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人事データガイドライン（案）について 

平成 31年 5月 13日 

 

１ 人事データガイドラインの制定の経緯 

AI・ロボット技術の進展により、人事データを収集・解析して組織の可能性を最大化す

る「ピープル・アナリティクス」が注目を浴び、採用、人材開発、労務管理、人事評価等

の人事のあらゆる分野に「HR（Human Resources）テクノロジー（HRテック）」が急速に

普及しつつある。現在模索されている人事データの活用領域として、①採用（選抜）、パ

フォーマンス予測、離職分析など、個人の紐付けした予測（プロファイリング1）を行う

こと、②職場改善、人材育成、健康経営などデータを活用した改善領域の特定、③人事制

度・施策の効果測定などがあり、その活用の可能性が論じられている。人事データの利活

用は、人の働き方、働く環境を改善し、経営のあり方や組織の効率化を図ることに繋がり、

組織及び労働者の双方にとって有益なものである。 

他方で、特に個人情報に関わる人事データを活用したプロファイリングに関しては、従

業員の権利利益の観点からの要請もある。人事データを用いたプロファイリングにより

要配慮個人情報ではない個人情報から要配慮個人情報を推知してプライバシー侵害を引

き起こすリスクやプロファイリングにより社会構造としての差別が再生産され、AI の予

測評価システムを利用しているあらゆる組織から特定の個人が排除され続け平等原則に

抵触するリスクがありうる。 

こうしたプロファイリングの効用とリスクを踏まえ、公益社団法人商事法務研究会に

設置されたパーソナルデータ＋α研究会は、平成 30年 12 月 19日付けで「プロファイリ

ングに関する提言案」2を発表し、業界団体等に対してプロファイリングに関する自主的

なガイドライン等の作成をすることを提言しているところである。 

当協会は、「ピープル・アナリティクス」や「HRテック」の利活用が促進されるために

は、「ピープル・アナリティクス」や「HRテック」、とりわけその際の人事データの利活用

において、十分にプライバシー、人間としての尊厳、その他の権利利益が尊重されること

が前提となり、それによってはじめて社会にこれらの新しい技術が受容されるものと考

える。そこで、社会に受け入れられる「ピープル・アナリティクス」や「HRテック」の姿

をチェックリストとして示すための、人事データガイドライン（以下「本ガイドライン」

という。）を作成する必要がある、との認識に至った。 

 

                                                        
1 プロファイリングには様々な定義がありうるが、「パーソナルデータとアルゴリズムを用いて、特定個

人の趣味嗜好、能力、信用力、知性、振舞いなどを分析又は予測すること」と定義するものとしてパーソ

ナルデータ＋α研究会「プロファイリングに関する提言案」NBL1137号 66頁（2019年）。 
2 パーソナルデータ＋α研究会・前掲注 1）64頁。 
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２ 対象となる人事データ 

 ⑴ 「労働者の個人情報保護に関する研究会報告書」 

労働者に関する個人情報保護を研究した「労働者の個人情報保護に関する研究会報

告書」（1998年 6月。座長：諏訪康雄）は、以下の 9種類の情報を想定していた。 

① 基本情報（住所、電話番号、年齢、性別、出身地、人種、国籍など） 

  ② 賃金関係情報（年間給与額、月間給与額、賞与、賃金形態、諸手当など） 

③ 資産・債務情報（家計、債権、債務、不動産評価額、賃金外収入など） 

④ 家族・親族情報（家族構成、同・別居、扶養関係、家族の職業・学歴、家族の収入、

家族の健康状態、結婚の有無、親族の状況など） 

⑤ 思想・信条情報（支持政党、政治的見解、宗教、各種イデオロギー、思想的傾向な

ど） 

⑥ 身体・健康情報（健康状態、病歴、心身の障害、運動能力、身体測定記録、医療記

録、メンタルヘルスなど） 

⑦ 人事情報（人事考課、学歴、資格・免許、処分歴など） 

⑧ 私生活情報（趣味・嗜好・特技、交際・交友関係、就業外活動、住宅事情など） 

⑨ 労働組合関係情報（所属労働組合、労働組合活動歴など） 

 

