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プロファイリングに関する提言案
平成 30 年 12 月 19 日

パーソナルデータ＋α研究会

Ⅰ

3 つの提言案

（
「規制ありき」ではない）適切な規律のあり方につ

いて検討を重ねてきた。その議論を踏まえ、本研究
会は、以下に掲げる 3 項目を提言案として世に問

パーソナルデータ +α研究会は、平成 30 年 5 月

い、平成 31 年度内に公表を予定している最終報告

より「プロファイリングに関する提言案作成タスク

書の作成に向けて、広く関係者の意見を求めること

フォース」を設置し、プロファイリングに対する

としたい。

提言案①

企

業：プロファイリングに関するコンプライアンス体制等の整備

与信、採用・人事等にプロファイリングを用いる企業は、プロファイリングの実施、活用等に当たって、法
令との抵触を避けるためのコンプライアンス体制を整備すべきである。その際、プロファイリングが、プラ
イバシーのみならず、平等や公正概念との関係でも問題になり得る点に留意すべきである。また、上記企業
は、プロファイリングの実施・活用等に伴う社会的・倫理的責任に配慮した体制づくりに努めるべきである。
Ⅲ
なお、本提言案に付属する中間報告書では、体制整備を支援すべく、法令遵守にとどまらない「█

社会的

責任等に関する留意点」をまとめている。
提言案②

業界団体等：プロファイリングに関する自主的な取組みの支援

業界団体・認定個人情報保護団体等は、各企業のコンプライアンスや自主的取組みを支援すべく、ガイド
ライン等の作成を検討することを推奨する。その際、プロファイリングの対象となる個々の利用者・生活者
等（以下「被評価者」という）と企業の間に立って、利害関係の調整や課題解決を目指すべきである。
提言案③

政

府：民間主導の自主的な取組みの尊重

政府は、民間による自主的な取組みを尊重すべきである。その取組みの実効性を慎重に見定めながら、企
業・業界団体・認定個人情報保護団体等との対話を続けるべきである。そして、プロファイリングによる個
人の権利利益の侵害リスクを看過し得なくなった場合には、それを抑止するために必要な立法措置等を検討
すべきである。
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Ⅱ

提言案の趣旨：プロファイリ
ングの健全な実装に向けて

くにも「プロファイリング」が介在している。ス
マートフォンを通じて日常的に読むニュースの多く
は、
「プロファイリング」によってユーザーの趣味

「プロファイリング」は、一般にはいまだ耳慣れ

嗜好や政治的傾向にマッチすると予測され、この結

ない言葉かもしれない。しかしこの技術は、確実に

果に基づいて配信されたニュースなのである。こう

我々の生活の中に入り込んでいる。たとえば、あな

して見ると、
「プロファイリング」なるアルゴリズ

たがスマートフォンなどで受信するインターネット

ムを用いた予測技術は、すでに我々の生活の一部に

広告の多くは、あなたのウェブ閲覧履歴や購買履歴

「ユビ
なっているといっても過言ではないだろう（

などからあなたの趣味嗜好やライフスタイルが「プ

キタス化するプロファイリング」
）
。

ロファイリング」され、そこで得られた予測結果を

2018 年 5 月 に 運 用 が 開 始 さ れ た 欧 州 連 合

踏まえて個別的に送られてくるものである（いわゆ

（European Union, EU）の「一般データ保護規則

る「ターゲティング広告」
）
。また、あなたがスマー

（General Data Protection Regulation, GDPR）
」は、

トフォンなどで受信するオンライン・ニュースの多

このような「プロファイリング」を、
「自然人に関
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する特定の個人的側面を評価するために、特に、当

