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　日本データ通信協会は1973年に12月に設立され、2013年12月に40周年を迎えた。

多くの方々にお祝いいただいたことに改めて御礼申し上げたい。当協会の機関誌である日

本デー他通信は創立後しばらく準備期間を経て1977年6月に第1号が刊行され、11月で

200号を迎える。この間のご愛読に深謝したい。

　この40年間にデータ通信分野のサービスは大きく変化した。国ごとに１社独占的に行

われていた通信に競争を導入する議論が1980年前後から行われ、各国で競争体制が進ん

だ。ネットワークは多様な構成要素から成っており、複数の事業者がサービスを行う場合

には種々の問題を解決しなければならない。競争状況にあるネットワークの間で安定な相

互接続が求められる。同時にそれぞれのネットワークは技術進歩によって常に変化する。

このような状況の中で、サービスの安定性をどのように保つのかは大きな問題である。デー

タ通信協会の設立当時の主たる課題は、競争環境でネットワークの整合性を保つために必

要なルールを明確化することであった。当局のご指導のもと当協会では標準化、相互接続

試験、工事担任者等の資格試験等について試験的に実施し評価した。1985年まで時間を

かけて、競争導入の準備が行われた。日本の通信改革に伴って作られた多様な組織はこう

した準備の結果であり、現在でも有効に機能している。

　日本で通信事業に競争が導入された1985年以後のネットワーク技術の変化は著しい。

通信のデジタル化は大きな変化である。通信の活用も電話から、インターネットを中心と

した利用に変化した。通信利用者の数も固定電話の利用者は減少し、その３倍もの数の携

帯電話の利用者が生まれた。このような技術変化は継続し、今後10年程度で、電話も含

むすべての通信サービスはインターネットプロトコル（IP）に従うようになることが、技術

的合意になりつつある。電話網と比べて、インターネットではサービスプロバイダーの責

任範囲を狭くし、参入バリアーを低くできたことが進歩の原動力であり、競争力を高めた

ことを考えれば、多数のプロバイダーの相互接続の秩序も、競争性の高いものにしなけれ

ばならないことも明らかであろう。

　このような技術的変化は世界共通であるが、その中で通信事業の秩序をどのように保つ

かについての議論は30年前のように共通の方向性を持っているようには見えない。ネッ

トワークである以上、競争者でも共通の理解を持って相互接続できることは重要であり、

秩序の基本である。法律で守るべき基本サービスの範囲と、法律で規制する必要がない新

サービスの関係を明確にすることも重要であろう。

　データ通信協会は創立当初、当局のご指導の下で通信の競争導入に伴う、新たな秩序を

確立するための議論の場としての役割を担った。本誌日本データ通信はそのための議論を

周知する手段として活用されてきた。多くの皆さんのご意見をいただきながら、10年後

に向けた大きな変化を前にして秩序ある発展的なネットワークの進歩に向けて一層大きな

役割を果たすよう努力したい。

foreword

日本データ通信200号にあたって
日本データ通信協会　理事長 　齊藤 忠夫

日本データ通信 No.200 foreword1
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パーソナルデータの利活用と
個人情報保護制度改正

　政府の成長戦略では、データ利活用による産業再興を掲げており、特に利用価値が
高いとされるパーソナルデータについて、事業者の「利活用の壁」を取り払い、新産業・
新サービスの創出と国民の安全・安心の向上等のための利活用を実現する環境整備を
行うことが求められています。また、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略
本部において、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱のパブリックコメン
トも実施されています。そこで、本稿では個人情報保護制度改正の動向を紹介しなが
ら、どうやって情報利活用と保護の両立をはかるのか解説していきます。

日本ヒューレット・パッカード株式会社 個人情報保護対策室 室長／BITA（ビジネス－IT・アラインメント）エヴァンジェリスト　佐藤 慶浩

special issue

1
特 集

　パーソナルデータの利活用に関する制度改正の最中に起
きた事案の１つとして、鉄道会社によるICカード乗車券
の約4,200万枚のデータに基づく駅の乗降履歴情報の販売
が懸念されたことを挙げることができます。結果的には、
自粛するとして、現在、この販売・サービスは行われてい
ません。
　なぜ、乗降履歴情報の販売
が懸念されたのかというと、
個人情報保護法の中で「個人情
報取扱事業者は、次に掲げる
場合を除くほか、あらかじめ
本人の同意を得ないで、個人
データを第三者に提供しては
ならない。」と制限されている
からです（図1）。
　ここで、図2を見てください。
今回の件では、Xが鉄道会社、
Yが情報分析会社になります。
　Xは名前などの個人情報を
抜いて、新たに番号を割り振
りました。しかし、この番号

を使えば、情報の提供者である鉄道会社なら名前などの個
人情報をたどることができるのです。その結果、「他の情
報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。」という第二
条に該当することから匿名情報ではなく個人情報になると
いう解釈が成り立つのです。

1 なぜ、乗降履歴情報の販売が懸念されたのか ～これまでの個人情報保護法～

図1　現在の個人情報保護法の条文
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図2　照合容易性と提供者基準説

図3　パーソナルデータに関する検討会の体制

　それでは、どうやって情報利活用と保護の両立をはかる
のでしょうか？ 政府では高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部の下にパーソナルデータに関する検討会（図3）
を設置し、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大

綱（図4）のパブリックコメントを2014年６月25日から７
月24日まで実施しています。
　この制度改正大綱について、表紙を見て想像するだけで
はなく、中身を読んで理解・把握してください。そして、

2 どうやって情報利活用と保護の両立をはかるのか ～個人情報保護制度改正検討の状況～
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図4　パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱

パーソナルデータの利活用に関する 制度改正大綱（一部抜粋）
平成26年6月24日

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

第３ 制度設計 
Ⅰ 目的・基本理念 
 　本人の利益のみならず社会全体の利益の増進のためにパーソナルデータの利活用を益々促進する
ことが望まれる一方、プライバシー保護の観点からは、これまでと同様、適切な取扱いが求められ
ている。そこで、情報通信技術が進展した現代に即した保護と利活用のバランスがとれたパーソナ
ルデータの適正な取扱いを定めることを目的とし、制度を見直すこととする。

 ・・・省略・・・

Ⅱ パーソナルデータの利活用を促進するための枠組みの導入等 
 １ 個人が特定される可能性を低減したデータの取扱い 

 　現行法は、個人データの第三者提供や目的外利用をする場合、一定の例外事由を除き本人の同意
を要することとしている。この個人データの第三者提供や目的外利用に関して、本人の同意に基づ
く場合に加え、新たに「個人データ」を特定の個人が識別される可能性を低減したデータに加工した
ものについて、特定の個人が識別される可能性とその取扱いにより個人の権利利益が侵害されるお
それに留意し、特定の個人を識別することを禁止するなど適正な取扱いを定めることによって、本
人の同意を得ずに行うことを可能とするなど、情報を円滑に利活用するために必要な措置を講じる
こととする。 

 　また、個人が特定される可能性を低減したデータへの加工方法については、データの有用性や多
様性に配慮し一律には定めず、事業等の特性に応じた適切な処理を行うことができることとする。
さらに、当該加工方法等について、民間団体が自主規制ルールを策定し、第三者機関（後掲Ⅳ参照）
は当該ルール又は民間団体の認定等を行うことができることとする。加えて、適切な加工方法につ
いては、ベストプラクティスの共有等を図ることとする。



日本データ通信 No.200 special issue 15

special issue 1

中身について過不足の両面で検討し、意見があればパブコ
メを作成・提出しましょう。特に不足している部分があれ
ば、ぜひ意見を寄せてください（パブコメは2014年７月24
日に終了しました）。
　大綱には重要な項目がいくつもありますが、本稿では発
表時間が限られているので、「第２ 基本的な考え方」と「Ⅱ 
パーソナルデータの利活用を促進するための枠組みの導入
等」の２箇所に絞って紹介します。
　まず、政府は基本的な考え方として、パーソナルデータ
の「利活用の壁」ができているとしています。この壁がある
ので利活用できないと書かれています。そして、グレーゾー
ンがこの壁であるとしていますが、グレーゾーン以外に壁
はなかったのか確認する必要があります。
　パーソナルデータの「利活用の壁」を生じさせている「グ
レーゾーン」の要素の１つは、情報の多種多様化及び情報
通信技術の進展等を背景とした、「個人情報」の範囲につい
ての法解釈の曖昧さとしています。そしてもう１つは、特
定の個人が識別された状態にないパーソナルデータであっ
ても、特定の個人の識別に結びつく蓋然性が高いなど、そ
の取扱いによっては個人の権利利益が侵害されるおそれが
あるものに関して、保護される対象及びその取扱いについ
て事業者が遵守すべきルールの曖昧さとしています。事業
者におけるデータ保有の現状や利活用の際の問題を踏まえ
つつ、これらの曖昧さを解消していく必要があるとしてい

