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昨今、さまざまな分野のデジタル
トランスフォーメーションにより、
分野横断的なデータの利活用がイノ
ベーションを促進し、経済成長など
さまざまな分野の発展につながるこ
とが期待されている。一方、データ
の管理に伴うインシデントリスクや
社会的責任の大きさ、企業戦略等の
保護の観点によるデータのセキュリ
ティ対策の必要性などがデータ利活
用促進を阻害する要因となっている。

NTTはそのような要因の解消に貢
献するため、世界に先駆けて、デー
タを暗号化したまま分析可能な秘密
計算技術の研究開発に取り組んできた
（図 1）。秘密計算技術の利点は、
計算対象の元データや計算過程を
データ提供者やサーバ運用者に一切

見せることなく、統合分析の結果を
得られることにある。これにより、こ
れまで同業の競合他社や異業種企業
など他組織に開示することが難しかっ
たデータを持ち寄った新しい統合分析
を、データ漏洩の心配なく安全に実
現できる。組織横断的なデータ分析
が実現すると、複数の組織や業界を
またがるサプライチェーンや顧客デー
タの有効活用が促進され、今まで得
られなかった知識発見など、新たな
社会的価値の創出が期待される。

NTTは、これまで医療分野をは
じめ、さまざまな分野への技術適用
実験で知見を蓄えつつ、演算機能の
充実や高速化等の改良を加え、秘密
計算システム算師®の開発を進めて
きた。算師®は平均、分散、t検定
など豊富な基本統計演算処理を具備

しており、これら演算の組み合わせ
により、回帰や主成分分析など用途
に応じた分析を実現できる。更に異
業種データを横断分析するため、複
数の表を結合するキーを漏らすこと
なくデータを結合して分析できる機
能を具備している。秘密計算技術の
最大の課題であった性能面において
も、通常のコンピュータ処理との差
は「一桁レベル」に迫る世界最高レ
ベルの計算速度を達成している。
算師®のデータの暗号化の仕組み

には、NTTがエディタとして貢献した
IS0標準（ISO/IEC19592-2）に準
拠する秘密分散を採用している。秘
密分散とはデータを複数のシェアと呼
ばれる断片に分散する方式で、分散
された個々のシェアからは元データお
よび計算結果の情報は漏れることは
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図 1　秘密計算の特徴と利点 図 2　臨床研究データへの適用と効果
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ない。さらに、もしサーバの故障など
でシェアが消失した場合でも、一定
数のシェアが残っていれば、データを
復元することが可能である。このよう
に算師®が採用する秘密分散はデー
タの機密性と可用性を実現している。
本稿ではこれまでに取り組んだ、
医療分野における秘密計算の実験の
事例を 2つ紹介する。

医療分野では、均質な医療が受け
られるよう、臨床研究で証明された
エビデンスに基づき、各種診療のガ
イドラインや標準治療法を定めると
いう取り組みが進められている。臨
床研究データは個人情報であるた
め、臨床研究データを集約して預か
る医療施設は、患者のプライバシー
保護を含め、データの管理には最大
限の注意を払ったセキュリティ対策
が課題であり、データを安全に取り
扱いつつ、同時に医療統計分析を実
施可能とする技術が求められる。

NTTと日本成人白血病治療共同研
究グループは、データの更なる安心・
安全な活用を目的とし、世界で初め
て臨床研究データに秘密計算の適用
を実証した（図 2）。本実験で求める
医療統計分析の演算は、秘密計算の
処理コストが高いデータのソートとい
う処理が含まれていたが、独自のアル
ゴリズムのデータ操作演算の開発を
行い、10万件のデータのソートを 20
秒で行うという実用的な時間での処
理を可能にした。これにより、臨床研
究データを暗号化したまま、実用に資
する速度で、研究者が求める演算の
実現を確認することができた。秘密計
算の活用により、安心・安全な臨床

2.臨床研究データへの適用 たが、分割表に現れる数字が小さい
時には、統計検定の結果が正しくなく
なる恐れがあり、このような場合には
フィッシャーの正確確率検定という手
法で分析する必要がある。しかし、
当分析には大きな数の階乗計算が必
要となり、かつ数百万もの遺伝的多
様性を 1つずつ解析する必要がある
ことから、従来の秘密計算技術にて
当分析を行うためには 1年以上の時
間がかかることが想定されたが、アル
ゴリズムを工夫することにより、従来
の 1年以上から約 20分程度にとい
う現実的な時間に短縮することに成功
した。これにより、複数の研究機関が
安全にゲノムデータを持ち寄った、よ
り高い信頼性の下で疾病情報と遺伝
子の関連性を分析することができ、
医療のさらなる発展が期待される。

本稿では、医療分野における秘密
計算技術の適用実験の取り組みと、
そこから得られた知見に基づく算師®
の実用化に向けた取り組みを解説し
た。次回以降は医療分野以外での事
例や、今後期待される算師®の利活
用方法を紹介する予定である。
〈秘密計算「算師®」のことなら下記へ〉
seg-product-p-ml@hco.ntt.co.jp

4.おわりに

研究データの環境を実現し、医療の
質のさらなる向上が見込まれる。

ゲノムデータは、個人の遺伝情報
という機微性が高い性質のデータで
あるため、慎重な取り扱いが求めら
れる。そのため、複数の研究機関の
間で相互に制限なくゲノムデータを
開示し合うことは容易ではなく、ま
た、高精度の分析が求められる。
これらの課題に取り組むため、

NTTと国立大学法人東北大学　東
北メディカル ・ メガバンク機構は、
世界で初めて、正確性を期したフィッ
シャー正確確率検定というゲノムワイ
ド関連解析を秘密計算で実現した。
ゲノムワイド関連解析では疾病情
報と遺伝子の関連性を発見するため
に、ゲノムデータを患者群と対照群
に分け、数百万の変異個所について
遺伝子変異の有無を集計した分割表
を作成する。それぞれの分割表に対
し、検定という手法を用いて患者群
と対照群に遺伝子変異の有無との関
連性があるかどうかを調べ、有意的
な関連性がある場合は、その遺伝子
個所と疾病情報に何らかの関連があ
ることが分かる（図 3）。
これまで近似による分析はされてい

3.ゲノムワイド関連解析への適用
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図 3　ゲノムワイド関連解析による疾病情報と遺伝子の関連性分析