 ⑵ 「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」 

平成 27年改正前の個人情保護法下における「雇用管理分野における個人情報保護に

関するガイドライン」（平成 27年厚生労働省告示第 454号。平成 29年 5月 30日廃止。

以下「旧ガイドライン」という。）第 2の 2において、「雇用管理情報」とは、「事業者

が労働者等の雇用管理のために収集、保管、利用等する個人情報をいい、その限りにお

いて、病歴、収入、家族関係等の機微に触れる情報(以下「機微に触れる情報」という。)

を含む労働者個人に関するすべての情報が該当する」としていた。 

そして、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン：事例集」（平成

25年 5月、厚生労働省）では、これに該当する例として、以下の 8つを列挙していた。 

① 労働者等の氏名 

② 生年月日、連絡先(住所、居所、電話番号、メールアドレス等)、会社における職位 

又は所属に関する情報について、それらと労働者等の氏名を組み合わせた情報  

③ ビデオ等に記録された映像・音声情報のうち特定の労働者等が識別できるもの  

④ 特定の労働者等を識別できるメールアドレス情報(氏名及び所属する組織が併せ

て識別できるメールアドレス等) 

⑤ 特定の労働者等を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って

認識することにより特定の労働者等を識別できる情報  

⑥ 人事考課情報等の雇用管理に関する情報のうち、特定の労働者等を識別できる 

情報 



5 

 

⑦ 職員録等で公にされている情報(労働者等の氏名等) 

⑧ 労働者等の家族関係に関する情報及びその家族についての個人情報 

 

 ⑶ 雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 

   「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」

3は健康情報として 18種類の情報を例示している。 

 

 ⑷ 本ガイドラインの対象情報 

本ガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」又は「法」

という。）における「個人情報」（法 2条 1項4）のうち、従業員等に関連するデータ（以

下「人事データ」という。）を対象として想定している。 

上記⑴～⑶で挙げた情報はいずれも網羅的ではなく、理解を助けるための参考にな

るが、ピープル・アナリティクス及び HRテック領域では、従業員等の行動データ（移

動履歴、会話履歴、PCログ等）、生体情報（指紋認証用の指紋情報等）等の利活用も問

題となっており、「個人情報」に関する限り、人事・労務部門が管理していないデータ

も含め、広く本ガイドラインの対象となる。 

なお、人事データの特性上、事業者と従業員との間における交渉力等の差が存在する

ことから、事業者が従業員から同意を取得する場合、交渉力等の差に十分注意して有効

な同意を取得する等の配慮が要請される場合がある。 

 

３ 人事データに関する個人情報保護法令 

  人事データに関する個人情報の管理においては、個人情報保護法及びこれに関する個

人情報保護委員会の発出している各種ガイドライン、Q＆A を参照することになる。 

  また、雇用管理分野における労働安全衛生法等との関係で「雇用管理分野における個人

情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」及び「労働者の心身の状態に関す

る情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成 30 年 9月 7

日、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第 1号）についても参照す

る必要がある。 

  そのほか、人事データに関する特有の法令として、求職者等の個人情報の取扱いについ

て職業安定法及び「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事

業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」（平成 11年労働省告

                                                        
3 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000167762.pdf 
4 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日等により特定の個人を識別す

ることができるものである。他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができるも

のも含む。「個人識別符号」（法 2条 1項 2号）も個人情報に該当する。 
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示第 141号。以下「職安法指針」という。）などがある。 

本ガイドラインは、これらの人事データに関する個人情報保護法令、ガイドライン等を

参考にしながら、企業の自主的な取組みを支援するために制定するものである。 

 