ます。
　また、「利活用の壁」を取り払う起爆剤として、事業者が
保有するパーソナルデータを有効に利活用することを可能
とする制度も必要だとしています。そこで、個人の権利利
益の侵害を未然に防止するためには、本人が意図しない目
的でパーソナルデータが利用されるなどの不安を解消し、
適切な取扱いによって消費者が安心してデータを提供でき
る環境を整備することも重要だと書いています。
　パーソナルデータに関する検討会では、今回の制度見直
しにあたって、個人情報とは別に準個人情報（仮称）を定義
して検討がなされました。これは個人を特定しないが、取
り扱いによっては本人に権利利益侵害がもたらされる可能
性があるもので、指紋認識データ、顔認識データなど個人
の身体的特性に関するものなどに加えて、メールアドレス
や位置データ、端末ID（図5）などが該当します。つまり、
個人情報と非個人情報の間には隙間があり、それがグレー
ゾーンになります。そのグレーゾーンを線引して個人情報
かどうか明確にすることでグレーゾーンを解消する必要が
あるとしています。なお、技術検討ワーキンググループ
報告書では、「特定」とは「ある情報が誰の情報であるかが
分かること」例えば佐藤さんであることが分かることです。
一方、「識別」とは「ある情報が誰か一人の情報であること
が分かること（ある情報が誰の情報であるかが分かるかは
別にして、ある人の情報と別の人の情報を区別できること）

図5　個人情報保護法改正検討の状況
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例えばAさんかBさんかの区別はできるが、佐藤さんであ
ることまでは分からないこととして使用しています。
　この二つの用語を使い、 パーソナルデータを識別特定情
報（それが誰か一人の情報であることが分かり、さらにそ
の一人が誰であるかわかる情報）、識別非特定情報（それが
誰か一人の情報であることが分かるが、その一人が誰であ
るかまでは分からない情報）非識別非特定情報（それが誰の
情報であるか分からず、さらにそれが誰か一人の情報か別
の人の情報であるかの区別も分からない情報） と分類して
います 。この分類を図にすると、個人情報と非個人情報
は図6の左端のように区別されます。この中断にある識別
非特定情報と書いてある部分がグレーゾーンだったとして
います。そこで、このグレーゾーンを白黒はっきりさせれ
ば、図6の真ん中のようになるはずですが、理想通りには
いかず、実際には図6の右のようになると考えられます。
つまり、グレーゾーンがすべて消え去るわけではなく、そ
の中で、白黒をはっきりできる領域をいくつか決められる
であろうということです。
　ここで、グレーゾーンにある領域の中で新たに黒にす
る領域である準個人情報には、２つの特性（図7の情報①
と情報②）があり、情報①はAさんであることが区別でき
て、何らかの状況でそれが誰であるかが特定されてしまう
可能性がある情報です。たとえば、端末IDがあってそれ
が佐藤さんのものであるということがわかってしまう場合
です。一方、情報②は情報が特定個人を識別しないままで、

侵害を生じる状況にある情報です。たとえば、携帯端末に
広告を表示するときに、端末IDを区別して表示している
が、それが佐藤さんだということはわかっていないような
状況があります。このうち技術検討WGが検討対象にした
のは情報①だけです。
　このとき、現行法第２条の個人情報の定義では「特定の
個人を識別することができるもの」としており、「識別して
いるもの」とは限定していないため、実は情報①は、現行
法のままでも個人情報に該当するという解釈を容易にでき
ます。一方で、情報②は侵害を生じた時点で、特定の個人
を識別していないという類型ですから、現行法のままでは
該当するという解釈は難しいかもしれません。しかし、上
記の端末IDの例のように、情報①に該当するような情報
と、情報②に該当するような情報とは、情報そのものはほ
とんど同じで、侵害に至る経路が異なるということになり
ます。そのため、情報①を保護する対象とすれば、自ずと
情報②による侵害を防げるとすれば、あえて、情報②とし
て定義しなくても、保護対象の範囲は変わらないと考える
ことができます。そう考えると、準個人情報という新しい
情報を増やさなくても、現行の個人情報の解釈を情報①に
拡大し、それが結果的に情報②としての侵害への保護にも
なることもあって、大綱では、準個人情報という表現はな
くなっています。
　したがって、準個人情報という表現は大綱にはないです
が、大綱がグレーゾーンから黒領域である個人情報として

図6　グレーゾーンの解消
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指定拡大する範囲の考え方のヒントは、検討会に技術検討
ワーキンググループから報告された内容を参照するのがよ
いと思います。
　このほか、準個人情報の中には「履歴」という言葉も入っ
ていたのですが、大綱には入っていません。大綱の説明で
は、右のようになっています。
　ここで、６行目にある「～など個人の身体的特性に関す
るもの等」の中に履歴は含まれるのかという検討会の委員
と事務方との間の質疑に対して「含む可能性がある」と回答
しています。つまり、「履歴」という言葉はなくなったの
ですが保護対象に含まれないと決まったわけではないよう
です。
　もう１つ中間報告からの主な変更事項として、共有性か
ら共用性への変更があります。（図8）従来、技術検討WG
が考えていたのは、事業者間でデータの突き合わせを行う
と、本人が知らないところで、個人を特定されるという問
題があるので、事業者間をまたぐ突き合わせは注意すべき
ことの１つというものでした。このような行為を当初は「共
有性」と表現していました。これについて、複数の事業者
間に限らず、一事業者内であっても様々な状況で個人情報

図7　（仮称）準個人情報１

大綱10ページ下段～

（1）保護対象の明確化及びその取扱い
　パーソナルデータの中には、現状では個人情報として

保護の対象に含まれるか否かが事業者にとって明らかで

ないために「利活用の壁」となっているものがあるとの指

摘がある。

　このため、個人の権利利益の保護と事業活動の実態に

配慮しつつ、指紋認識データ、顔認識データなど個人の

身体的特性に関するもの等のうち、保護の対象となるも

のを明確化し、必要に応じて規律を定めることとする。

　また、保護対象の見直しについては、事業者の組織、

活動の実態及び情報通信技術の進展など社会の実態に即

した柔軟な判断をなし得るものとなるよう留意するとと

もに、技術の進展や新たなパーソナルデータの利活用の

ニーズに即して、機動的に行うことができるよう措置す

ることとする。なお、保護の対象となる「個人情報」等の

定義への該当性については、第三者機関が解釈の明確化

を図るとともに、個別の事案に関する事前相談等により

迅速な対応に努めることとする。
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を取得している場合も含むこととし、これに併せ、「共有性」
を「共用性」に変更しました。これは実は、大きな変更点
です。

　一方、グレーゾーンにある領域の中で新たに白にする領
域としては、個人特定性低減データがあります（図9）が、
本稿では説明を省きます。

図8　（仮称）準個人情報２

図9　個人特定性低減データ
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　日本における個人情報保護制度と諸外国における制度に
は図10に示すような違いがあります。日本では、情報が
個人情報に該当するかどうかという判断を微細にしようと
します。一方、欧米では個人情報に該当するかは大まかに
とらえており、多くの情報が個人情報に該当するとしつつ、
その取り扱いなどが個人の権利利益を侵害するかの判断を
重視しているように思います。しかし、実はこの違いにつ
いて法条文に大きな違いがあるわけではなく、法の運用の
仕方が違うようです。
　わかりやすい例がいくつかあります。メールアドレスを
氏名と関連付けて取扱う場合には、メールアドレスは個人
情報になりますが、メールアドレスが単体で個人情報にな
るどうかについて、日本では以下のような解釈があります。
• Yosihiro.Satou@example.com →個人情報になる（ローマ

字読みで名前が入っているので）

• em12345678@example.com  →非個人情報になる

　さらに、ローマ字読みの名前で同姓同名の人数が非常に
多いような名前ならば、名前だけでは個人を特定できない
ので、個人情報とは言えない場合もある。といった解釈を
されることもあります。
　他の例として名刺の管理の仕方があります。日本では法
律で個人データという種別を定義しています。これは個人
情報のうち「特定の個人情報を容易に検索することができ
るように体系的に構成したもの」とされており、名刺をた

とえばアイウエオ順などに整理して管理すると個人データ
になります。そのように種別を分けて、それぞれについて
取り扱いの厳しさを変えることで、過度な保護にならない
ように配慮したものと考えられます。そのため個人データ
については法第20条に安全管理措置があり、いわゆるセ
キュリティ対策を求めていますが、個人情報については対
象ではありません。これを名刺にあてはめると、整頓して
いない名刺の束は個人データではないので、セキュリティ
対策は求められておらず、整頓した名刺は個人データとな
り、対策が求められるということになります。
　このように法条文にある個人情報や個人データの定義か
ら外形的な該当性を判断しようと試みるのは日本の特徴で
す。海外では、メールアドレスはどのような文字列であっ
ても、個人情報になり得るとした上で、それの取り扱いが
侵害になるなら、違法性が問われます。また、名刺に書かれ
ている住所や連絡先は、個人のものというよりも、会社など
の連絡先になるため、それらの取り扱いが侵害になるなら、
保護しますが、侵害とならないような取り扱いであれば保
護をしなくてもよいという判断がされる場合もあります。

　以上のことを踏まえて、個人情報についての保護と利活
用の両立を図るために何が必要かについて、弊社がパーソ
ナルデータ検討会に提言した内容を次頁のとおり紹介しま
すので、参考にしていただければと思います。

3 保護と利活用の両立を図るために何が必要か ～これからの個人情報保護制度～

図10　個人の権利利益を侵害する行為と行為の規定
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パーソナルデータの利活用に関する 制度改正大綱（一部抜粋）

政府パーソナルデータ検討会（第10回会合参考資料５企業意見の紹介）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai10/gijisidai.html

2014年5月29日

日本ヒューレット・パッカード株式会社

　情報の外形的な事前定義への該当性判断だけでなく、情報の利用について実質的な権利侵害のリスク判断を併用して
パーソナルデータの保護と利活用を図る法の運用を提言する。

