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Ｉ個人情報保護法見直しと報道

ジャーナリズムの新たな挑戦に期待
ｌ取材規制や過剰反応にはあらためて注意を

いる︒２０１３年６月腔日に閣議決定さ

個人情報保護法の見直し論議が進んで

た︒そこでは︑哩年６月には法改正の大

︵以下︑﹁見直し方針﹂という︶を決定し

ータの利活用に関する制度見直し方針﹂

にはＩＴ総合戦略本部が﹁パーソナルデ

っても重要な一歩であるといえる︒

その発足は︑個人情報保護法制全体にと

に関するものに限定されている︶ものの︑

る︵個人情報全般ではなくマイナンバー

京都大学大学院法学研究科教授曽我部真裕

いうやや気恥ずかしいタイトルの文書に

れた﹁世界最先端ＩＴ国家創造宣言﹂と

今回の見直し論議の背景には︑情報通

綱を決定・公表し︑巧年の通常国会に法

他方︑その間の陞年１月︑いわゆるマ

のさまざまな場面で利用されることによ

信技術の一段の発展とその社会への浸透
がある︒すなわち︑情報通信技術が社会

おいて︑﹁パーソナルデータ﹂︵個人に関

イナンバーに関する個人情報の保護を担
当する独立行政委員会である特定個人情

情報通信技術の発展を背景として

報保護委員会︵委員長・堀部政男一橋大

って︑個人に関する情報がますます蓄積

案を提出するというロードマップが示さ

︵ＩＴ総合戦略本部︶の下に新たな検討

情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

名誉教授︶が発足したことにも注目しな

されるようになっている︒

する情報を広く指すもので︑個人情報保

組織を設置して︑法制度の見直しも含む

ければならない︒個人情報の保護を管轄

て鉄道を利用しても利用履歴は残らない

れているｃ

検討を進めることが決定された︒それを

する行政機関が独立行政委員会であるこ
とは︑諸外国では一般的であるが︑これ

が︑ＩＣカードを使えば履歴が残り︑蓄

護法にいう﹁個人情報﹂よりも範囲が広

タに関する検討会﹂︵以下︑﹁検討会﹂と

受けて設置されたのが﹁パーソナルデー

までの個人情報保護法にはこのような組

金で支払うとき︑昔ながらのレジで集計

い︶の利活用と︑個人情報・プライバシ
ーの保護との両立を目指し︑内閣の高度

いう︶である︒

織は存在しなかった︒その意味で︑特定
個人情報保護委員会の権限は限られてい

積されることになる︒店先の買い物を現

分かりやすい例で言えば︑切符を買っ

検討会は昭年９月に初会合を開いて以
降議論を重ね︑その検討を踏まえて廻月
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する場合と︑支払いと同時に店員が客の
にとっても貴重な情報源である︒

