化して第 匿名化番号を作成する情報暗号化手段

を更に具備し、

前記匿名化番号作成手段は、前記第 匿名化番号を一方向性関数により匿名化し

た第2匿名化番号を発行する

情報管理システム。

9 (補正後 ) 個人データを匿名化番号と紐付けし、個人を特定する個人 番号と前記匿名

化番号との対応表を保持しない匿名化方法であって、

匿名化鍵を作成するために用いられる前記個人 番号を取得するステップと、

前記匿名化鍵を作成するために用いられる匿名化鍵情報を取得するステップと、

前記個人 番号と前記匿名化鍵情報を連結し一方向性関数により匿名化した匿

補正された用紙 (条約第 9条 )
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名化番号を発行するステップと、

前記匿名化番号の作成後に、前記個人 番号と前記匿名化番号との対応表を廃

棄するステップと

を含む

匿名化方法。

補正された用紙 (条約第 9条 )
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０ (補正後 ) 請求の範囲9に記載の匿名化方法であって、

前記匿名化鍵を廃棄するステップ

を更に含む

匿名化方法。

補正後 ) 請求の範囲9又は ０に記載の匿名化方法であって、

前記匿名化番号を発行する際に、

単一では個人を特定不可能な検体属性情報を取得するステップと、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報とを連結した組合せ

情報を一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行するステップと

を含む

匿名化方法。

2 削除)

3 削除)

補正された用紙 (条約第 9条 )
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4 (補正後 ) 請求の範囲9乃至 のいずれかに記載の匿名化方法であって、

前記匿名化番号の一意性を検証するステップと、

前記匿名化番号の一意性の検証結果として前記匿名化番号が一意でない場合に、

前記匿名化番号に対応する匿名化鍵情報の再入力、又は単一では個人を特定不

可能な検体属性情報の再選択を行ぅステップと

を更に含む

匿名化方法。

5 (補正後 ) 請求の範囲9乃至 4のいずれかに記載の匿名化方法であって、

前記匿名化番号を発行する際に、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報のぅち少なくとも つ

を連結した組合せ情報を一方向性関数により匿名化して第 匿名化番号を作成する

ステップと、

前記第 匿名化番号を暗号化して第2匿名化番号を作成するステップと

を更に含む

匿名化方法。

6 (補正後 ) 請求の範囲9乃至 4のいずれかに記載の匿名化方法であって、

前記匿名化番号を発行する際に、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報のぅち少なくとも つ

を連結した組合せ情報を暗号化して第 匿名化番号を作成するステップと、

前記第 匿名化番号を一方向性関数により匿名化した第2匿名化番号を作成する

ステップと

を更に含む

匿名化方法。

7 補正後 ) 個人データを匿名化番号と紐付けし、個人を特定する個人 番号と前記匿

名化番号との対応表を保持しないコンピュータに実行させるための匿名化プログラム

を記憶した記憶媒体であって、

匿名化鍵を作成するために用いられる前記個人 番号を取得するステップと、

前記匿名化鍵を作成するために用いられる匿名化鍵情報を取得するステップと、

補正された用紙 (条約第 9条 )
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前記個人 番号と前記匿名化鍵情報を連結し一方向性関数により匿名化した匿

名化番号を発行するステップと、

前記匿名化番号の作成後に、前記個人 番号と前記匿名化番号との対応表を廃

棄するステップと

をコンピュータに実行させるための匿名化プログラムを記憶した

記憶媒体。

補正された用紙 (条約第 9条 )
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8 (補正後 ) 請求の範囲 7に記載の記憶媒体であって、

前記匿名化鍵を廃棄するステップ

を更にコンピュータに実行させるための匿名化プログラムを記憶した

記憶媒体。

9 (補正後 ) 請求の範囲 7又は 8に記載の記憶媒体であって、

前記匿名化番号を発行する際に、

単一では個人を特定不可能な検体属性情報を取得するステップと、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報とを連結した組合せ

情報を一方向性関数により匿名化した匿名化番号を発行するステップと

を更にコンピュータに実行させるための匿名化プログラムを記憶した

記憶媒体。

2０ (削除)

2 (削除)

補正された用紙 (条約第 9条 )
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22 (補正後 ) 請求の範囲 7乃至 9のいずれかに記載の記憶媒体であって、

前記匿名化番号の一意性を検証するステップと、

前記匿名化番号の一意性の検証結果として前記匿名化番号が一意でない場合に、

前記匿名化番号に対応する匿名化鍵情報の再入力、又は単一では個人を特定不

可能な検体属性情報の再選択を行ぅステップと

を更にコンピュータに実行させるための匿名化プログラムを記憶した

記憶媒体。

23 (補正後 ) 請求の範囲 7乃至22のいずれかに記載の記憶媒体であって、

前記匿名化番号を発行する際に、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報のぅち少なくとも つ

を連結した組合せ情報を一方向性関数により匿名化して第 匿名化番号を作成する

ステップと、

前記第 匿名化番号を暗号化して第2匿名化番号を作成するステップと

を更にコンピュータに実行させるための匿名化プログラムを記憶した

記憶媒体。

24 補正後 ) 請求の範囲 7乃至22のいずれかに記載の記憶媒体であって、

前記匿名化番号を発行する際に、

前記個人 番号に、前記匿名化鍵情報と前記検体属性情報のぅち少なくとも つ

を連結した組合せ情報を暗号化して第 匿名化番号を作成するステップと、

前記第 匿名化番号を一方向性関数により匿名化した第2匿名化番号を作成する

ステップと

を更にコンピュータに実行させるための匿名化プログラムを記憶した

記憶媒体。

補正された用紙 (条約第 9条 )
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条約第 9条 ( ) に墓づく説明書
請求の範囲第 項、第 9項、及び第 7項は、 ００2 ０ ００3 ００5 4 の記載に墓

づいて補正されね
請求の範囲第 2項、第 ０項、及び第 8項は、 ００5 5 の記載に基づいて補正されニ
請求の範囲第 3項、第 項、及び第 9項は、 ００4 ０ の記載に基づいて補正されニ
請求の範現第4項、第 5項、第 2項、第 3項、第 2 ０項、及び第 2 項は、削除されニ
請求の範坦第6項、第 4項、及び第 2 2項は、 ００5 7 ００5 8 の記載に墓づいて補正さ

れニ

請求の範現第 7項、第 5項、及び第 2 3項は、 ００6 2 の記載に基づいて補正されニ
請求の範囲第8項、第 6項、及び第 2 4項は、 ００6 3 の記載に基づいて補正され乙
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