黒田 充
︹自治体情報政策研究所代表︺くるだ・みつる

マイナン八日の利用拡大と

﹁プロファイリング﹂の危険性

﹁公的個人認証﹂︵JPKI︶ の電子証明書によって実現さ

制度が失敗したわけでもない︒マイナンバーは行政機関等

い︒しかし︑カード普及を諦めたわけでも︑マイナンバー

マイナンバーカード ︵以下︑カード︶ の普及は進んでいな

2019年Ⅱ月現在1823万枚︑交付率14・3％と︑

これらのデータベースからデータを集めることをいい︑ま

同一人物のデータに共通の番号を付け︑この番号を使って

お﹁名寄せ﹂とは︑複数のデータベースに記録されている

バーに新たに個人情報が﹁組付け﹂られることはない︒な

れておらず︑少なくとも現時点では︑利用してもマイナン

れている︒こうしたサービスにはマイナンバー自体は使わ

が保有する国民と在留外国人︵以下︑国民等︶ の個人情報

た番号を使って名寄せが出来る状態になっていることをそ

醗 マイナンバーの役割は個人情報の﹁名寄せ﹂醜

を﹁名寄せ﹂するところに危険があり︑16年1月の利用開

ービスは言わば﹁おまけ﹂のようなものである︒仮にカー

ンバー﹂を証明することであって︑コンビニ交付などのサ

そもそもカードの役割は行政機関等に対し﹁私のマイナ

の番号に﹁紐付けられている﹂という︒

一方︑コンビニでの﹁住民票の写し﹂ の交付などカード

始以降︑その懸念はカード普及を通じ着実に拡大してい
︒
る

のサービスの多くは︑カードのICチップに納められた
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日経看語020．の

KEZAi2020−3

自治体を

マイナンバーの利用拡大と「プロフア イリング」の危険性

ドが全く普及しなかったとしても︑行政機関等はマイナン

③空き領域l

・市町村・都道府県等は条例で定めると ころ、国の機関等は総務大臣の定める 用 が 可 能

バーを使って他の行政機関等が保有している個人情報を

広 く 利
サービスに活用が可能

きる
鴎∴∴∴薮薙幾 多役宅／額 ∴∴ ∴ 闘∴ ∴一∴∴

聞プロファイリングとマイナンバー

対象とする人物に関する個人情報を名寄せすることで︑

ンピューター上に人物像を仮想的に作り出すことを﹁プ

ファイリング﹂といい︑評価の基準などに沿って対象者

選別や等級化などが可能となる︒

マイナンバー制度の出発点は小泉政権︵2001〜00

年︶ において社会保障費の削減を目的として検討された社

会保障番号である︒﹁真﹂に支援が必要な人に対して公平

な支援を行うことのできる制度を実現する︑すなわち国民

一人ひとりをプロファイリングすることで政府の定めた墓

園吋u爵加重l劃早口架l理柚をl圃嗣割朝湯l

に︑個人情報を集めるのか目的であった︒この構想に国税

庁の長年の悲願であった納税者番号の機能がプラスされ︑

社会保障と税の共通番号として実現したのがマイナンバー
である︒

もっともプロファイリングはあくまでも集めることがで

きた情報をもとにした推定であり必ずしも正確ではない︒

マイナンバーによるプロファイリングをより正確なものに

するには︑マイナンバーに紐付けられる個人情報を増やす

必要がある︒既に年金や健康保険︑所得税︑雇用保険等に

関する個人情報は紐付けられている︒しかし︑それだけで

はない︒市町村が保有する個人情報は詳細かつ膨大である
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ところにより利用可能 例：印鑑登録証、国家公務員身分証 ・新たに民間事業者も利用可能に
その他（券面情報等〉

・電子証明書の発行番号と顧客データ を紐づけて管理することにより、様々な め て 幅
電子証明書 （署名用、利用者証明用） 空き領域

A iヨ
臣が認める民間事業者も活用可能に

配龍田閏密語廓

民 間
①電子証明書i

で
Ee，番号；1℃÷

田

隅

（署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書） ・行政機関等（e−Tax、マイナポータル、コ ンビニ交付等）のほか、新たに総務大
＼