目的：保護と利活用のバランスを図ること 
　利活用の委縮を改善するためには、個人情報を利活用する行為が、個人の権利利益を侵害するリスクについて実質的に
判断され、その侵害リスクが低ければ、その利活用を必ずしも違法と判断されないという運用が必要である。
　したがって、事前に定めた情報の定義への該当性についての判断だけではなく、行為による侵害リスクの影響について
の実質的な判断も併用するという運用を採用するべきである。
　新たに設けられる（仮称）準個人情報の定義に該当すれば規制され、該当しなければ保護されないという運用が前提であ
るため、事業者は（仮称）準個人情報に該当する情報の範囲を狭くして利活用を促進したいと考え、個人からすれば当該情
報の範囲を広くして保護が漏れないようにしたいと考える。
　しかし、事業者は個人の権利利益を明らかに侵害するようなビジネスを想定してはおらず、個人もまた利活用がまった
くなされない社会を求めているわけではない。
　両者は共に、個人の権利利益の侵害なく利活用がなされることを望んでいるにも関わらず、保護対象の情報の定義だけ
を議論するのでは、対峙する関係になってしまいかねない。
　現在のパーソナルデータ検討会の議論では、まさに、従来の個人情報に該当するもの以外に（仮称）準個人情報の定義を
設け、保護推進の立場からは保護対象の範囲を拡大することを求め、他方の利活用推進の立場は狭めようとしている。し
かし、そのような保護対象の範囲の定義にだけ着目した議論では、両者の折り合いが付かない。個人の権利利益の侵害を
最終的に抑止するという議論であれば、いったん、保護の対象となりえる情報の範囲を拡大することについて、利活用の
立場からも受け入れることができるようになる。
　また、（仮称）個人特定性低減データについても同様のことが言える。こちらは逆に、保護推進の立場からは範囲を狭め
たく、利活用の立場からは範囲を広げたいわけである。しかし、個人の権利利益侵害リスクが高い取り扱いを規制するの
であれば、利活用する範囲を広げても保護の立場から受け入れやすいものと考えられる。
以上のとおり、保護と利活用のバランスを図ることを目的にしなければならない。

（中略）

結論：事業者と第三者機関の規律に基づく、
　　　権利侵害リスクの低減により利活用を図る 
　以上のことから、個人情報保護法の改正についての
大綱では、事業者は権利侵害リスクについての対処策
についての透明性を高め、第三者機関がその適正性を
公平に判定できるようにするための法条文への必要な
改正に加えて、法の運用方法についても、情報の外形
的な事前定義への該当性判断だけでなく、情報の利用
が及ぼす影響について実質的な権利侵害のリスク判断
を併用するようにすることを明記することをパーソナ
ルデータの利活用のために提言する。



日本データ通信 No.200 special issue 211

　auモバイルネットワークは、2002年にCDMA2000 1X（3G）をスタートさせ、
2006年にはEV-DO Rev. A(3.5G)を、2010年にはEV-DOマルチキャリア（3.5G）と
進化してきました。そして、2012年からは受信最大75Mbps（一部地域 150Mbps）
のLTE(3.9G)へと移行を開始しています。そこで、本稿ではLTEを中心に今後のモ
バイルネットワークはどのような方向へ進んでいくのか、その最新動向を解説します。

　LTEはすでに112 ヵ国で採用さ
れていますが、日本のLTE契約
数は約5,100万（2014年６月末）で、
米国についで世界第２位のLTE契
約数を誇っています。また、韓国
が第３位に続いており、この上位
３ヵ国で契約数全体の約７割を占
めています（図1、図2）。
　また、この３年間でスマート
フォンユーザが急拡大しており、
トラヒックも急速に増加している
状況です。

1 世界のモバイルネットワークはLTEへ
図1　世界はLTEの時代に

図2　LTE先進国　日本

移 動 通 信 の 動 向
KDDI株式会社 執行役員常務 技術統括本部長 兼 技術企画本部長　内田 義昭

special issue

2
特 集

出典：総務省 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成26年度第4四半期（6月末））及び
　　　Telegeography Globalcomms database（2014 Jun 4G（LTE）Subscribers）

出典：GSA「Evolution to LTE report」（2014年9月17日付）
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　次に、LTEエリアの整備状況に
ついて説明します。auでは2012年
９月からLTEサービスを開始して
いますが、それから１年半経った
2014年３月14日、“最速”でエリア
を整備し、800MHz au 4G LTE 実
人口カバー率で99％を達成してい
ます。この様子を面積カバーで見
てみるとこの１年間で1.5倍に増
加しています（図3）。
　 ま た、800MHzだ け で な く、
2.1GHzについても64％から91％
へ拡大しました（図4）。基地局な
どの整備によるLTEエリア拡大の
具体例として、新幹線駅、空港、
大学、ショッピングセンターなど
があります（図5、図6）。

2 LTEエリアの構築
図3　“いつでもどこでもLTE“に

図4　2.1GHz LTEもエリア拡大

図5　“いつでもどこでもLTE“に
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図6　あらゆるところをLTE化

　2012年にスタートしたLTEは、次
のステージであるLTE-Advancedへ
と進化しています。ここでの主要技
術を図7に示します。LTE-Advanced
は、広帯域化の技術であるキャリア
アグリゲーション、多アンテナ化の
技術であるMIMO高度化、そして小
セル化の技術であるeICICとCoMPか
ら成り立っています。
　ここでは、その中でも特に注目度
の高いキャリアアグリゲーション
（Carrier Aggregation：CA）につい
て詳しく説明しましょう。これは複
数の周波数ブロックを束ね、仮想的
に広帯域化することで高速通信を行
うLTE-Advancedの通信技術であり、
次のような特長を持っています。
・特長①：通信速度の向上（図8）

・特長②：安定した高速通信の実現

（図9）

・特長③：ネットワーク全体の効率

化（図10）

　まず、「800MHz/2.1GHz同時受信」
で最大150Mbpsに向上しています。
また、片方の電波が弱い場合、もう
一方の電波で補完することができま

3 LTEは次のステージへ
図7　LTE-Advancedの主要技術

図8　特長①：通信速度の向上

※ 800MHz帯/2.1GHz帯それぞれの帯域幅が10MHzの場合のイメージ図です。
※ 800MHz帯/2.1GHz帯エリアのすべてでキャリアアグリゲーションが可能となる訳ではありません。
※ 対象機種はキャリアアグリゲーション（CA）対応のモデルに限ります。
※ ご利用地域によって最大通信速度が異なります。
※ 通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況
などにより低下する場合があります。
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図9　特長②：安定した高速通信の実現

図10　特長③：ネットワーク全体の効率化

図11　CA対応基地局を順次拡大中
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す（周波数ダイバーシティ効果）。そして、無線の空きリソー
スを動的に割当てることができるので、ネットワーク全体
の周波数利用効率が向上します。
　キャリアアグリゲーション（CA）は2014年夏 新モデル
から対応しており、CA対応基地局も順次拡大中です（図
11）。また、KDDIはLTE開始当初から、局所的に発生し

ている高トラヒックエリアにピコセル（スモールセル）を
設置してきましたが、ピコセルも順次CA化を実施してい
ます（図12）。
　こうした技術導入および事業展開により、受信最大速度
150Mbps対応の基地局数が一気に拡大し、150Mbps対応
地域が大幅に増加しています（図13）。

図12　ピコセルも順次CA化実施中

図13　受信最大150Mbpsが全国各地に拡大
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図14　現在のトラフィック傾向

図15　局所的に発生する高トラフィックエリアへの対応

　2020オリンピック・パラリンピックに向けて、KDDIで
は新たなトラフィック対策および研究開発に取り組んでい
ます。例えば、現在のトラフィックの現状として、図14
に示すように、都心部を中心に、時間帯により局所的な通
信の集中が発生しています。

　このように、局所的に発生する高トラフィックエリアに
対しては、基地局を細かく配置し、通信品質を維持してい
ます。具体的には、図15に示すように、商業エリアでは、
ピコセルを設置してトラフィックに追従していきます。一
方、住宅エリアでは、Wi-Fi機器を無料提供し対応します。

4 2020年に向かって
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屋内についても屋外同様の対策を施しています。
　また、図16に示すように、人々の集中による局地的な
トラフィック増も課題の１つになっています。これを解決
していくには、競技会場・選手村・ホテル・観光地・駅等
における基地局増強が必須になります。
　KDDIとしては、2020年代の社会を築いていくために、

“Connectivity”、“Ultra High Quality Video”、“Sensor 
Network”の３つのキーワードを中心にICT利活用に取り
組んでいきます（図17）。モバイルネットワークは更なる
進化を遂げ、2020年代は5Gの時代に入っていくことにな
るでしょう（図18）。

図16　人々の集中による局地的なトラフィック増が課題

図17　ICTが実現する2020年代の社会
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　ここ数年、3D 映画や3D テレビの商用化が進ん
でいますが、この3D 表示機能を活用して、さらに
迫力ある映像を提供するため、カメラで撮影する位
置に制限されない任意アングルでの映像視聴を実現
する技術（以下、自由視点映像技術）に期待が高まっ
ています（図19）。
　自由視点映像とは、多視点映像を入力として、実
際の撮影視点（カメラの位置・向き）に制限されるこ
となく、ユーザが任意に選択する視点に対応し、合
成処理によって仮想的に生成された映像の総称で
す。両眼視差を有する２視点分の映像を同時に合成
することで、3D表示にも応用できます。合成処理
は、画像処理のみによる手法と、多視点映像をもと
に構築した３次元モデルを介して行う手法に大別さ