重要な背景となる︒スマートフォンは人

異なるのは明らかである︒

場合とでは︑蓄積される情報の質と量が

そして︑その際に会員カードを提示する

一つには︑現行法の個人情報の定義等
にはあいまいなところがあり︑たとえば

逆にする二つの点からである︒

見直しの必要性が指摘されてきた︒現行
法では不十分だというのは︑ベクトルを

行の個人情報保護法は不十分だとされ︑

の積極的な利活用を求める声が上がって
くるのも当然であるが︑そのためには現

の拡大などを通じて個人のプライバシー

化や保護されるパーソナルデータの範囲

によるパーソナルデータの利活用を促進

となっているのだろうか︒前述の﹁見直

では︑具体的にはどのような点が論点

見直しの論点とは

いった問題がある︒

ＰＳといった個人の追跡が可能となる機

が常に持ち歩くものであり︑カメラやＧ

どこまで匿名化処理をすれば本人の同意

の保護にも配盧すること︑また︑グロー

したがって︑各方面からビッグデータ

能が搭載されており︑しかも多種多様な

なく第三者に提供できるか不明確である

バル化を踏まえてルールの国際的調和に

のレジがネットワークで結ばれる場合︑

アプリによってこうした機能が活用可能

ため︑企業は自社の保有するビッグデー

も配盧すること︑というものであるが︑

性別や年齢層をレジに入力し︑しかもそ

である︒

タを他社に販売するなどして活用するこ

以下︑若干敷桁する︒

ふえん

するとともに︑行政による監督体制の強

し方針﹂の内容を一言でいえば︑企業等

さらに︑ツイッター等のソーシャルメ

とに濤膳せざるを得ず︑結果として利活

促進という点では︑まず︑制度の基本理

第１に︑ルール明確化による利活用の

もう一つは︑現行法では個人の保護が

念において︑プライバシーの保護に加え︑

また︑近年のスマートフォンの普及も

ディアも︑個人に関する情報の蓄積と見

用が進まないという点である︒

不十分ではないかということである︒た

利活用の促進という点を明確にすること

ターンを解明することができ︑防災や都
市計画といった公共的な分野から︑マー

せて分析することによって︑人の行動パ

か︒また︑現行法では行政による事業者

性があることから︑保護される個人情報
の範囲を拡大する必要があるのではない

い可能性もあるが︑実質的には識別可能

できるようにすることが重要である︒ビ

本人の同意を得ることなく第三者に提供

減︵﹁消滅﹂ではない点がポイント︶さ

を加工して個人が特定される可能性を低

このように︑現在においては︑人の行

動履歴を示す情報がさまざまな形で蓄積

とえば︑スマートフォンの端末固有番号

とされている︒

ちゅうちょ

ることができる︒

されており︑この種の膨大な情報はいわ

ではなく現行法では個人情報に該当しな

は︑直接的には特定個人を識別するもの

ケティングなどのビジネス利用までのさ

の監督権限が不十分であり︑もっと強力

ッグデータの分析では︑識別された特定

より具体的な点としては︑個人データ

いる︒それを単独で︑あるいは組み合わ

ゆるビッグデータの重要な一角をなして

まざまな意思決定にとって極めて有用で

な監督体制を整備すべきではないか︑と

せたデータについて︑一定の条件の下で︑

ある︒もちろん︑後述のように報道機関
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個人の行動の追跡というよりは︑膨大な
量のデータから人々の一般的な行動パタ

図るものとされている︒ここでは冒頭に
言及した特定個人情報保護委員会の拡充
これと並んで︑国︑企業︑消費者︑有

が念頭にあるのだろう︒

てきたが︑報道機関への影響はどのよう

なものが考えられるのだろうか︒

や︑たとえ報道機関が同法の適用除外と

いので︑こうした目的での利活用を促進

ーンを解明できれば十分であることが多

なったとしても︑取材相手が個人情報保

昭年の現行個人情報保護法制定時に
は︑個人情報保護法の報道機関への適用
は取材の自由の重大な制約となること

保護の取り組みを評価し︑十分な規律に

識者等の関係者の参画のもと︑事業者が
自主的に行っているパーソナルデータの

しようとする趣旨である︒

また︑パーソナルデータ取得時におけ

消極的になるといった点が大きな問題と

護法の存在を理由に取材に応じることに

チステークホルダープロセス﹂といわれ

なった︒

服することを担保させる仕組み︵﹁マル

も議論されており︲これらも利活用の促

る︶の構築を通じて︑ルール順守を確保

る同意取得手続の標準化等のルール充実
進に資するものである︒

することが目指されている︒

護水準が十分でない他国へのパーソナル

第３に︑グローバル化に関しては︑諸
外国の制度との調和を図るとともに︑保

道目的でパーソナルデータを取り扱う場

かし︑報道機関としては︑報道機関が報

は議論されていないように思われる︒し

今のところ︑報道機関に特に関わる論点

データの移転の制限などが検討されてい

それに対して︑今回の改正論議では︑

第２に︑個人のプライバシー保護の強
化の面では︑保護されるパーソナルデー
タの範囲を︑特定個人が識別可能となる

情報だけでなく︑実質的に個人が識別さ
れる可能性を有するものに拡大しようと
している︒これにより︑前述のスマート

ける個人情報保護制度の見直しを目指す

なお︑今般の改正論議は民間部門にお

護法の執行体制が強化されるとすれば︑

合や報道機関への情報提供が引き続き適

めて高い﹁センシティブデータ﹂につい

となりうる︒また︑プライバシー性の極

もので︑国や地方自治体はひとまずは対

取材相手が取材に応じることについての

る︒

ては︑新たな類型を設け保護を強化する

象外である︒しかし︑いずれは公共部門

萎縮効果あるいは過剰反応が生じる可能

フォンの端末固有番号なども保護の対象

ものとされる︒さらに︑個人情報の開示．

野に入る可能性が十分にあることは︑﹁見

における個人情報保護制度の見直しも視

することや︑報道の意義を丁寧に説明す

まで以上に取材相手との信頼関係を構築

とともに︑個々の取材記者としては︑今

いてあらためて警鐘を鳴らす必要がある

性が考えられる︒報道機関はこの点につ

以上︑今般の改正論議について概観し

報道機関への影響

直し方針﹂にも示唆されている︒

また︑今回の改正によって個人情報保

あろう︒

用除外となるように注意しておく必要は

上も議論されている︒

削除請求等の本人関与の権利の実効性向
行政による監督を通じたプライバシー
保護の強化に関しては︑諸外国では一般
的な独立した第三者機関︵プライバシー
コミッショナー︶を設置し︑専門的な知

見の集中化や機動的な法執行の確保等を
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問われることになるだろう︒