①マイナンバーi
マイナンバーカードの裏面

∴∴∴「∴∴

可能 ・マイナンバーを利用できる主体は、行政 機関や雇用主など法令に規定された 主体に限定

∴∴
績閣
：∴∴

・社会保障、税または災害対策分野にお
一三言
′ヽ土と
丁プ
ける法疋事務または地方公／、団体が 条例で定める事務においてのみ利用 がで 限利 定用
宅／／ま／霧繊瀦繚擬態瀦驚窺霧縁談議競競

主法 休会

きだし名寄せすることができるのである︒

参考図 マイナンバーカードと「電子証明書」

（資料）総務省HP「民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用」より作成。

︵住民税︑固定資産税︑軽自動車税︑福祉や生活保護︑教育などに関わ

が︑これらのうち︑住民票と関連付けられている個人情報

推進戦略本部の下に14年6月設置︶が19年6月に決定した﹁マイ

会議﹂ ︵内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信ネットワーク社会

ナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関

する方針﹂では︑﹁社会保障の公平性の実現や適正・公平

☆ な課税の観点等から︑所得のみならず資産を適切に評価し

つつ能力に応じた負担を求める公平な社会保障等を目指

の組付けば2023年頃までには始まる︒預貯金口座との

るための番号の利用等に関する法律︶等の改正により戸籍情報と

られる︒﹁社会保障の公平性の実現﹂という点でいえば︑

市町村の固定資産課税台帳を活用する可能性が高いと考え

動産等の資産については住民票情報を介して組付け済みの

し︑マイナンバーの利活用を進めている﹂としている︒不

組付けば18年から任意で始まったが︑付番開始後3年を目

あるが︑こうした法改正について報道されることは皆無で

成立以来︑番号法が三十数回にわたって改正されたためで

行法上は2230が省略可︶と大幅に増えている︒13年5月の

の手続きは853であったが︑19年7月には1764︵現

れているからだ︒情報連携が始まった17年日月での省略可

療・投薬情報が医療機関等の間で共有できる全国的な保健

活用することで︑2020年度から﹁個人の健診・診

分野における識別子とし︑マイナンバー制度のインフラ

仙付けられている︶を個人単位化したうえで︑これを医療

位である健康保険の被保険者番号︵既にマイナンバーと

18年6月閣議決定の﹁未来投資戦略2018﹂は︑世帯

醒匪療情報を生涯にわたって把握可能に

うするのかが焦点となってくる︒

カルテやレセプト︑健診結果などの医療情報との関係をど

行政機関等への手続きの際に住民票の写しや課税証明な
ど添付書類を省略できるケースが増えている︒これはマイ

ナンバーを使った情報連携システムによる名寄せが実現さ

あり︑国会で十分な議論がなされた様子もない︒ほとんど

医療情報ネットワーク﹂及び︑﹁行政・保険者・研究者・

毘

の国民が知らぬ間にマイナンバーによる名寄せは進んでい

トリーとして連結・分析できる解析基盤﹂を本格稼働する

民間等が︑健康・医療・介護のビッグデータを個人のヒス

では今後はどうなるのか︒﹁デジタル・ガバメント閣僚

るのだ︒

聞

途に見直しされる予定だ︒

19年5月の ﹁番号法﹂ ︵行政手続における特定の個人を識別す

提供はまだである︒

供されているわけではない︒例えば固定資産税情報の外部