４ 本ガイドライン（案） 

  1980 年、OECD（経済協力開発機構）は、個人情報保護を目的としたガイドラインとし

て「OECD 8原則」（①目的明確化の原則、②利用制限の原則、③収集制限の原則、④デー

タ内容の原則、⑤安全保護の原則、⑥公開の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則）を

定め、我が国の個人情報保護法も OECD8 原則に即して個人情報取扱事業者の義務を定め

た。 

  もっとも、1980 年の OECD8 原則はプロファイリング技術を想定しておらず、我が国の

人事データに関連する個人情報保護法制もプロファイリングに関する明示的な規制を想

定していない。ここで前述のパーソナルデータ＋α研究会は、プロファイリングに関する

提言案附属の中間報告書Ⅲ5において、企業が不用意なプロファイリングにより社会的・

倫理的問題を提起しないように、企業が法的・社会的責任を果たすための留意点として自

主的取組みに関するチェックリストを示しており、人事データ分野のガイドライン策定

に当たっては同チェックリストで示された問題意識を考慮してガイドラインを制定する

ことが適切である。 

  以上を踏まえて、当協会は、個人情報を含む人事データを利用したプロファイリングに

関して、以下の 8原則を提言する。これらの諸原則は事業者がピープル・アナリティクス

を行う、あるいは HRテックを導入する際に社会的・倫理的責任を果たす上で参照すべき

チェックリストとして機能することが期待されるものである6。 

 

⑴  データ利活用による効用最大化の原則 

事業者は、ピープル・アナリティクスを専門に行う部署設立又は役職者の選任により

責任の所在を明確にするとともに HRテックの導入の目的・動機・利益を明確にし、被

評価者である入社希望者や従業員等に対して提供される利益・価値を明確にすること

                                                        
5 パーソナルデータ＋α研究会「プロファイリングに関する提言案附属中間報告書」NBL1137号 70頁以下

（2019年）記載の「Ⅲ 社会的責任等に関する留意点」（以下単に「チェックリスト」という。）。 
6 例えば、従業員の電子メールのモニタリングに関して、東京地判平成 13年 12月 3日労働判例 826号 76

頁は「監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、

社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となると解する」と

しており、また平成 27年改正前の個人情報保護法下における「個人情報の保護に関する法律についての

経済産業分野を対象とするガイドライン」 (平成 28年 12月 28日厚生労働省・経済産業省告示第 2号。

平成 29年 5月 30日廃止）は「従業者のモニタリングを実施する上での留意点」として、①目的の特定・

明示、②実施責任者及び権限の設定、③社内規程案の策定及び事前の社内徹底、④実施状況の監査・確認

を定めていた。これらは従業員モニタリング実施の際の準則として機能していたものであり、人事データ

ガイドラインもプロファイリング実施の際の準則として機能することを期待するものである。 
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が望ましく7、情報利活用によって、労使双方にとっての効用の最大化を図るように努

めなければならない。 

 

⑵ 目的明確化の原則 

ピープル・アナリティクス及び HRテックにおける人事データの利用目的を明確化し、

利用目的の範囲内で使用しなければならず、当該利用目的は明示されなければならな

い。利用目的は、個別具体的に詳細な利用目的を列挙する必要まではないが、人事デー

タがどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかが従業員等にとっ

て一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定されなければならない8。ここで、

プロファイリングその他の分析は、「人事労務管理」等の究極の目的を達成する手段に

過ぎず、利用目的そのものではないから法の定める利用目的明示義務の対象とならな

いという考え方もあるが、高度なプロファイリングによって、従業員等が想定しない方

法でその人事データが利用される場合等には、①そもそもプロファイリングを実施し

ているか、②実施している場合に、いかなる種別・内容のプロファイリングを実施して

いるかの明示をすることが望ましい9。 

また、企業におけるピープル・アナリティクス及び HR テックの導入は利用目的の変

更に該当しうるため、従前の利用目的の範囲内か（法 15 条 1項）、変更前の利用目的と

関連性を有すると合理的に認められる利用目的の変更（法 15条 2項）が可能かを検討

しなければならない。また、併せて就業規則、個人情報保護規程等の改訂の要否を検討

しなければならない。 

 

 ⑶ 利用制限の原則 

利用目的の範囲を超えた利用を行う場合、予めの本人の同意（法 16条 1項）を取得

しなければならない。また、プロファイリング結果の第三者提供の際の同意取得手続、

警察等の国家機関からプロファイリング結果を求められた場合の対応方法など具体的

な事例を想定して、対応方法を予め定めておかなければならない10。 

 