れます。
　一方、多視点映像とは、同一の撮影環境におい
て、複数台のカメラによって同時に撮影された映像
の総称です。カメラの配置方法としては、周囲から
被写体を取り囲むように配置するケースと、中央か
ら放射状に視線が向くよう配置するケースが代表的
です。視点構成が人間の左眼、右眼の２視点に限定
されるものは、多視点映像とは区別してステレオ映
像と呼ぶことが一般的です。
　さて、これまでの大空間（例えばスタジアム規模）
向け自由視点映像技術は、カメラ位置の計測に特殊
な測定機器を必要としたり、あるいはアングルの選
択が制約されるなど、サービス提供上様々な課題が
ありました。KDDI 研究所では、このような課題を

図18　2020年に向かって

コラム
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解決するために、スタジアム映像に特徴的なフィー
ルド境界など、背景画像の幾何情報の解析に基づく
独自方式によって、映像合成に必要なカメラパラ
メータを自動的に導出し、さらにフィールド上の選
手領域およびその３次元位置を高速かつ高精度に推
定する技術を開発しました。これらの情報をもとに、
選手などの動物体領域を１枚の平面にみたて、実写
データをその面に貼り付けることで映像のモデル化
を行う「ビルボード映像合成技術」を組み合わせるこ
とにより、リアルタイムに3D自由視点映像を合成
することが可能となりました。
　一方で、このような大空間映像における選択アン
グルに応じた画像データの合成には膨大な処理が必
要となるため、リアルタイム化に向けた課題となっ

ていました。本技術では、多視点または4K で撮影
されたスタジアム映像コンテンツを蓄積し、視聴者
の指定アングルに応じたHDTV映像を、合成・配
信するためのサーバ技術も開発し、リアルタイム配
信システムとして実現しました。
　4K高精細映像： 4Kは高精細映像の画面解像度の
略称であり、4096 画素×2160ラインを指す。元々
米国のデジタルシネマ標準で採用された画面解像度
に由来しているが、国内でも既に実用化試験放送
として開始されているChannel4KのTVフォーマッ
トとして、3840画素×2160ラインの画面解像度（水
平、垂直ともにHDTVの２倍に匹敵）も4Kと呼ばれ
ます。

〈参照サイト〉：http://www.kddilabs.jp/assets/fi les/press/170_1.pdf

図19　自由視点映像技術
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　本稿では、共通番号制度について簡単に解説した後、個人情報保護の全体の法体
系の中で、マイナンバーはどのような位置づけになるのか、住基ネットなどとどう
違うのか、電気通信事業者としてこの法律に対してどんな対応をしなければならな
いのかについて分かりやすく解説します。

　いわゆるマイナンバー法（行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律）が平成25年
５月24日に制定され、平成25年５月31日に公布されまし
た。また、平成26年１月１日付で特定個人情報保護委員
会がいわゆる三条委員会（独自に規則制定や告示発出の権
限を持つ独立性の高い行政組織）として設置されました。
これは非常に強い権限を持った第三者機関です。そして、
平成27年から付番が開始され、平成28
年には個人番号カードの交付が始まり、
個人番号の利用がスタートします。電
気通信事業者の方々も、従業員の所得
税や年末調整などで関係してきます。
　ここで、改めて番号制度とは何かに
ついて説明しましょう。実はすでに番
号自体は我が国の公の行政においても
複数存在しています。例えば、パスポー
トの番号、年金の番号、運転免許証の
番号などです。ただし、これらの番号
はそれぞれの機関が独自に使用してお
り、お互いにひも付けされているわけ
ではありません。
　そこで、住民基本台帳をベースに国
民全員に番号を振って横の連携を図る

ことができるようにしようというのが共通番号制度です。
個人に番号を振るときに、悉皆性（住民基本台帳に載って
いる人にもれなく振ります）、唯一無二性（ひとりに１つの
番号を振るようにして、ひとりに２つ以上の番号を振った
り１つの番号をふたり以上に振ったりすることのないよう
にします）、最新の４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
を維持します。また、法人にも番号を振ります（図1）。

1 共通番号制度の概要

図1　番号制度

マイナンバー法への対応
情報セキュリティ大学院大学 学長補佐・教授／（一財）日本データ通信協会　電気通信個人情報保護推進センター 諮問委員会委員長　湯淺 墾道

special issue

3
特 集

個人付番
悉皆性、唯一無二性、
最新の4情報（氏名、
住所、性別、生年月日）
法人付番

情報連携
複数の機関でそれぞれ
番号を付けている同一
人の情報を紐付け

本人確認
個人が自分の個人番
号の真正性を証明
個人番号カードを交付
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　そして、個人が自分の個人番号の真正性を証明するため
の個人番号カード（ICカード）を交付します（有料で配布す
るのか、無料で配布するのかは、現時点ではまだわかりま
せん）。どうやって配るのかについては、まず世帯別に郵
送にて紙カードを配り、その紙カードを市区町村の窓口に
もってきてもらい、ICカードと引き換える方法などが考え
られています。
　この共通番号は悪用されると、個人のプライバシー侵害
などの危険を伴うことから、限定して使用することになっ
ています。利用範囲は図2に示す通りで、これ以外の目的
で使用してはなりません。それは違法行為になります。

図2　利用範囲

　次に、マイナンバー法の個人情
報保護法制における位置づけにつ
いて説明します。まず、個人情報
保護の全体像を規定している法
律として個人情報保護法がありま
す。そして、実際に個人情報を持っ
ている人たちへの規制部分は、い
くつかの法律に別れています。図
3に示すように、地方公共団体な
ら個人情報保護条例、民間事業者
なら個人情報保護法といった具合
になります。
　一方、米国では保有する個人情
報の性質によって法規制が異なり
ます。我国は保有者の性質によっ
て法規制が異なるのです。ここで
問題なのは、この４つの法規制の
間で個人情報の取扱に関する規制
が異なるという点です。特に地方
公共団体の条例は、個人情報の定
義がかなり異なっています。
　また、民間事業者にはガイドラ
インが40本もあります（図4）。例
えば、外部に送信するときは暗号
化すればよい、事業者内において
保有部署と利用部署を分ければよ

2 個人情報保護法制における位置づけ
図3　個人情報保護法制における位置づけ（1）

図4　個人情報保護法制における位置づけ（2）
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護に関する法律（平成十五年法律第五十 八号）、独立行政
法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五
年法律第五十九号）及び個人情報の保護に関する法律（平
成十五年法律第五十七号） の特例を定めることを目的と
する。

　個人情報保護法においては、個人情報に関するトラブル
について、個人（情報主体）と個人情報取扱事業者という当
事者間の自主的な解決と主務大臣による事業者に対する関

い等といったことは個人情報保護
法に書いてあるのではなくガイド
ラインに書いてあるのです。従っ
て、電気通信事業者の場合は、個
人情報保護法と、電気通信事業に
おける個人情報保護に関するガイ
ドラインをセットにして対応する
必要があります（図5）。さらに、
自治体の条例によっては、民間事
業者でも区域内事業者に条例で努
力義務などを課しているものがあ
りますし、指定管理者になった場
合、条例の規定が適用されること
があります。
　そして、番号法は個人情報保護
法の特別法としての位置づけにな
ります（図6）。このことは番号法
の第１条に書かれています。
■ 第1条
　この法律は、行政機関、地方公
共団体その他の行政事務を処理す
る者が、個人番号及び法人番号の
有する特定の個人及び法人その他
の団体を識別する機能を活用し、
並びに当該機能によって異なる分
野に属する情報を照合してこれら
が同一の者に係るものであるかど
うかを確認することができるもの
として整備された情報システムを
運用して、効率的な情報の管理及
び利用並びに他の行政事務を処理
する者との間における迅速な情報の授受を行うことができ
るようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及
び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、
かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、
又はこ れらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の
簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の
利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定
めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全
かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保

図6　番号法と個人情報保護法（1）

図5　個人情報保護法制における位置づけ（3）
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与が基本です。個人情報保護法に
は、苦情処理、主務大臣による報
告の徴収・助言、勧告、命令、命
令違反に対する6月以下の懲役又
は30万円以下の罰金が定められて
います。ただし、従業員等に対す
る直接の罰則規定はありません。
これに対し、番号法の場合は、従
業員等に対する直接の罰則規定が
あります（図7）。

図7　番号法と個人情報保護法（2）

　次に、マイナンバーは住基ネッ
トや通常の個人情報保護とどこが
どう違うのでしょうか？
　住基ネットは行政内部の閉じら
れたネットワークであり、外部に
は開放されていません（図8）。こ
れに対し、共通番号制度は既存の
番号とひも付けされ、将来的には
民間事業者も利用することができ
ることになる予定です。
　個人情報保護法は、個人情報の
適正な取扱いのための法律であ
り、収集方法と第三者提供が主な
テーマです。つまり、個人情報を
収集して利用している事業者を規
制する法なのです。これに対し、
共通番号制度は利用方法や利用形
態に規制をかけており、違反には
個人に対しても罰則規定を設けて
います（図9）。

3 住基ネットや個人情報保護法との違い
図8　住基ネットとの違い

図9　個人情報保護法との違い
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　次に、番号法における定義と構造について説明します。
まず、マイナンバーに相当するのが個人番号です。そして、
マイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」といいます。