るもの︶も全て紐付けられていると見て良いだろう︒ただ
し︑これら全てがマイナンバーを使って他の行政機関へ提

〈特集〉行政の「AI」化は自治体をどう変える

ー☆
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藁

としている︒

また︑厚労省情報化担当参事官室が18年8月に示した

﹁﹃医療等分野における識別子の仕組み﹄の概要﹂は﹁被保

︵18年7月︶は︑人口縮減時代のパラダイムへの転換が必

要として﹁自治体の経営資源が制約される中︑法令に基づ

く公共サービスを的確に実施するため﹂には︑AIなどの

理すれば︑転職・退職︑転居等で番号が変わっても︑個人

用することが現実的﹂としている︒被保険者番号を履歴管

る︒そのためには︑行政内部において﹁共通の情報システ

的に事務を処理する体制の構築が欠かせない﹂としてい

活用して︑自動化・省力化を図り︑より少ない職員で効率

﹁破壊的技術︵DisrもHi＜①↓OCF0−OgiのS︶﹂を﹁積極的に

の特定が可能となり︑﹁個人のヒストリー﹂として医療等

ムを活用して低廉化を図る必要﹂があるが︑﹁マイナンバ

険者番号履歴を医療等分野における識別子の一つとして活

の情報を生涯に渡って把握することが可能となるのだ︒

ー制度による情報連携の開始後は︑情報連携の対象となる

情報については︑全ての市区町村で同じレイアウト︵デー

麻生太郎首相︵当時︶は08年日月の経済財政諮問会議で

﹁たらたら飲んで︑食べて︑何もしない人の分の金︵健康

タ標準レイアウト︶を使用して副本データを作成して﹂お

ている︒すなわちマイナンバーの仕組みを︑全市町村のシ

り︑これは﹁システム共通化の基盤となり得る﹂などとし

保険料の意−引用者︶を何で私が払うのだ︒だから︑努力
して健康を保った人には何かしてくれるとか︑そういうイ
ンセンティブがないといけない﹂と語っている︒しかし︑

ステムを共通化・標準化し︑自治体の独自性の放棄による

地方自治の形骸化を促すためのインフラにも使おうという

自明のことだが不健康や疾病は本人の努力だけの問題では
ない︒自立・自助︑自己責任を強調し︑公的責任の放棄を

のである︒

や利用調整基準等のルールを学習したAIに保育所の入所

をもとにケアプランをAIに提案させる︑兄弟姉妹の入園

で最も効果的な勧奨通知を送る︑認定調査や主治医意見書

特定健診受診対象者に過去の受診者のデータをもとにAl

に︑活用事例や実証実験を紹介している︒それは例えば︑

︵19年5月︶は自治体でのAIの積極的活用を促すととも

また︑総務省・スマート自治体研究会が示した報告書

図る政府のもと︑医療等分野における識別子とマイナンバ

ーによって集められた個人情報を使って︑一人ひとりがプ

躍

に選別される可能性がいよいよ強まっているの

引計理列剤十割耐忍開封封甲斗圏習

︒
だ
／

＼ない者﹂

ヽ、

醒自治体のシステム共通化

総務省﹁自治体戦略2040構想研究会 第二次報告﹂
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の危険性
マイナンバーの利用拡大と「プロファイリング」

電子証明書が使われるのは公的分野だけではない︒ネッ

このようにプロファイリングにも利用可能な発行番号だ

19年5月の健康保険法等の改正により2021年3月か
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選考をさせるなどである︒