も、人工知能（Artificial Intelligence, AI）を用い

該自然人の職務遂行能力、経済状況、健康、個人的

た求職者や従業員の適性プロファイリングが急速に

選好、関心、信頼性、行動、位置若しくは動向を分

実装されつつある。こうして見ると、わが国も、プ

析又は予測するために、パーソナルデータを用いて

ロ フ ァ イ リ ン グ 技 術 を 基 礎 と し た「Scoring

行うあらゆる形式の自動化されたパーソナルデータ

Society」に向けて歩を進め始めており、プロファ

。本提言案では、
の処理」と定義した（4 条 4 項）

イリング結果（スコア）が個人の人生に及ぼす影響

わが国においていまだその定義に関するコンセンサ

が以前にも増して大きくなってきているといえよう。

スが形成されていないことを踏まえ、さしあたりこ

このことは同時に、企業が個人の社会的信用力等

れを、
「パーソナルデータとアルゴリズムを用いて、

をプロファイリングすることに伴う社会的な責任が

特定個人の趣味嗜好、能力、信用力、知性、振舞い

重くなってきているということを意味する。企業

などを分析又は予測すること」と捉えておきたい。

が、本来は考慮に入れるべきではない個人情報を用

もっとも、本提言案では、かようなプロファイリ

いて不公正なプロファイリングを行ったり、偏っ

ングの中でも、個人の自由で主体的な生活に重要な

た、あるいはバイアスのかかったデータセットを用

影響を与え得るプロファイリングに焦点を当ててい

いて不公正なプロファイリングを行った場合、当該

る。それには、ここ数年、この技術が、マーケティ

個人の人生を大きく狂わせる可能性がある。また、

ング等の領域を超えて、与信、採用・人事、教育、

プロファイリングの過程が著しく不透明であった

行政の許認可などの場面でも積極的に利用されつつ

り、不公正ないし不正確なプロファイリングに対し

ある状況があるからである。たとえば中国では、ア

て被評価者が異議を申し立てるような手続がなかっ

リババ・グループ傘下の芝麻信用が、アルゴリズム

たりすれば、個人が自由で主体的な生活を送ること

を用いて個人の社会的信用力を 950 点満点でスコ

は難しくなるだろう。この点で、プロファイリング

ア化し、このスコアが社会において広く共有、利用

を行う目的や領域によっては、企業がプロファイリ

されるに至っている。信用力に関するプロファイリ

ングを実施するに当たって、一定の慎重さが求めら

ングの結果（社会的信用スコア）が、与信場面のみ

れるように思われる。

ならず、プラットフォームを通じた取引（シェアリ

しかしながら、現状わが国において、どのような

ングエコノミーなど）や行政手続、さらには「婚

点に注意しておけばプロファイリングを実施してい

活」といったさまざまな生活場面で利用され、中国

る（または実施しようとしている）企業が社会的な

人民の「第二の身分証」としての意味すら持ち始め

非難（いわゆる炎上）を回避できるのか、また、何

ているのである1 。言うまでもなく、このような

を行えば上述のような社会的な責任を果たしたとい

2

「Scoring Society」では、プロファイリングの結果

えるのかを示す具体的な指針がなく、このことが企

が個人の実生活に対して決定的に重要な意味をもつ

業にプロファイリングの実施に対する萎縮的な効果

ことになる。

を与え、
「 中国化 」とは異なる健全な「Scoring

こうした社会状況は、日本においても決して「他

Society」への歩みを妨げているようにも思われる。

人事」ではない。日本でも、みずほ銀行とソフトバ

他方で、プロファイリングは、今後の技術変革が見

ンクが共同開発した社会信用スコアリング・サービ

込まれる上、一部企業にとっては大きなビジネス

ス（J.Score）が与信領域においてすでに運用を開

チャンスともなっており、現段階では企業等による

3

4

5

始しているほか 、ヤフー やNTTドコモ といった

自主的な規律が求められているといえよう。本研究

リーディング・カンパニーも、同様のスコアリン

会は、このような認識の下で、前掲のとおり 3 つの

グ・サービスの開始を表明しており、マーケティン

提言案をまとめた次第である。

グ領域を超えたプロファイリングの利活用が進みつ
つある。また企業の採用活動や労務管理の場面で
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本提言案には、中間報告書が付されている。
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Ⅲ 社会的責任
本研究会は、この中間報告書の「█

