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録して ある特徴情報と 照合する ことで特 定

もう本 人は完全に認識 されてい ないとい う

うということでしょうけれども、この場合は

意見書では、いずれの場合も不正利用の危

の個人 を識別する仕組 みという ふうに承 知
○山下芳生君 昨年九月十五日に、日本弁護

険性はあるが、特に後者は、顔認証データが

ふうに思います。

士連合 会が顔認証シス テムに対 する法的 規

類似し ているというだ けの理由 で本人の 知

をしております。

高市 早苗・総務大臣

制に関する意見書をまとめて、政府関係機関

マイナンバーカード顔写真、
警察に提供 ―「共謀罪」でも
山下芳生参院議員が追及

其田 真理・ 内閣府個人情報保護委員会事務局長

事態が起こりかねず、プライバシー権等の侵

らない 間に監視の対象 にされて いるとい う

この意見書は、顔認証システムの実用化が

害に当 たるおそれがあ るという ふうに述 べ

に提出をいたしました。
急速に進んでいると述べておりまして、例え

ております。

○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。

ドを示 さなくても顔認 証によっ て有資格 者

スポー ト取得者である ことを証 明するカ ー

なっているという認識を示されていますが、

方は、法的規制が必要だと、今もうフリーに

れているのかと。これ、いろいろ、日弁連の

私もこの意見書を読んで、そこまで顔認証

今日は、個人情報保護と顔認証システムに

である ことの確認がで きる仕組 みを導入 し

総務大臣、直接の所管ではないかもしれませ

取得者は、自らの顔認証データを登録するこ

ば、あるテーマパークでは、年間パスポート

安田 充 ・総務省自治行政局長
山口 英樹・ 地方公共団体情報システム機構理事
高木 勇人・警察庁長官官房審議官

「顔認証システム」

ついて質問をいたします。それがマイナンバ

ていると。便利かもしれませんが、恐らく本

んが、情報通信の分野に関わりがないことも

システ ムというのは社 会の中に もう普及 さ

ー制度 やＪ―ＬＩＳと も関わっ てくると い

人はリ スクについて認 識されて いないか も

ないと思いますので、こんな状況に今なって

とで、入口のカメラに顔を向ければ、年間パ

うふうに認識しているからであります。

しれません。

―本人も知らない間に監視？

まず、個人情報保護委員会に聞きますが、顔
すく説明してくれますか。

を用い た顔認証システ ムを導入 している 例

数の店 舗間で万引き犯 人等の顔 認証デー タ

の例のように、犯罪捜査については所管外で

○国務大臣（高市早苗君） 先ほどの万引き

ょうか。

いるということについて、感想、いかがでし

○政府参考人（其田真理君） 一般的に、顔

があると。こういう場合、スーパーの万引き

ございますけれども、一般論として、顔認証

それから、日弁連の意見書では、また、複

認証システムとは、個人の顔画像からの顔の

を各店舗間で連携して注意しよう、監視しよ

認証システムとはどういうものか、分かりや

特徴情報を抽出いたしまして、あらかじめ登
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イバシ ー侵害性をはら んでいる と述べて お