の本人確認など民間分野での利用も始まっている︒発行番

上での銀行や証券の口座開設︑ローン申し込みなどの際

るには︑膨大な量の履歴を含む一連の個人データを予め

号とカードの所有者︑すなわち国民等とは一対一の関係に

Alをこうしたプロファイリングや選別に本格的に活用
予習させる必要がある︒どこからデータを取り寄せるのか

象が誰なのかを特定でき︑番号を使った名寄せやデータベ

あり︑サービス提供者は発行番号を得ただけでサービス対

ーを活用するのが最も﹁合理的﹂であろう︒マイナンバー

ース作成も可能である︒さらにIILISは電子証明書の

考えれば︑様々な個人情報と結び付けられたマイナンバ
はAIによる﹁より少ない職員で効率的に事務を処理する

名へ
ゝ
え

変

戸紛V
体
治
＋d

自
′ 1

レし

更新前後の番号を関連付ける履歴管理サーピースも提供して

おり︑発行番号とその履歴によって︑カード取得者は生涯

冒頭で述べたようにマイナンバーカードのサービスの多

が︑この発行番号にはマイナンバーのような利用規制はな

にわたって特定︑追跡されることになる︒

くを実現しているのは︑JPKI︵公的個人認証︶の電子証

さらに驚くべきことだが︑総務省は

く野放し状態である︒

夕を紐づけて管理することにより︑様々なサービスに活用

ウェブサイトで民間企業に対して︑﹁発行番号と顧客デー

や住所︑生年月日︑性別と固有の発行番号が記録されてい

とその利用を促しているのである︒マイナンバーに

可
能
﹂

は厳しい利用規制を行う一方︑発行番号へのバランスを欠

いたあまりにも緩い措置は到底理解できるものではない︒

があったり︑更新されず有効期限︵発行日から5回目の誕生

らカードを健康保険証︵以下︑保険証︶にすることが可能

聞

日まで︶が切れていたりした場合︑I−LISはその電子

になったが︑これもJPKIの電子証明書によって実現さ

醒マイナンバーカードが健康保険証に

証明書を無効と返答し︑サービスの利用はできなくなる︒

について発行番号をもとに確認する︒名前や住所等に変更

S︑マイナンバーや住基ネットを管理している︶ が︑その有効性

Klを管理する地方公共団体情報システム機構︵JILI

ス提供者に発行番号等が伝わり記録されるとともに︑JP

る︒封引計寸刻仙討見日当割引十月前脚割引制山田割引割uJl−加＝目

電子証明書には︑カード所有者の住民票記載通りの氏名

明書なのだか︑ここにも極めて重大な問題がある︒

躍

体制の構築﹂︑すなわち人減らし合理化にも使われるのた︒

を 学 す

醒電子証明書の発行番号は野放し状態

〈特集〉行政の「AI」

（電動

職等により失効した保険証が利用されることで生じる過誤

れるものだ︒目的はオンライン資格確認の実現であり︑退

再興戦略2015﹂にも﹁2017年7月以降早期に医療

化﹂を図るとしていた︒さらに翌年6月閣議決定の﹁日本

窓口において個人番号カードを健康保険証として活用する

保険のオンライン資格確認システムを整備し︑医療機関の

これは国民等にカードを持たせるうえで極めて有効な政

ことを可能とLLとある︒保険証にする計画はマイナンバ

請求の防止などを図ろうというのである︒

策であり︑デジタル・ガバメント閣僚会議は交付枚数を2

保険証化により危惧される点はいくつもあるが︑紙幅の

ー制度スタート前からあったのだ︒

3月末までに概ね全ての医療機関でのオンライン資格確認

係からごく簡単に記すと︑①持ち歩くことで紛失・盗難

021年3月末の時点で6〜7000万枚と見込み︑23年

が可能となり︑ほとんどの住民がカードを保有することに
なるとしている︒

厚労省は21年3月以降も現在の保険証が使えるとしてい

る︒しかし︑その一方でこれほど交付が進むとなぜ政府は

考えるのか︒それは﹁将来的に保険証の発行を不要として
マイナンバーカードのみの運用への移行を目指していく﹂
︵厚労省・オンライン資格確認等システムに関する運用等の整理

危険性が増大する︑②システム整備やセキュリティ確保
ど医療機関に過度な負担となる︑③従来の保険証との温

により医療機関の窓口で混乱が生じる︑④電子証明書の

隈が切れている場合は保険証として使えない︑⑤保険証

提示が必要な全ての場面︵例えば介護施設等︶ でオンラ

ン資格確認ができる保証がない︑などがあげられる︒

スマホで﹁オンライン資格確認のシステム﹂に自らアクセ

また︑カードを保険証として使うには事前にパソコンや

れば︑カードを取得しないという選択肢は我々には残らな

スし︑電子証明書を使い初期登録する必要がある︒操作は

簡単ではなく︑高齢者を中心に登録できない人がたくさん

出てくるだろう︒登録をしないまま医療機関に来た場合
00％は期待できない︒

関職員と患者との間でトラ

は ︑ 刻 印 習 劃 剛 劉 ‖

は︑カードについて﹁公的個人認証サービス等を活用し︑

﹁方︑厚労省は︑医療機関職員はカードに触らない︑預

ブルが起きるのは間違い

6月に閣議決定された﹁世界最先端IT国家創造宣言﹂

まないからという理由で急に出てきたものではない︒14年

ところで保険証化の話は︑カードの普及が予定通りに進

いことになる︒

案︵概要︶令和元年6月版︶からである︒保険証が廃止され

鴨

lィの期在なの関

健康保険証や国家公務員身分証明書など︑公的サービスや

国家資格等の資格の証明等に係るカード類の一体化／一元
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をどう変える