■ 個人番号とは　2条5項
住民票コード（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一
号）第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下
同じ。）を変換して得られる番号であって、当該住民票コー
ドが記載された住民票に係る者を識別するために指定され
るもの 
■ 特定個人情報とは　2条8項
　個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって
用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コー
ド以外のものを含む）をその内容に含む個人情報をいう。
■ 特定個人情報ファイルとは　2条9項
　個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう 
■ 個人情報ファイルとは　独立行政法人個人情報保護法
　 2条4項

　この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情
報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 　一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情

報を電子計算機を用いて検索することができるように体

系的に構成したもの

二 　前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成

するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定

の保有個人情報を容易に検索することができるように体

系的に構成したもの 

　また、マイナンバーの肝心なところとして、個人番号
利用事務と個人番号関係事務という概念があります。利
用事務というのは行政機関、地方公共団体、独立行政法人
等がマイナンバーを利用して行う事務のことで、関係事務
というのはマイナンバーを記載した記載した書面提出等を
行う事務のことです。個人番号利用事務を処理する者を個
人番号利用事務実施者といいますが、この場合、民間事業
者であっても行政機関等や地方公共団体等から業務委託さ
れている場合には利用事務実施者になりえます。個人番号

関係事務を処理する者を個人番号関係事務実施者といいま
すが、関係事務実施者がマイナンバーに関係する経理部門
をアウトソーシングしているというような場合は、アウト
ソーシング先も関係事務実施者になります。

■ 個人番号利用事務とは?
　行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政
事務を処理する者が第9条第1項又は第2項の規定により
その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効
率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号
を利用して処理する事務  
▼9条1項：「別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共
団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者」　
▼9条2項：地方公共団体
■ 個人番号関係事務とは?
　9条3項の規定により、個人番号利用事務に関して行わ
れる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務 
▼9条3項：社会保険・税金関係で個人番号を記載した書
面提出等を行う者
■ 個人番号利用事務実施者とは?
　個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の
全部又は一部の委託を受けた者 
■ 個人番号関係事務実施者とは?
　個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の
全部又は一部の委託を受けた者 
■ 個人番号利用事務等実施者とは?
　個人番号利用事務実施者＋個人番号関係事務実施者

4 番号法における定義と構造
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　特定個人情報ファイルを保有しよ
うとする者は、特定個人情報保護評
価を行うことになっています。これ
はPrivacy Impact Assessment（PIA）
に相当するもので、特定個人情報の
漏洩その他の発生の危険性と、それ
が発生したときの影響に関する評価
を事前に行います（27条）。評価なし
に特定個人情報ファイルを作成する
ことは禁止されています（28条）。指
針については、特定個人情報保護委
員会が策定しています（26条）。

■ 第27条
　行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行
政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は
福利厚生に関する事項を記録するものその他 の特定個人
情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお
いて同じ。）を保有しようとするときは、当該特定個人情報
ファイルを保有する前に、特定個人情報保護委員会規則で
定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記
載した書面（以下この条において「評価書」という。）を公示
し、広く国民 の意見を求めるものとする。当該特定個人
情報ファイルについて、特定個人情報保護委員会規則で定
める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
■ 第26条

　 （特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針）

　特定個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱
いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようと
する者が、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危
険性及び影響に関する評価（以下「特定個人情報保護評価」
という。）を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止するこ
とその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措
置を定めた指針（次項及び次条第三項において単に「指針」
という。）を作成し、公表するものとする。 
　特定個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する技
術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに
指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、
これを変更するものとする。

5 特定個人情報保護評価
図10　特定個人情報保護評価指針（案）

　電気通信事業者が番号制度と関わるシーンには、次の６
つのケースが考えられます。
• 個人番号関係事務実施者として

• 個人番号利用事務実施者として（別表第1に該当する場合）

• 事務処理の委託を受けた受託者として（再委託された場

合の受託者を含む）

• 激甚災害時等に特別に番号を利用することが認められた

者として

• 情報照会者として（別表第2の情報照会者に該当する場合）

• 何人に対しても適用される規定の主体として

　このうち、個人番号関係事務実施者としては以下のよう
な対応が最も重要になります。
■ 安全管理措置（12条）
　漏えい、滅失又は毀損の防止、その他共通番号の適切な
管理に必要な措置を講じる義務

6 電気通信事業者と番号制度との関係
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■ 本人確認義務（16条）
　本人から共通番号の提供を受ける際の本人確認をしなけ
ればならない個人番号カードの提示、通知カード及び政令
で規定される本人確認書類の提示による確認を想定（その
他の方法は政令で規定される予定）
■ 提供要求の禁止（15条）
　番号法に規定する場合（第19条）を除き、他人に提供を
求めることを禁止

　また、民間への開放が進んだ場合、個人番号利用事務実
施者として、次のような対応が必要になります。

■ 特定個人情報ファイルの作成禁止（28条）
　番号法で定める事務等（19条）を処理するために必要な範
囲を超えて、特定個人情報ファイル作成してはならない 
▼例外

• 特定個人情報保護委員会に提供するとき

• 調査、捜査、検査等法令で定める公益上の必要があるとき

• 人の生命・身体・財産の保護のために必要があるとき

• これに準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則で

定めるとき

■ 特定個人情報の提供禁止（19条） 
　番号法で定めている場合（19条各号）を除き、番号を含む
個人情報の提供を禁止　 
■ 特定個人情報の収集・保管の禁止（20条）
　番号法で定めている場合（19条各号）を除き、番号を含む
個人情報を収集し、又は保管することを禁止
■ 再委託の制限（10条）
　個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に
限り、その全部又は一部の再委託をすることができる
■ 委託先の監督（11条）
　個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をするとき
は、安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対す
る必要かつ適切な監督義務。

　最後に、共通番号制度に関する罰則について以下に紹介しておきます。例えば、個人番号カードの不正交付を受けた場合、
６月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

7 罰　則

条　文 行　為 行為の詳細 主　体 法定刑 

67条 
個人情報ファイル等の不正
提供

正当な理由がないのに、そ
の業務に関して取り扱った
個人の秘密に属する事項が
記録された特定個人情報
ファイル（その全部又は一
部を複製し、又は加工した
特定個人情報ファイルを含
む。）を提供したとき 

個人番号の利用、番号の指
定・通知、番号の生成・通
知、本人確認情報の提供に
関する事務に従事する者又
は従事していた者 

4年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金、また
は併科 

68条 
個人番号の不正提供または
盗用 

業務に関して知り得た個人
番号を自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的で
提供し、又は盗用したとき 

同上 
3年以下の懲役もしくは
150万円以下の罰金、また
は併科 
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69条 秘密保持義務違反 

第25条の規定〔業務に関し
て知り得た当該事務に関す
る秘密を漏らし、又は盗用
してはならない〕に違反し
て秘密を漏らし、又は盗用 

情報提供等事務又は情報提
供ネットワークシステムの
運営に関する事務に従事す
る者又は従事していた者 

同上 

71条 公務員等の職務外収集 

職権を濫用して、専らその
職務の用以外の用に供する
目的で個人の秘密に属する
特定個人情報が記録された
文書、図画又は電磁的記録
〔中略〕を収集したとき 

国の機関、地方公共団体の
機関若しくは機構の職員又
は独立行政法人等若しくは
地方独立行政法人の役員若
しくは職員 

2年以下の懲役または100
万円以下の罰金 

72条 秘密保持義務違反 

第48条の規定〔職務上知る
ことのできた秘密を漏ら
し、又は盗用してはならな
い。その職務を退いた後も、
同様とする。〕に違反して秘
密を漏らし、又は盗用 

特定個人情報保護委員会委
員長、委員、事務局職員（退
職者を含む） 

2年以下の懲役または100
万円以下の罰金 

73条 
特定個人情報保護委員会の
命令違反 

第51条第2項〔勧告に係る
措置をとるべきことを命ず
る〕又は第3項〔違反行為の
中止その他違反を是正する
ために必要な措置をとるべ
き旨を命ずる〕の規定によ
る命令に違反 

委員会の命令を受け、命令
に違反した者 

2年以下の懲役または50
万円以下の罰金 

74条 

特定個人情報保護委員会の
報告及び立入検査の拒否・
忌避、虚偽資料提出、虚偽
答弁等 

〔特定個人情報保護委員会
に対して〕報告若しくは資
料の提出をせず、若しくは
虚偽の報告をし、若しくは
虚偽の資料を提出し、又は
〔委員会〕職員の質問に対し
て答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をし、若しくは検
査を拒み、妨げ、若しくは
忌避 

特定個人情報を取り扱う者
その他の関係者 

1年以下の懲役または50
万円以下の罰金 

75条 個人番号カードの不正交付
偽りその他不正の手段によ
り通知カード又は個人番号
カードの交付を受けた 

何人も 
6月以下の懲役または50
万円以下の罰金 
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trend