さえ監視可能とするものであり、更なるプラ

検索機能を有しており、これは、人々の行動

ら特定 の個人を識別す ることを 可能にす る

顔認証システムは、膨大な監視カメラ画像か

ているはずなんですが、日弁連の意見書は、

○山下芳生君 本来、建前はそのようになっ

用されるということが必要だと思います。

保護法 などの関係法令 に照らし て適切に 利

も含めて個人情報につきましては、個人情報

ます。

の事務 の受託などを行 うことと されてお り

証明書の発行、地方公共団体の情報システム

成、住民基本台帳ネットワークの運営、電子

ありまして、マイナンバーとすべき番号の生

団体情 報システム機構 法二十二 条に規定 が

務についてでございますけれども、地方公共

○政府参考人（安田充君） Ｊ―ＬＩＳの業

るのでしょうか。

行って、どんな個人情報が蓄積保存されてい

ステム機構・Ｊ―ＬＩＳは、どういう業務を

き上が ったカードはま た市区町 村に送ら れ

ＬＩＳでマイナンバーカードが作成され、で

市町村窓口で受け付けられて、委託先のＪ―

○山下芳生君 マイナンバーカードの申請は

う必要がございます。

申請書 に申請者本人の 顔写真を 添付して 行

ナンバ ー又は生年月日 及び性別 を記載し た

ましては、交付申請者の氏名及び住所、マイ

す。マイナンバーカードの交付申請に当たり

○政府参考人（安田充君） お答えいたしま

添付するものは何でしょうか。

て、窓口で本人確認や暗証番号の設定を行い、

うとこ ろまで分かっち ゃうぐら いの今も う

定の個 人がいつどこで 何をして いるかと い

ない間に、それも瞬時に顔認証システムで特

自 分がど こで画像 を撮られ ている か知ら

番号、氏名、性別、年齢、住所などの個人情

○山下芳生君 マイナンバーカードには個人

ろでございます。

まして、これらについて保存をしているとこ

確認情 報などを取り扱 うことに なってお り

おきましては、住民基本台帳法に基づく本人

す。マイナンバーカードの申請の際に用いら

○政府参考人（安田充君） お答えいたしま

は破棄されるんでしょうか。

るいは 添付されている 顔写真等 の個人情 報

た後、この申請書に記載されている内容、あ

申 請者が マイナン バーカー ドを受 け取っ

こ のよう な業務を 行う中で Ｊ―Ｌ ＩＳに

システムになっているということで、これ、

報が印刷されておりますが、このマイナンバ

れた交付申請書、交付申請書に添付された顔

ります。

いろい ろ対策が必要だ というこ とであり ま

ーカー ドは希望する人 のみの発 行となっ て

写真につきましては、Ｊ―ＬＩＳにおきまし

交付となると聞いております。

す。

おりまして、希望者が申請するもので強制で

マイナンバーカード情報

て申請 を受理した日か ら十五年 間保存い た

そこで伺いますが、申請書に記述する項目、 しまして、当該期間経過後に破棄されること

はありません。

―電子データで１５年間保存
総務省に伺いますが、地方公共団体情報シ
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れるということですが、その保管の態様なん