 ⑷ 適正取得原則11 

   偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず（法 17条 1項）、また、法

定された場合を除き本人の人種、信条、社会的身分等の「要配慮個人情報」（法 2 条 3

項）を本人の同意なくして取得してはならない（法 17条 2項）。 

                                                        
7 チェックリスト（1-1）参照。 
8 旧ガイドライン第 4・1⑴では、利用目的の特定に当たって、労働組合等への通知、必要に応じた協議が

望ましいとされていた。 
9 チェックリスト（1-2）参照。 
10 チェックリスト(4-8)参照。 
11 本項目につきチェックリスト（2-1）参照。 
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   プロファイリングにより、非要配慮個人情報から要配慮個人情報に該当する情報を

推知することは、少なくともピープル・アナリティクス及び HRテックの分野において

は、要配慮個人情報保護の取得に準じた措置を講じるべきである。 

 なお、求職者等の個人情報については、職業紹介事業者等（労働者の募集を行う者も

含む。）は、原則として、①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会

的差別の原因となるおそれのある事項、②思想及び信条、③労働組合への加入状況を収

集してはならないところ、プロファイリングにより、これらの情報を推知することも

「収集」と同視すべきである。 

   事業者が本人以外の第三者から人事データの提供を受ける場合、適法かつ公正な手

段によらなければならない12。この場合、適法性・公平性を担保する措置として、具体

的には主として本人の同意の下における収集が主として想定されるが、その他の適法

性・公平性の担保措置（本人同意を得ることが不可能又は不適当である理由の特定、従

業員等に対する利用目的の特定・明示、実施責任者及び権限の設定・明示、社内規程案

の策定・周知、実施状況の監査・確認、安全管理措置の確立、データ提供元の法の遵守

状況の確認等）を検討することも考えられる。 

 

 ⑸ 正確性、最新性、公平性原則 

   事業者が人事データに対しプロファイリング等の処理を実施する場合、元データ及

び処理結果双方の正確性及び最新性が確保されるように努めなければならない13。例え

ば、元データにバイアスがかかっていて、当該バイアスが承継される結果、処理結果の

不正確性等を回避する必要がある14。 

   また、このようなデータセットの偏向が、バイアス承継のみならず、公平性にも影響

することから、事業者は、プロファイリングに用いるデータセットについて、特定のデ

ータセットの偏向による過少代表又は過大代表が発生していないかをチェックし、可

能な限りデータセットの公平性を保たなければならない15。 

 

 ⑹ セキュリティ確保の原則 

   事業者がプロファイリングを実施する際は、プロファイリング結果の漏洩、滅失、毀

損することによって本人の被る権利利益の侵害の程度を考慮し、リスクに応じた安全

管理措置を実施しなければならない16。また、安全管理措置の一環として、匿名化・仮

名化処理17を実施することにより、本人に対するプライバシー・インパクトを低減させ

                                                        
12 職安法指針第４・１⑵。特に、求職者の SNS上の個人情報を取得するアプリカント・トラッキング・シ

ステムの利用などで問題となる。 
13 法 19条参照、チェックリスト（4-4）参照。 
14 一例としてチェックリスト(2-3)ケース E参照 
15 チェックリスト（2-3）参照。 
16 チェックリスト（4-3）参照。 
17 匿名加工情報（法 2条 9項）や「匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場



9 

 

るための方策を採ることができるかを検討するように努めなければならない。 

   特に健康情報（心身の状態に関する情報）等については、推知情報も含め、取扱い範

囲制限、情報の削除・加工等の措置を検討すべきである18。 

 

 ⑺ アカウンタビリティの原則 

   事業者はプロファイリングを実施する際、プロファイリングの実施方針を公表し、組

合、多数代表者等、労働者を代表する個人又は団体とプロファイリングについて協議す

ることが望ましい。また、保有個人データの開示、訂正等、利用停止等、苦情処理の手

続を整備しなければならない19。 

   上記⑵のとおり、高度なプロファイリングによって、従業員等が想定しない方法でそ

の人事データが利用される場合等には、プロファイリングの対象者に対し、①そもそも

プロファイリングを実施しているか、②実施している場合に、いかなる種別・内容のプ

ロファイリングを実施しているかの明示をすることが望ましいところ、例えば、事業者

が採用時や従業員の評価にプロファイリングを用いる場合、予めその説明の内容と程

度について検討すべきである20。事業者は、プロファイリングを用いて試用期間開始後

の本採用拒否や懲戒解雇を行う場合には、本採用拒否又は解雇の客観的に合理的理由

を示さなければならない21。 

                                                        