人権への尊重を欠くものとして、企業の社会的信用

等に関する留意点」において、企業が法令遵守の観

を大きく傷つけることになり得る。そこで本研究会

点から留意すべき点のほか（わが国には「プロファ

「Appendix」
は、EUの動向7 なども踏まえつつ（

イリング」を直接の対象とする法的規制は存在してい

参照）
、プライバシーや平等といった基本的人権に

ないが、一定のプロファイリングが現行法令に違反す

配慮したプロファイリングの実施・利用方法を

ると解釈される余地はある）
、不用意なプロファイリ

チェックポイントとしてリスト化し、企業等の便宜

ングの実施により社会的に非難され（いわゆる炎

に供しようと考えた。

上）
、レピュテーションを落とすことを防止するた

なお、本提言案に「案」が、中間報告書に「中

めに留意すべき点を「チェックリスト」としてまと

間」が付いていることからもわかるとおり、これら

めた。近時、アマゾンが 2014 年頃から開発してき

はあくまで「たたき台」である。プロファイリング

た人事採用プロファイリング（アルゴリズムを用い

に対してどのような規律が望ましいか、ひいてはど

た採用プログラム）に女性差別の傾向が見られたこ

のような「Scoring Society」が「健全」なのかも

6

とが大きく報じられたが 、仮にこのような採用活

含め、広く意見を募り、引き続き議論していきた

動が法的に違法の評価を受けないとしても、基本的

い。

【ご意見の送付先】下記の宛先まで、2019 年 1 月 31 日（木）必着でお送りください。
（株）
商事法務 NBL 編集部 PD＋α研意見募集 宛
MAIL：comment@shojihomu.co.jp
F A X：03-3664-8845
＊ お送りいただく際には、どの項目に対する意見かを明示（たとえば「提言案①について」、「中間報告
書のチェックリスト（1-3）について」と記載）するとともに、お差し支えのない範囲で、ご提出される
方の氏名、ご所属（個人の場合は個人とお示しください）、およびご連絡先となる電話番号またはメール
アドレスをご記入ください。
＊ 本募集で提出されたご意見等につきましては、今後の研究会における議論の参考といたします。
＊ 提出されたご意見等は、必要に応じ整理・要約をした上で公表する場合があります。その際、お名前
やご所属も記載します。匿名を希望される場合には、その旨をご記入ください。
＊

ご意見に対する個別の回答ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

＊ お預かりした個人情報はこの意見募集に関する研究会内での事務処理および提出されたの方へのお問
合せのみに使用いたします。
●お電話でのお問合せ

TEL：03-5614-5647（NBL 編集部）

1 田中信彦「全国民の信用情報を政府当局が一元的に管理」週刊東洋経済 6829 号（2018）33 頁。田中によれば、中国政府は、このような信用
スコアと治安維持システムとを結合させた全国民的な信用情報ネットワークの構築を進めている。実際、中国政府の国家発展改革委員会は、
民間の信用情報機関と「共同賞罰措置の実施に関する覚書（MOC）」を締結し、信用情報と連動した賞罰メカニズムを構築している。
2 Danielle Keats Citron, and Frank Pasquale, The Scored Society: Due Process for Automated Predictions , 89 WASH. L. REV. 1（2014）
.
3 https://www.jscore.co.jp/
4 https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2018/10/10a/
5 https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/10/17_01.html
6 https://jp.reuters.com/article/amazon-jobs-ai-analysis-idJPKCN1ML0DN
7 Appendixでは詳しく触れていないが、欧州委員会が指名した専門家委員会が 2019 年 3 月までにドラフトを作成すると報じられているAI倫理
指針も重要であろう〈https://robohub.org/european-robotics-week-2018-celebrated-with-1200-events-in-over-30-countries/〉
。その原案には、
AIの判断過程を説明する責任を企業に課すこと、判断にどのようなデータを使ったかなどの情報開示制度を整えること、AIの仕組みや運用が
倫理的かどうか監査する機関を設けることなどが盛り込まれており、本研究会のチェックポイントと共通するところが少なくない。
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