○山下芳生君 Ｊ―ＬＩＳに十五年間保管さ

になっているところでございます。
されましたでしょうか。

ことがありますか。あるとすれば、どう対応

について、警察から情報提供の依頼を受けた

状によるもの、あるいは任意捜査である捜査

それからまた、その依頼は強制捜査である令

どのような内容の情報提供依頼だったのか、

したが、もう少し詳しく聞きたいと思います。

件数と対応条件について報告してください。

○参考人（山口英樹君） お答えさせていた
私 ども地 方公共団 体情報シ ステム 機構に

○参考人（山口英樹君） お答えさせていた

ですけれども、顔写真、氏名、年齢、性別、

対しまして、警察から捜査関係事項照会とい

だきます。

関係事項照会書によるもの、それぞれの依頼

しょうか。

うことで、顔写真を含めたマイナンバーカー

まず、提供の根拠でございますけれども、刑

だきます。

○政府参考人（安田充君） マイナンバーカ

ドの申 請者情報の提供 依頼があ ったのか と

事訴訟 法第百九十七条 第二項に 基づく捜 査

住所な どの情報は紙ベ ースで保 管される の

ード申 請に用いられま した顔写 真データ に

いうお尋ねでございます。

か、電子データで保管されるのか、いずれで

ついてでございますけれども、Ｊ―ＬＩＳに

けれども、顔写真を含めたところのマイナン

づきま して適切に対応 をさせて いただい て

ては、私どもは法令並びに私どもの規定に基

関係事 項照会という形 で照会を いただい て

でセキ ュリティー対策 が施され た保管室 で

バーカードの交付申請書の情報については、

いるところでございます。

申請につきましては、まずございましたと

保管するということにされております。

個人の プライバシーに 直接つな がる情報 で

○山下芳生君 適切に対応ということは、提

おいて、原本、紙媒体でございますが、この

また、電子での保存につきましては、申請

あり、その保護の必要性が極めて高いもので

供した 場合もあるとい う認識で いいんで し

いるところでございまして、それにつきまし

受理した日から十五年間、カード管理サーバ

あるこ とから慎重に対 応するこ とといた し

ょうか。

いうことと、それに対する対応でございます

ーで保 管するというこ とにされ ていると こ

ております。当該情報が被疑事実に直接関係

○参考人（山口英樹君） 先ほどもお答えさ

保存は 申請書受領月か ら三か月 後の月末 ま

ろでございます。

するな ど特段の事情が ある場合 に限って 提

せていただきましたけれども、特に顔写真を
○山下芳生君 依頼はあったと、格段の事情

いうことで、私どもも、当該情報が被疑事実

プライ バシーに直接つ ながる情 報である と

含むところの申請書の情報につきましては、
がある 場合に限って提 出すると いうこと で

以上でございます。

供することといたしております。

警察からの依頼で
「顔写真データ」含む個人情報を提供
○山下芳生君 Ｊ―ＬＩＳに聞きます。
これまでに、マイナンバーカード申請情報
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ざいます。