Wi-Fiサービスからみるネットワーク融合と今後の展望
一般財団法人マルチメディア振興センター　情報通信研究部　副主席研究員　田中 絵麻

　現在の米国における移動体通信市場の特徴としては、
LTEサービスの急速な普及拡大、Wi-Fiサービスの利用の
広がりが挙げられます。米国では、2000年代において、
3G網の整備が遅れたものの、オバマ政権では、無線・有
線のブロードバンド網整備に注力する政策を展開、LTE
サービスとWi-Fiサービスの両方が発展しています。
　2000年代初頭から第三世代移動体通信網（3G）の整備と
利用が進展した日本とは異なり、米国では3G網、LTE方
式による4Gが本格的に広がったのは2000年代中盤以降
のことです。米国では、2008年5月時点で、3G方式の全
国カバレッジ率は40％であり 1、同年末時点での移動体通
信サービスへの加入者数約2億6,118万のうち、3G方式
の加入者数は21％と低調でした 2。なお、同時期、日本では、
移動体通信総加入者の1億583万のうち約90％が3G方式
の加入者でした。
　こうしたなか、米国でWi-Fiサービスの利用が拡大した
要因としては、Wi-Fi専業サービス事業者の登場、通信事
業者による付加サービスとしてのWi-Fiの活用、ケーブル
事業者共同のWi-Fiホットスポット整備、ネット・サービ
ス事業者によるWi-Fi分野への進出が挙げられます。さら
に、オバマ政権では、安価で高速な無線ブロードバンド網
整備の一翼を担う存在としてWi-Fiを位置づけ、周波数割
当、学校・図書館でのWi-Fi網整備を進めてい
ます。こうした取り組みから、Wi-Fi網も米国
のモバイル・ブロードバンドのネットワーク基
盤となっていくと思われます。
　なお、Wi-Fiホットスポットでは、カバーす
る範囲が数十メートルから数百メートルと狭く、
移動時の利用には適していませんが、カバー範
囲内ではセルラー網よりも通信速度が高速です。
一方、セルラー網は、一つの基地局で半径数km
をカバーし、基地局間のハンドオーバーにも対
応しているため、移動時にも通信が切れません。

このように、Wi-Fiとセルラーにはそれぞれ利点があるこ
とから、米国では、様々な事業者が、Wi-Fiサービスを自
社サービスに組み込んでおり、結果的に、複数の通信技術
を組み合わせて運用するヘテロジニアス・ネットワーク化
（固定とWi-Fi、セルラーとWi-Fiのネットワーク融合）が
進展しつつあります。以上を踏まえて、本稿では、各社の
Wi-Fiサービスへのとり組みを概観するとともに、連邦通
信委員会（FCC）の取り組みから今後のWi-Fiサービスを展
望します。

　3G網の展開が遅れるなか、米国では、1990年代後半の
ドットコムバブルの時代にWi-Fi専業事業者が登場、自社
展開や提携によるWi-Fiホットスポット整備を実施、利用
者数を伸ばしてきました。
　大手Wi-Fi専業事業者として、1996年に設立された法
人向けサービスを提供するiPassが挙げられます。iPass
は、150以上の通信事業者と提携し、世界1,300万か所の
Wi-Fiホットスポットへのアクセス（自社運用は120万か所
（2013年5月現在））を提供しています。うち、無料の公衆
Wi-Fiホットスポットが6万か所、ホテル・イベント会場
等が7万4,000か所、世界の主要飛行場のWi-FIホットス

1 Wi-Fi専業事業者による
サービスの登場とグローバル展開

─ はじめに ─
米国におけるWi-Fiサービスの位置づけ

図1　Boingoの米国内のホットスポット

出所：Boingo 4
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ポットの88％、航空機内Wi-Fiアクセスが2,000機以上と
なっています。北米におけるWi-Fiホットスポット数は、
2013年5月現在で3万5,400か所です 3。なお、個人向け
サービスは、iPassの契約を結んでいる法人を介して提供
されています。同社の2013年の総売上高は、1億1,110
万ドルです。
　個人向けサービスのWi-Fi専業事業者としては、2001年
設立のBoingoが挙げられます。Boingoは、約140社と提
携し、世界100万か所のホットスポットへのアクセスを提
供しています。米国内では、月額4.98ドルでの全国Wi-Fi
ホットスポットが利用出来ます。同社の2013年の総売上
高は、1億675万ドルです。

　2008年にiPhone 3Gが発売されると、セルラー網上で
のモバイル・データ通信への需要が急増しました。当時は
3G網整備が途上にあった大手移動体通信事業者は、Wi-Fi
によるオフロード（混雑回避）や、データ定額制から従量制
への移行を実施、トラヒックの急拡大に対応しました。
（1） AT&T─Wi-Fiによるモバイル・データ通信の混雑対策
　AT&Tでは、2011年9月からLTEサービスを開始 6、
2014年1月には同社のLTEネットワークは人口2億7,000
万をカバーしています 7。3G網、4G網の構築は比較的遅く、
スマートフォンの急拡大によるトラヒック急増の対
応において、Wi-Fiによる混雑回避（Wi-Fiオフロー
ド）を図りました。
　同社では、2000年代前半から米国内・世界市場
向けにWi-Fiのホットスポットを増やし2007年7
月には、自社のブロードバンド加入者向けに無料
Wi-Fiアクセスの提供を開始しました。その翌月に
は、国内で8,000か所のホットスポットを増設し
ています。このサービスは、固定ブロードバンド・
サービスの付加価値を増すためのものだと考えら
れます。また、iPhone 3G発売後の2008年10月

1 FCC, 第13次移動体通信市場競争報告書（2009年1月15日公表）より（https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-09-54A1.pdf）。
2 Telegepgraphyより。
3 iPass Company Presentation（2013年5月）より （http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTg0OTg4fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1）。
4 Boingoウェブページより（http://wifi .boingo.com/wireless-internet-hotspots/?searchCriteria=NewYork）。
5 AT&T Wi-Fi Milestonesより（https://www.att.com/Common/about_us/fi les/pdf/AT&T_Wi-Fi_Milestones.pdf）。
6 AT&T, 2011年9月19日付プレスリリースより（http://www.att.com/gen/press-room?pid=21146&cdvn=news&newsarticleid=32796&mapcode=）。
7 Gigaom, 2014年1月6日記事より（https://gigaom.com/2014/01/06/att-passes-the-500-market-milestone-in-its-lte-rollout/）。
8 AT&Tウェブページより（http://www.att.com/maps/wifi .html#fbid=SNeD-fLsynr）。
9 T-Mobileウェブページより（http://www.t-mobile.com/company/PressReleases_Article.aspx?assetName=Prs_Prs_20070627&title=T-Mobile+Introduces+Unlimit

ed+Calling+Over+Wi-Fi+With+the+National+Launch+of+T-Mobile+HotSpot+@Home）。
10 CNET, 2014年9月12日記事より（http://www.cnet.com/news/at-t-plans-to-off er-wi-fi -calling-in-2015/）。

2 通信事業者のWi-Fiサービス─混雑
回避と付加サービスとしてのWi-Fi

には、iPhoneとBlackberryユーザー向けにWi-Fiアクセ
スを無料化しました。さらに、2010年1月には全米のマ
クドナルドの店舗で、同年7月にはコーヒーチェーン店の
Starbucksの店舗での無料Wi-Fiアクセスの提供を開始し
ました 5。なお、2010年6月には、3Gのデータ通信料金
のプランから定額制を廃止し、従量制へ移行しました。従
量制プランであっても、Wi-Fiアクセスからのデータ通信
量には制限が設けられないため、この措置は、Wi-Fi網へ
のトラヒック転送と移動体通信網の混雑回避が目的であっ
たと言えます。このように、同社では、固定ブロードバン
ドと移動体通信サービスへの加入に、Wi-Fiサービスを無
料の追加サービスとして提供しています。
（2） T-Mobile USA─Wi-Fi経由での無制限通話提供
　AT&Tと同時期にWi-Fiサービスの無料化を実施し
たのがT-Mobile USAです。同社は、2002年に「Wi-Fi 
HotSpot」サービスを開始、2007年7月に、移動体通信サー
ビス加入者向けに、全米8,500か所のWi-Fiホットスポッ
トへの無料アクセスの提供を開始しました。同サービスの
特徴は、移動体通信サービス加入者の自宅内とWi-Fiホッ
トスポットでは、Wi-Fi経由での無制限通話サービスに対
応した点です 9。なお、Wi-Fi網経由の通話については、
AT&Tも2015年に開始予定であると報じられています 10。
（3） Verizon Wireless─補完的な付加サービスとしての

Wi-Fiアクセス
　Verizon Wirelessも、2009年12月に、ブロードバンド

図2　AT&TのWi-Fiホットスポット

出所：AT&T 8
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加入者向けにWi-Fiアクセスを無料化しました 11。無料化
に先立って、VerizonはBoingoとの契約範囲を拡大して
います 12。同社は、米国内では7,500か所、世界では90万
か所のWi-Fiホットスポットへのアクセスを提供していま
す 13。ただし、Verizon Wirelessでは、AT&Tよりも早く
2010年11月にLTEサービスを開始したほか 14、iPhone
の発売が2011年2月でした 15。そのため、AT&Tのよう
にiPhoneユーザーによるモバイル・データ通信の急拡大
に対応する必然性は薄かったと考えます。実際、当時の
CTOのTony Malone氏は、ライバルのAT&Tと比較して、
Wi-Fiをモバイル・データ通信のトラヒックのオフロード
対策として積極的に利用しているわけではないと述べてい
ます 16。なお、2011年7月には、新規加入者に対するデー
タ通信料無制限の料金プランの提供を停止しています 17。

　このように、米国の通信事業者がWi-Fiの無料アクセス
を拡充した時期は、2000年代後半に当たります。各社で
の取り組みに多少の違いはあるものの、LTE網を拡充する
途上での無線アクセスの補完やトラヒックの混雑回避、ブ
ロードバンド接続の付加サービスとして位置づけられてお
り、Wi-Fiサービスは、主力サービスの補完的な位置づけ
となっていると言えます。