そしてもう一点危惧されるのは︑保険料滞納者との面談

される︵2万円の購入に対し5千円分のポイント︶︒これにはSu

．るとマイナポイントが﹁プレミアムポイント﹂として加算

は︑マイキーID取得者が民間のキャッシュレス決済︵電

をすることなく︑市役所の端末からオンラインでいつでも

lCaやWAON︑楽天Edy︑ドコモ・1D︑LINE

からないと現実無視の方針を示しており︑窓口での混乱は

カードを短期被保険者証や資格証明書に一方的に変更する

Pay︑PayPay︑楽天ペイなどが参加する予定であ

子マネーやQRコード決済︶事業者からポイントを購入す

ことが可能になる点である︒市町村の中には︑∴﹂れ幸いと

り︑政府は2020年度予算案に関連費として2500億

収まりそうもない︒

資格証明書などを乱発するところも出てくるであろう︒医

この政策をカード普及の遅れから出てきたものとする報

円を計上するとしている︒

どうすれば良いのか分からず困り果てる人たちも出てくる

道もあるが︑それだけを目的とするには無理がある︒なぜ

療機関の窓口でカードを出しても全額自己負担と言われ︑
のではないだろうか︒詰まるところオンライン資格確認は

な ら 健 康 保 険 証 化 に よ り 2 0 2 3 年 3 月 末 ま で に ﹁ほとん

費の投入はカード普及を図るためだけでは説明できない︒

どの住民がカードを保有﹂する見込みであり︑大規模な国

診療抑制を促すことになろう︒

闇

ーIDLを取得すると自治体ポイントを利用できるように

ム﹂にアクセスし︑別口自制国甜弧罰魚雷で−コ：l剖

ナンバーカードの本人確認機能を活用したクラウドサービ

型キャッシュレス決済基盤の構築を目指すこととし︑マイ

針2019﹂は﹁行政サービスと民間サービスの共同利用

では目的は何か︒19年6月に閣議決定された﹁骨太の方

なる︒マイキーIDは電子証明書を通じてマイナンバーと

同利用型キャッシュレス決済基盤の構築を目指す背景に

スを発展的に利活用する﹂としている︒こうした官民の共

自治体ポイントはボランティア活動などを行うと自治体

は︑キャッシュレス化が海外に比べて遅れているとの危機

18年4月︑経産省は﹁キャッシュレス・ビジョン﹂を策

から交付され︑貯まったポイントで地域の店舗などで買い
である︒政府はこれを全国版である﹁マイナポイント﹂に

定し︑キャッシュレス化先進国のキャッシュレス決済比率

感が政府にあるからだ︒

拡張し︑消費活性化策に使う準備を進めている︒具体的に

物ができるとする地域活性化策の一つとして始まったもの

つながっており︑一人で複数取得することはできない︒

総務省のウェブサイトにある﹁マイキープラットフォー

醒消費活性化と﹁マイナポイント﹂

〈特集〉行政の「AI」化は自
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に留まっているとし︑これを25年までに4割に引き上げる

が4〜6割程度であるのに対し日本は15年時点で18・4％

のデポジットが不要に︑消費者金融での借金が容易に︑一部の国のビザ

げろことができる︵借家やホテル︑レンタカー︑シェア自転車など

信用スコアが高いと就職や婚活でも有利になることもあ

申請がネット上で可能に等々︶︒

推進活動の推進役となる機関の設立が必要﹂に基づき︑同

り︑多くの人達が点数アップに精を出しているという︒し

ことを目標に掲げた︒また︑ビジョンの﹁キャッシュレス

年7月には業界横断組織として一般社団法人﹁キャッシュ

ボックスである︒また民間だけでなく一部の地方自治体も

かし︑肝心の信用スコアの計算の仕組みは全くのブラック

政府の狙いは︑マイナポイントを活用した国産の決済基

交通マナーや市民道徳などを守らせる意味合いが強い独自

レス推進協議会﹂を設立している︒
盤を構築することで︑キャッシュレス社会を実現するとと

20年までに社会信用に関する基礎的法規や基準体系を整

の信用スコアの算出と活用を始めている︒中央政府も20

外のキャッシュレス決済勢︑萄引出対

備し︑信用情報リソースの共有を基礎とする社会全体の信

もに︑G8g−①PayやApp十のPay︑A童aZOnPayなどの海

抗しょうというものであろう︒アリペイは中国国内で使わ

用調査システムを構築するとする﹁社会信用体系建設企画

ない︒金融分野を中心に今や世界的な広がりを見せてお

めて高いものである︒しかし︑これは中国に限った話では

割囲瑚t﹂粗引綱相聞日工捌引当 古訓菊甜対韓割国司封可能性が極

風刺対﹂引月例倒潮目樹鼎は︑き力団カー井川引引例円山をl倒八

れているQRコード決済サービスの最大手で︑日本への旅
古

綱要﹂を14年に策定している︒

醒

行者が買い物に利用することも増えている︵ただし日本人は
﹁まだ﹂使ゝえない︶︒

﹁信用スコア﹂とプロファイリング

このアリペイを展開しているのはアリパパ・グループだ

り︑日本でも確度の差こそあるものの︑いくつかの企業が
が︑その傘下の金融関連企業が提供する信用スコアサービ
く信用スコアの提供を始めている︒政府が構築を図る官民共