ることが求められ︑記者としての力量が
−タカタログサイト﹂が︑過年度末で突

化したりする報道手法は︑﹁データジャ

実を掘り起こしたり︑図表に表示し可視

だとすれば︑かつての情報公開法制定を

ータの主要な利用者の一つになりうるの

次に見るように報道機関がオープンデ

３月には﹁データジャーナリズム・ハッ

が進められている︒その一環として哩年

組みとして﹁未来メディアプロジェクト﹂

ーナリズムを含む次世代の報道への取り

たとえば︑朝日新聞では︑データジャ

日本でもいくつかの試みが始まっている︒

ーナリズム﹂として注目を浴びており︑

ど︑課題も少なくない︒

然閉鎖されたり︑政府で検討されている
オープンデータの標準利用規約の案が自
由な利用に制限を加えていたりするな

ータをどのように報道に活用していくか

にどのように生かしていくかという課題
がある︒この点は︑いわゆるオープンデ

求める動きの場合と同様︑報道機関は︑

カソン﹂が開催され︑脳卒中の治療にか

他方︑法改正そのものの影響というよ
の変化との関係で︑ビッグデータを報道

りは︑むしろ法改正の背景となった社会

という課題と併せて考える必要がある︒

知る権利の観点からオープンデータの推

オープンデータとは︑主に国や地方自

かる日数とリバビリの成果の関係性に注

明化する医療﹂がグランプリに選ばれた︒

目し︑病院ごとに比較した﹁データで透

進をもっと強く主張すべきではないか︒

が可能なルールの下︑特にコンピュータ

データジャーナリズムの可能性

また︑昭年にインターネット上での選
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治体が保有する各種の情報を︑二次利用
ーによる自動処理が可能な形式で公開す
ることであり︑冒頭で紹介した﹁世界最
先端ＩＴ国家創造宣言﹂においてもその

発売:朝日新聞出版

朝日新間ＧＬＯＢＥ編集長・三浦俊章﹁軍事的合理性だけでは判断

できない憲法と外交政策の一一つが論議の要だ﹂︑大阪大学大学院教

授・坂元一哉﹁平和主義を壹任ある形で実現するためにも集団的自

衛権行使は容認すべきだ﹂︑首都圏大学東京准教授・木村草太﹁安倍

政権の解釈改憲の動きは︑行使容認の立場から見ても危険だ﹂ほか

蕊議灘

ャルメディアへの膨大な書き込みを基に

挙運動が解禁されたことに伴い︑ソーシ

特集

さて︑独自に入手したビッグデータや︑

5月号

集団的自衛権を考える
5月9日発売

有権者の関心や選挙の情勢を分析する試

［ジャーナリズム］

一般公開されているオープンデータを単
独または組み合わせて分析し︑新たな事

Journalism

推進がうたわれている︒もっとも︑Ｂ年
末に試行版として公開された政府の﹁デ

朝日新聞社が発行する
ジャーナリズム研究誌
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ないが︑引き続き適用除外となるように

機関の適用除外の見直しは議論されてい

本稿では個人情報保護法の見直しの背
景と論点を概観した︒現在のところ報道

あくまで一例であるが︑解析技術の発

業等の過剰反応などには注意する必要が

るためには慎重さも求められる︒

展により︑近い将来起こりうるとされる

あろう︒しかし︑報道機関においては︑

誤の段階にあるだけに︑社会的信頼を得

南海トラフ地震や首都直下地震の被害状
況について︑かなりの詳細さで推定が可

こうしたいわば守りの対応だけではな

みもなされている︒報道機関ではないが︑

力された膨大な検索ワードを分析して選

能となっている︒住宅地図︑人口統計︑

く︑改正の背景となっている社会の変化

検索サイト大手のヤフージャパンが︑入

したことも注目されている︒

挙結果の予測を行い︑かなりの精度を示

震度の詳細な予測︑商業集積統計や木造
せると︑かなり小さい単位︑極端に言え

期待される︒

平に慎重かつ果敢に挑戦していくことが

に対応して︑ジャーナリズムの新しい地

求めるとともに︑法改正による取材先企

型報道番組の例として︑ＮＨＫペシャル

家屋の割合を示すデータなどを組み合わ

ル︑ツイッターなどの企業や団体がそれ

ると言われる︒しかし︑これは推定であ

ば各戸単位でのリスクの推定が可能とな

さらには︑ビッグデータを活用した大

る︒このシリーズでは︑ＮＨＫやグーグ

﹁震災ＢＩＧＤＡＴＡ﹂シリーズがあ

た結果を多角的に報道している︒

データ利用には慎重さも必要

メージがひとり歩きしてしまうおそれが
ある︒フレームアップされてインターネ

た地域についてはそのような否定的なイ

︵そがべ・まさひろ︶

ぞれ有する膨大な災害関連情報を解析し

るとはいえ相当な確度があるものである
から︑このような小さな単位での推定を

これらの例からも分かるように︑ビッ
グデータやオープンデータの利活用は︑

問題が生じうる︒

報道するとすれば︑プライバシー侵害の

また︑もう少し大きな単位で集計︑視

一般企業のマーケティング等に革新をも

とっても画期的な意義があり︑ジャーナ

は解消するものの︑視覚化された情報は

覚化して報道すればプライバシーの問題

たらすだけではなく︑報道機関の報道に

いえる︒

リズムの新しい地平を開くものであると

しかし他方で︑データジャーナリズム

ットで拡散されるリスクをも考慮した上

インパクトが強く︑リスクが高いとされ

にこのような画期的な意義があり︑また︑

踏み込むか︑慎重に考盧する必要がある
︾つ

で︑当該報道の意義との関係でどこまで

社会的なインパクトもありうるだけに︑
また︑データジャーナリズムが発展途上

で︑報道機関にとっても不慣れで試行錯
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