ら、一部で批判も出ており、セキュリティ面でも懸念され
ています。
　ケーブル事業者は、固定ブロードバンド・サービスの加
入者数では通信事業者を上回っているものの、移動体通信
サービスをバンドルすることができないことが競争上の
ネックとなっています。こうしたなか、ケーブル事業者が、
付加サービスとしてのWi-Fiサービスを拡充していること
は、通信事業者に対抗する狙いがあると考えます。

　その他、米国では、主要ケーブル事業者の5社（Comcast、
Cablevision、Cox、Bright House、Time Warner Cable）が、
共同でWi-Fiサービスに取り組んでいます。これらの5社
は、2012年5月に、各社のWi-Fi網の相互乗り入れにより、
共同ブランド名「CableWiFi」でのWi-Fiサービス提供を行
うと発表しました 18。現在は、CableWiFiのWi-Fiホット
スポット数は25万に拡大しています 19。さらに、各社は
提携等により独自にWi-Fiホットスポット数を拡張して、
サービスを提供しています。次表は、各社のWi-Fiサービ
スの概要です。
　Comcastは、積極的にWi-Fi網の整備を進めており、
2014年末にのWi-Fiホットスポット数は800万に達する
としています 25。なお、Comcastは、2014年6月に、テ
キサス州の一部のブロードバンド接続のXfi nityサービ
スの加入者（5万件）のWi-Fiモデムを公衆Wi-Fiホットス
ポット化して利用可能にするサービスを2014年6月に開
始しました 26。同施策はオプトアウト方式であったことか

3 ケーブル事業者によるWi-Fi
サービス─通信事業者への対抗策

　米国では、GoogleもWi-Fiサービスに進出しています。
Googleは、2006年8月に、マウンテンビュー市で、無
料の公衆Wi-Fiサービスである「GoogleFi」を開始しまし
た 27。ただし、このWi-Fi網は、1年後の2007年8月時点で、
12平方マイル（約31平方キロメートル）の約2万5,000世
帯をカバーするものであり、地域限定的なものでした 28。
　その後も、Googleは、試験的な無料のWi-Fiホット
スポットの提供を実施しています。2009年11月には、
Boingo等のWi-Fi事業者と提携して、クリスマスのホリ
デーシーズンに、全米37か所の飛行場におけるWi-Fiア
クセスの無料サービスのスポンサーとなると発表しまし
た 29。2010年11月には、航空機内でのネット接続サー
ビスを提供するGogoと提携して、ホリデーシーズンに、
AirTran、Delta、Virgin Americaの国内線を利用する旅
客に対して、無料で航空機内Wi-Fi接続サービスを提供す
るスポンサーとなると発表しました 30。その他、2012年9
月には、Boingoと提携して、Android OSの搭載端末とノー
トPC（WindowsとMac）の利用者向けに、同月末までの
1か月間限定で、飛行場、ホテル、ショッピング・モール、
レストラン等の4,000か所でのWi-Fiホットスポットへの

4 GoogleによるWi-Fiサービスへの進出
─実験的な無料Wi-Fiアクセスの提供

表　ケーブル事業者のWi-Fiサービスの概要

出所：2014年10月現在の各社HP情報より作成

ケーブル
事業者名

Wi-Fi
サービス名

全米Wi-Fi
ホットスポット数 料　金

Comcast Xfi nity 100万か所 20 加入者は無料。非加入者向け
は1時間2.95ドルから提供。

Cablevision Optimum 100万か所 21
加入者は無料（サービスによっ
てアクセス可能範囲が異な
る）。非加入者向けの1日パス
は4.99ドル。

Cox Cox Wi-Fi 30万か所 22 加入者は無料。

Bright House BHN Wi-Fi 25万か所 23 加入者は無料。

Time Warner 
Cable TWC Wi-Fi 25万か所 24 加入者は無料。非加入者向け

は1時間2.95ドルから提供。
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アクセス提供のスポンサーとなると発表しました 31。
　注目される動向としては、2013年7月に、Googleは、
Starbucksと提携して、米国内店舗の約7,000店で、約1
年半をかけて、従来よりも、10倍以上速いWi-Fiアクセ
スを提供するとしたことがあります 32。なお、以前には、
Starbucksは、Wi-Fiアクセスの提供について、AT&Tと
契約していました。
　以上のように、GoogleによるWi-Fiサービスの提供
は、無料であることと実験的なことが特徴です。しかし、
Starbucks向けのWi-Fiサービスは比較的規模が大きく、
一部では、中小企業向けのWi-Fiサービス提供も計画して
いると報道されていることもあり 33、今後とも同社の動き
は耳目を集めると思われます。

れており、Wi-Fi接続の平均速度は前年同期比で27％増の
5.3Mbpsで、LTE方式により高速化しつつあるセルラー接
続の4.7Mbpsよりもいまだに若干速くなっています 34。
　その他、調査会社のStrategy Analyticsが2014年2月
に公表した調査結果によると、2013年に世界で出荷さ
れたWi-Fi対応機器は19億台に達しています 35。また、
Wi-Fi接続のブロードバンド速度は高速化を続けており、
IEEE802.11ac（Draft）の規格では、理論値で最大6.9Gbps
のダウンロード測度となっています。この測度は、周波数帯
のチャンネルを束ね、広帯域での通信を行う事で実現され
ます。
　このように普及拡大やさらなる高速化が見込まれる
Wi-Fi技術の進歩に呼応するように、米国の規制当局であ
る連邦通信委員会（FCC）においても、Wi-Fi網の普及を後
押しする取り組みを行っています。FCCでは、2014年3
月に、Wi-Fi方式向けに免許不要で利用できる5GHz帯の
100MHz幅の周波数帯を割り当てる新規則を採択しまし
た 36。また、2014年7月には、通信事業者が拠出金を出
しているユニバーサル・サービス基金で運営されている教
育機関のブロードバンド接続支援のプログラム「E-Rate」を
通じて、学校と図書館のWi-Fi接続導入の支援を実施する
ため、追加予算20億ドルを充てる命令を採択しました 37。
こうした取り組みは、中長期的に見て、米国の高速な公衆
Wi-Fi網の拡大につながると考えられます。また、米国が目
指す無線ブロードバンドで世界を牽引するというビジョン
は、Wi-Fiサービスの観点からみても、市場における取り
組みと政策的な後押しの両輪で進みつつあると言えます。

11 Eweek, 2009年12月15日記事より（http://www.eweek.com/c/a/Mobile-and-Wireless/Verizon-Launches-Free-WiFi-Service-for-Customers-540455/）。
12 Slash Gear, 2009年7月27日記事より（http://www.slashgear.com/boingo-to-off er-free-wi-fi -to-verizon-subscribers-2750440/）。
13 Verizonウェブページより（http://www.verizon.com/home/wifi -wireless-internet-service/）。
14 Verizon, 2010年11月30日プレスリリースより（http://www.verizonwireless.com/news/article/2010/12/pr2010-11-30a.html）。なお、同社ウェブページによると、

現在、同社のLTE網は人口の98%にあたる3億800万をカバーしている。
15  Verizon, 2011年2月4日プレスリリースより（http://www.verizonwireless.com/news/article/2011/02/pr2011-02-04.html）。
16 Fierce Wireless, 2012年5月30日記事より（http://www.fi ercewireless.com/story/verizons-melone-there-no-rush-volte/2012-05-30?utm_campaign=twitter-Share-

Web#.T8auRcO4ah8.twitter）。
17 Gigaom, 2011年7月7日記事より（https://gigaom.com/2011/07/07/why-verizon-killed-its-unlimited-plans/）。
18 Engadget, 2012年5月21日記事より（http://www.engadget.com/2012/05/21/50000-cablewifi -hotspots/）。
19 Cablewifi のウェブサイトより（http://www.cablewifi .com/）。
20 Comcast, 2014年4月9日付プレスリリースより（http://corporate.comcast.com/news-information/news-feed/one-million-comcast-xfi nity-wifi -hotspots）。
21 Sip Trunking Report, 2014年7月30日記事より（http://sip-trunking.tmcnet.com/news/2014/07/30/7947187.htm）。
22 Coxウェブページより（http://www.cox.com/residential/internet/wifi -hotspots.cox?campcode=gntile_wifi _learn_042413）。
23 Bright Houseウェブページより（http://brighthouse.com/shop/internet/wifi .html）。
24 Time Warner Cableウェブページより（http://timewarnercable.cellmaps.com/WiFi.html#/#c=40.4570527286106,-74.73130413818352&z=7）。
25 Comcast, 2014年4月30日記事より（http://corporate.comcast.com/news-information/news-feed/comcast-to-reach-8-million-xfi nity-wifi -hotspots-in-2014）。
26 West Chester Technology Blog, 2014年6月16日ポストより（http://wctechblog.com/?p=1865）。
27 Gigaom, 2006年8月15日記事より（https://gigaom.com/2006/08/15/google-launches-wifi -network-in-mountain-view/）。
28 Google, 2007年8月24日付けブログポストより（http://googleblog.blogspot.jp/2007/08/fi rst-year-of-google-wifi .html）。
29 Google, 2009年11月10日付けブログポストより（http://googlepress.blogspot.jp/2009/11/stay-connected-with-free-airport-wi-fi _10.html）。
30 Google, 2010年11月8日付けブログポストより（http://googlepress.blogspot.jp/2010/11/google-chrome-takes-to-clouds-with-free.html）。
31 Transit Wireless, 2011年9月11日付記事より（http://www.transitwireless.com/google-teams-with-boingo-to-off er-free-wifi -access-to-android-users/）。
32  Google, 2013年7月31日付けブログポストより（http://googleblog.blogspot.jp/2013/07/starbucks-wifi -goes-google.html）。
33 Gigaom, 2014年5月22日記事より（https://gigaom.com/2014/05/22/google-is-working-with-ruckus-wireless-to-build-a-wi-fi -network-in-the-cloud/）。
34 Wefi , 2014年6月4日記事より（http://www.marketwired.com/press-release/wefi -quarterly-analytics-report-fi nds-increased-wi-fi -offl  oading-speed-wi-fi -cellular-1917245.htm）。
35 Strategy Analytic, 2014年2月25日付記事より（http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=9404）。
36 FCC News, 2014年3月31日（https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-326341A1.pdf）。
37 FCC News, 2014年7月11日（http://www.fcc.gov/document/fcc-modernizes-e-rate-expand-robust-wi-fi -schools-libraries）。