を含む 形で提供した件 数がこれ まで一件 ご

具体的には、そういう意味で顔写真データ

ります。

に限っ て提供するとい うことと いたして お

に直接 関係するなど特 段の事情 がある場 合

一、あらかじめ、組織犯罪の前科者等の顔認

こう書いてあります。

顔画像 検出照合装置な るものの 運用方法 が

すと、今警察庁の方からお話があった可搬型

○山下芳生君 この日弁連の意見書によりま

ころでございます。

て被疑 者の特定等の捜 査に活用 している と

像と警 察が保有する顔 画像デー タを照合 し

などなどとあります。

件のデ ータベースを一 秒以内に 照合でき る

ない場合も検知、被写体の動きを追跡、十万

同時に検知、サングラスやマスク姿、正面で

説明書によると、その性能は十人以上の顔を

も書いてあるんです。警察庁の入札用の仕様

ことでありますが、日弁連の意見書にはこう

時に照 合して犯罪捜査 を行って いるとい う

なっておりますけれども、顔認証データを瞬

「顔認証システム」と「監視カメラ」

証デー タを登録したデ ータベー スを作成 し

―警察はすでに捜査に活用

非常に高性能といいますか、そうした能力

ておく。

ＩＳに 特定の個人の顔 写真デー タの提供 依

○山下芳生君 顔写真データ付きで提出した

三、顔認証ソフトを使用することによって、

頼をすることがあるんでしょうか。

を持っているということなんですが、もう一

先ほど 紹介した日弁連 の意見書 によりま す

二の画 像の中から人の 顔の部分 を抽出し て

○政府参考人（高木勇人君） 監視カメラ、

二、犯行現場及び周辺から、監視カメラの画

と、警察庁は二〇一四年より、あらかじめ作

顔認証データを生成し、これと一とを瞬時に

防犯カメラ等の画像について、この防犯カメ

ことが一件あるということでありました。今

成した顔認証データベースと顔認証・照合ソ

照合することによって、犯罪日時に近接した

ラは元 々民間事業者が 設置して いるもの が

度警察庁に伺いますが、必要があればＪ―Ｌ

フトウ エアをノート型 パソコン に組み込 ん

犯行現場及び周辺に、組織犯罪の前科者等に

主でございますけれども、このデータを得る

像を収集する。

だ可搬 型顔画像検出照 合装置を 全国の都 県

似た人 物がいたか否か を瞬時に 探し出す と

ためには、先ほどもございました捜査関係事

日は警察庁にも来てもらっております。

警察に配備したというふうにあります。

いうことでありますから、恐らくそういうこ

警察は、顔認証技術を使った犯罪捜査を既

項照会 等に基づきまし て依頼を いたしま し

○政府参考人（高木勇人君） お尋ねのあり

されておりますけれども、そのデータとこの

要するに、監視カメラ、かなり町中に設置

こ れは特 定の事件 の捜査に 必要な ものと

るということがございます。

て御協 力が得られたも のについ て入手を す

とをもうやっておられるんだと思います。

ましたシステムを含めまして、一部の都道府

あらかじめ用意された、ここでは前科者等に

に行っているのでしょうか。

県警察におきまして、撮影した容疑者の顔画
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います。

な範囲 内で提供を求め るという ものでご ざ

いうことで、具体の事件を想定してその必要

す。

広く対 象にする必要も 出てくる と思われ ま

思われますから、そうなりますと一般市民を

をあら かじめ分からな い場合の 方が多い と

どういう人物が相談、計画するかということ

会になってしまうというふうに思いますが、

クされると、これは非常に空恐ろしい監視社

いる顔 写真のデータが そういう ふうにリ ン

っと言 いますとマイナ ンバーに 記録され て

私は、この共謀罪とＪ―ＬＩＳ、まあ、も

そ のとき にこのＪ ―ＬＩＳ の顔写 真デー

使うことは絶対にないと言い切れますか。

これはＪ―ＬＩＳの理事の方、そんなことに

「共謀罪」の捜査でも情報提供否定せず

タが利 用されることが 私は大変 危惧され る

せていただきましたとおり、顔写真情報を含

○山下芳生君 必要の範囲内で顔写真データ

この顔写真には住所、氏名、性別、年齢、

むところの情報につきましては、極めてプラ

○参考人（山口英樹君） 先ほどもお答えさ

るということでありましたし、先ほどＪ―Ｌ

これが載っているわけですから、顔は分から

イバシ ーに直接つなが る情報で ございま す

と言わなければなりません。

ＩＳの 方からは一件提 供したこ ともある と

なくて もこういう四情 報を警察 が入手し て

ので、私どもとしましては、当該情報が被疑

も含め た個人情報の提 供を求め ることは あ

いうことでありました。

いる、しかも、その人たちはまだ何をしてい

いうことをつかまなければ、これは共謀罪を

あると すればその内容 はどうだ ったのか と

ですから、相談、計画があるのかないのか、

うと思いますと、実際の犯罪行為がない段階

ですから、これは、これを本当に立証しよ

うものであります。

ても相談、計画しただけで犯罪に問えるとい

す。共謀罪というのは実際の犯罪行為がなく

この共 謀罪というのを 立証する ことはな か

とでありまして、そういうことをしなければ

警察の 手に把握される ことにな るという こ

カメラを通じて、その人たちの逐一の行動が

としますと、全国に張り巡らされている監視

う求めがされて、Ｊ―ＬＩＳがそれに応じた

の四情 報から顔のデー タを出し なさいと い

いうこ とを警察が一方 的に決め るだけで そ

るわけでもない、何かをするかもしれないと

○山下芳生君 今のはカードの不正使用の場

ばと存じます。

供する ものということ で御理解 いただけ れ

事実に関係する、そういった場合に限って提

その意味で、直接そういう当該情報が被疑

す。

ードの 不正取得のよう なケース でござい ま

を差し控えさせていただきますけれども、カ

上げましたけれども、具体についてはお答え

事実に直接関係するなど、先ほど一件と申し

そこで、今、共謀罪の審議がされておりま

成立させることにはなりません。

なか難しいわけですね。犯罪が起こる前の話

合だっ たということを 明らかに されまし た

したがって、必然的にこれ日常的な監視が

ですから。

必要となります。また、どういうグループが、
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けれども、これは共謀罪という新たな犯罪が
構成されようとしているわけですが、それが
された 場合にはこれま での捜査 の内容が 変
わってくると思われます。警察庁に伺います
が、これはまだ、我々は作ることに大反対し
ていますけれども、仮に共謀罪が成立した場
合、Ｊ―ＬＩＳなどの顔データを提供するこ
とを求めることはないと言い切れますか。
○政府参考人（高木勇人君） テロ等準備罪
についてお尋ねでございますけれども、テロ
等準備罪につきましても、現行の様々なひそ
かに行われる犯罪と同様の形で、様々な捜査
手法を 用いて現在も潜 在的な犯 罪につい て
捜査をしているところでございまして、この
点につ きましてはテロ 等準備罪 において も
変わら ないものという ふうに認 識をして お
ります。
○山下芳生君 テロ等準備罪と称する共謀罪、
これはもう思想、良心の自由を踏みにじる憲
法違反の立法だと思いますが、それができた
場合に、大変恐ろしい、犯罪の実行前にいろ
いろな 情報が集められ て犯罪者 がつくら れ
ていく 危険性があると いうこと を申し上 げ

て、終わります。
■
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