普及している︒芝麻信用は︑年齢︑学歴︑職歴︑資産状

歴などの個人情報を収集する巨大なインフラとして成長

同利用型のキャッシュレス決済基盤が︑行動履歴や購買履

ス ﹁芝麻信用︵セサミ・クレジット︶﹂が︑中国では広く

況︑返済履歴︑人脈︑買い物履歴︑趣味趣向などの個人情

し︑スコアの算出へと進めば︑深刻な権利侵害をもたらす

ことになろう︒決して見過ごすべきものではない︒i

報をもとに350〜950点の範囲で信用スコアを算出

し︑本人などに提供している︒高得点者は様々な優遇を受
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画

マイナンバーの利用拡大と「プロフティリング」の危険性

㊧

躍プロファイリングされない権利

躍

18年5月︑EU︵欧州連合︶は全ての加盟国に個人情報

とし︑﹁プロフ

プロファイリングを

マイナンバーの出発点である社会保障番号の導入が検討

されない権利も個人情報保護法にはうたわ れてはいない︒

EUに比べて格段に遅れており︑

に︑日本に おける個人情報保護の議論は

する事件が起きている︒この一件を見ても明らかなよう
国民の意識も含

能性を数値化し販売︑これを買った企業が採否判定に利用

職サイト︶が就活生をプロファイリングし︑内定辞退の可

一方︑日本では﹁リクナビ﹂︵リクルートキャリア社による転

く︑個人情報を集める国勢調査さえ憲法違反とされている︒

ツではプロファイリングにつながる共通番号制度だけでな

側諸国の監視社会という重い歴史がある︒特に現代のドイ

よる支配︵障害者・児の安楽死︑ホロコ﹂スト︑戦時動員等︶と東

こうした権利を明記している背景には︑ナチス・ドイツに

ている︒

的指向に関するデータに基づく処理は原則として禁止され

上の信条︑労働組合加入︑遺伝子や生体情報︑性生活・性

いる︒特に人種的・民族的出自︑政治的意見︑宗教・思想

アイリングに対して異議を唱える権利を持つ﹂と書かれて

のみ基づく決定をされない権利を有する﹂

施行した︒規則には﹁プロファイリングを含む自動処理に

保護を義務づける﹁一般データ保護規則 ︵GDPR︶﹂を

化は自治体をどう変える
〈特集〉行政の

討

された際には︑もらいすぎを防ぐとして個人レベルでの

﹁負担と給付のバランス﹂を図ることや︑社会保障給付に

上限を設けることなどが姐上にあげられた︒マイナンバー

を活用したプロファイリングや選別はまだ行われてはいな

いが︑制度化の目的から見て近い将来︑始まる可能性は極

めて高いだろう︒マイナンバーの問題を﹁漏れたら怖い

ね﹂といった話で留めず︑命にかかわる問題だと捉え︑プ

ロファイリングがどのような文脈で行われ︑いかなる社会

をもたらすのか︑また地方自治体に求められる役割は何か

について︑憲法改悪の動きが本格化するもと︑基本的人権

擁護の立場からの国民的な議論を大至急始めることが必要
であろう︒

︶
注
︵
︵1︶ 識別子とは複数の対象から特定の一つを識別︑同定する

のに用いられる文字列や数字からなる記号のこと︒

︵2︶ マイナンバーカードの交付申請時に申請用紙にある不要

欄をチェックしない限り︑ICチップには公的個人認証の電
子証明書が漏れなく記録される︒

︵3︶ 電子証明書の期限が切れている場合は︑顔認証を使って

も初期登録はできない︒市役所に出向いて更新する必要があ
︒
る

︵4︶中国の信用スコアについては︑西村友作﹃キャッシュレ

ス国家 ﹁中国新経済﹂の光と影﹄︵文春新書︶︑梶谷懐他

ノ﹃幸福な監視国家・中国﹄︵NHK出版新書︶︑岩田昭男﹃キ
ャッシュレス覇権戦争﹄︵同︶などを参照した︒
隅
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