合」（「個人情報の保護に関する法律に係る EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱

いに関する補完的ルール」5項）の話をしているのではなく、あくまでも当該人事データが「個人デー

タ」であることを前提に、安全管理措置の一環として当該分析の目的に氏名等が不必要である場合に、氏

名等を削除した上で分析してはどうか、という趣旨である。 
18 「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」3・3(1)、「労働者

の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」2(9)②参照。 
19 法 28条以下、チェックリスト（4-5）参照。 
20 東京高判昭和 50年 11月 22日判例時報 815号 87頁は「労使関係が具体的に発生する前の段階において

は、人員の採否を決しようとする企業等の側に、極めて広い裁量判断の自由が認められるべきものである

から、企業等が人員の採否を決するについては、それが企業等の経営上必要とされる限り、原則として、

広くあらゆる要素を裁量判断の基礎とすることが許され、かつ、これらの諸要素のうちいずれを重視する

かについても、原則として各企業等の自由に任されているものと解さざるをえず、しかも、この自由のう

ちには、採否決定の理由を明示、公開しないことの自由をも含むものと認めねばならない」と指摘してい

る。このように、（プロファイリングを前提としない）一般の採用に関する裁判例によれば、事業者が裁

量判断の基礎となった採否決定理由の明示、公開をすることは採用段階では自由とされている。しかし、

プロファイリングの特殊性を加味して企業としてのアカウンタビリティの果たし方を検討しておくべきで

あろう。チェックリスト（4-2）は、事後に被評価者が理解し得る「理由」を示すことを当面のベンチマ

ークとすべきことを指摘している。なお、平成 27年改正前の個人情報保護法の下の「雇用管理分野にお

ける個人情報保護に関するガイドライン：事例集」13頁は、保有個人データの開示請求に関して「人事

評価、選考に関する個々人の情報」は非開示とできる事項としつつも「評価の基準を作成している場合、

基準自体は個人情報には該当しないが、その基準自体を公開することは望ましい」とする。また。厚生労

働省のパンフレット『雇用管理に関する個人情報の取り扱いについて』（平成 24年 5月）は、非開示事項

とする際に労働組合との協議をすることが望まれることを指摘する。なお、このアカウンタビリティの検

討は必ずしもすべての仕組みの公開を意味しない。例えば、特定の要素を採用の際に重視することを公表

すれば、多くの求職者がそれを履歴書で強調する等の「ゲーミング」の問題も生じうるため、このような

弊害も考慮しつつ企業としてのアカウンタビリティの果たし方を検討すべきである。 
21 労働契約法 15条、16条参照。三菱樹脂事件（最大判昭和 48年 12月 12日民集 27巻 11号 1536頁）参

照。 
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 ⑻ 人間関与原則 

   採用決定、人事評価、懲戒処分、解雇等にプロファイリングを伴うピープル・アナリ

ティクス又は HRテックを利用する際には、人間の関与の要否を検討しなければならな

い22。具体的には、HRテックを導入・利用する際の利用目的・利用態様について事前に

人間による大綱的な方針決定を行うと共に、事後的な完全自動意思決定に対する不服

申立てがあった場合に人間による再審査を行う方法23などが想定される。 

 

５ 見直し及び変更 

本ガイドラインは公表時点において想定される人事データの利用を踏まえたものに過

ぎず、当協会は本ガイドラインを必要に応じて見直し及び変更をしていく予定である。ま

た、事業者も、将来の状況の変化に伴い、本ガイドラインの趣旨に照らして、不断にプラ

クティスを見直すと共に、必要に応じて変更しなければならない。 

以上 

  

                                                        
22 なお、EUデータ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）22条は、「データ主体は、当

該データ主体に関する法的効果を発生させる、又は、当該データ主体に対して同様の重大な影響を及ぼす

プロファイリングを含むもっぱら自動化された取扱いに基づいた決定の対象とされない権利を有する。」

と定めている。GDPRの日本語仮訳として、個人情報保護委員会ウェブサイト

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/gdpr-provisions-ja.pdf）参照。 
23 チェックリスト（4-1）参照。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/gdpr-provisions-ja.pdf
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