　米国では、各社のWi-Fiサービスへの取り組み理由は
様々ですが、それぞれ固定ブロードバンド網や3G・LTE
網を補完するものとして活用しており、結果的に、ネッ
トワーク融合をもたらしていると言えます。各社は、利
用者が加入しているサービスのWi-Fiホットスポットへの
オートログインを提供、一部の事業者はWi-Fi網経由での
通話サービスやテキスト・メッセージングも提供していま
す。これは、利用者側からみると、異なるネットワークに
シームレスにアクセスできることを意味しており、利便
性が高いと言えます。なお、wefi 調査によると、2014年
第1四半期では、約8割の州でWi-Fiオフロードが利用さ

─ まとめ ─
Wi-Fi網によるネットワーク融合とFCCの取り組みにみる今後の展望
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　ICT社会の急速な進展により、個人のプライバシーの
侵害への恐れがますます高まっています。パーソナルデー
タの漏えい等のニュースが流れる度に、個人は企業や国
家によるパーソナルデータの利活用に漠然とした不安を
感じているのではないでしょうか。仮に、個人がパーソ
ナルデータの流出等によりプライバシーを侵害する事態
に遭遇したとしても、プライバシーを守るために個人が
できることは限られていますし、その場合であっても、
あくまで事後的な対応に終始することになります。そこ
で、考えだされたのが、個人がそのような事後的な対応を
強いられないよう、事前段階（パーソナルデータを取扱う
システム構築設計段階）でパーソナルデータを保護する仕
組みをシステムに組み込むという考え方が生まれました。

　この考え方は、「Privacy by Design（プライバシー・
バイ・デザイン、以下「PbD」という）」と呼ばれ、カナダ
のアン・カブキアン博士が1990年代に提唱しました。プ
ライバシー保護の考え方として世界的な主流になってお
り、博士の所属するカナダの情報プライバシー・コミッ

ショナーでフレームワークが公開され、誰でも見ること
ができます i。この考え方の言いたいことは、プライバシー
を取扱うシステムに「事前」かつ「初期設定」で「プライバ
シー保護対策」を組み込むことにあります。そのためPbD
では、表のように７つの基本原則を用います。
　博士はこれら７つの基本原則をシステムに組み込むこ
とで、「プライバシーの確保」、「自己情報のコントロール」、
「組織としての持続可能な競争的利点の獲得」が達成され
るとしています。ただし、PbDの導入ですべてがうまく
いくというのは早計です。これはあくまで考え方であっ
て、具体的な組み込み方法のマニュアルがあるわけでは
ないため、それぞれのシステムに合った形でこれらの考
え方を取り込むことになります。我が国において、この
考え方は総務省「スマートフォン・プライバシー・イニシ
アティブ（2012年８月）でスマートフォン利用者情報取扱
指針における６つの基本原則 iiのひとつに取り入れられて
います。

　Privacy Impact Assessment（プライバシー影響評価、
以下、「PIA」という）は、前項のPbDの考え方が組み込ま
れるシステムに対する評価手法です。これは自然環境の
保全等を目的とする環境アセスメントと同様に、プライ
バシーに対して事前に影響評価を行うリスクマネジメン
ト手法です。プロセスとしては評価基準を作り、影響分
析を実施し、その結果を、システム設計に反映し、プラ
イバシーの問題解決を図るのが大まかな流れになります。
このように事前評価を実施することで、パーソナルデー
タを適切に管理する流れが生まれ、結果として、プライ
バシーが守られるPbDの仕組みが実現できることになり
ます。我が国でも、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第（出典：http://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/

7foundationalprinciples-japanese.pdfより）

1. 事後的ではなく、事前的；救済的策でなく予防的
2. 初期設定としてのプライバシー
3. デザインに組み込まれるプライバシー
4. 全機能的─ゼロサムではなく、ポジティブサム
5. 最初から最後までのセキュリティ─すべてのライフ

サイクルを保護
6. 可視性と透明性─公開の維持
7. 利用者のプライバシーの尊重─利用者中心主義を維

持する

表　PbDの７つの基本原則

       プライバシー・バイ・デザイン（PbD）と
       プライバシー影響評価（PIA）について

電気通信個人情報保護推進センター・P マーク審査部　課長代理　田中　裕

第14回

　個人情報保護分野において「プライバシー・バイ・デザイン」という考え方と、それにともなう評価手法が我が国
でも番号制度で取り入れられることになりました。本稿ではそのプライバシー保護の考え方についてご紹介します。

プライバシーを考慮した社会であるために

プライバシー・バイ・デザイン（PbD）

プライバシー影響評価（PIA）
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ます。最近ではこれらPETsの概念を拡張し、プライバシー
を侵害しようとする技術を「保護」に転換するための考え
方として「プライバシー保護転換技術（Transformative 
Technology）」もPbDを実現するための解決策として提
唱されています x。

　PbDは様々なシステムに初めからプライバシー保護の
仕組みを組み込むことを目的とする概念です。ご紹介し
たPIA、PETs等はそれぞれ独立しているものではなく、
トータルでPbDの考え方を実現していくために用いられ
ます。PbDとその関連技術（概念）が我が国のシステムで
も広く取り入れられるようになれば、いままで事後的な
対応でしか守れなかった個人のプライバシー保護が守ら
れる社会に変わっていくことになります。

27号、以下、「番号法」
という）において、特
定個人情報 iiiを守る
解決策として、この
PIAが導入されます。
我が国で導入される
PIA（特定個人情報
保護評価）では、マイ
ナンバーの導入で特
定個人情報を取扱う
事務を実施する機関
が、特定個人情報保
護評価計画管理書 iv

を作成し、①基礎項
目評価 v、②基礎項目
評価及び重点項目評
価 vi、③基礎項目評価
及び全項目評価 viiのいずれかの評価をします（図参照）。

　PbDには、プライバシーを守るには技術的なアプ
ローチも必要になります。そこで、PbDではPrivacy-
Enhancement Technologies（プライバシー保護強化技
術、以下「PETs」という）という技術（概念）を提唱してい
ます。PETsは、「個人データの不要または不法な収集、
利用、および提供を防ぎ、または個人が自己の個人デー
タのコントロールを強化することができるツールを提供
することによって、情報システムにおける個人のプライ
バシー保護を強化するICT」ixのこととされています。簡
単に言えば、プライバシー保護を向上するために利用す
るセキュリティ関連技術群のことで、例えば、ファイル
や電子メールの暗号化、個人が匿名でネットに接続する
Torや匿名proxyサーバの利用などもこのPETsに含まれ

図　番号制度でのPIA実施手順例（内閣府Webページ viiiより）

i http://www.privacybydesign.ca/
ii SPI I 提言http://www.soumu.go.jp/main_content/000171225.pdf　P.56、6つの基本原則：①透明性の確保、②利用者関与の機会の確保、
③適正な手段による取得の確保、④適切な安全管理の確保、⑤苦情・相談への対応体制の確保、⑥プライバシー・バイ・デザイン

iii 個人番号（12桁のマイナンバー番号）をその内容に含む個人情報のこと。
iv http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/pia/pdf/youshiki1.pdf
v 「特定個人情報保護評価の概要」（平成２６年6月3日特定個人情報保護委員会事務局）http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/pia/260603
 /pdf/260603siryo.pdf　P.17
vi 特定個人情報保護評価の概要　P.18
vii 特定個人情報保護評価の概要　P.19
viii 特定個人情報保護評価の概要　P.14
ix https://www.coneps.jp/contents/product_001.pdf　（次世代パーソナルサービス推進コンソーシアムによる日本語訳ver.1.0）P.45
x http://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2010/03/PrivacybyDesignBook.pdf　P.47、プライバシー保護転換技術の例として、
Biometrics、Radio-Frequency Identifi ers (RFID)、Video surveillance cameras、Network tracing and monitoring、Whole body imaging、
Online digital identitiesを挙げている。

その他の関係技術（概念）

PbDの実現に向けて
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Report
1 迷惑メール相談センター

●LAP 10 Tokyoが開催されました
　第10回LAP会合（「LAP 10 Tokyo」）が、去る10月７日から９日、アジアでは初めて東京で開催されました。
　今回の会合では、総務省からの基調講演の後、参加各国からのスパムメールの現状報告や意見交換がなされ、技術トレー
ニングとしては、各国の担当者に対して最近のスパム送信者検挙の実例を用いてその調査手法や調査データ等の解説が行わ
れました。
　当協会が事務局を務める「迷惑メール対策推進協議会」（迷惑
メール対策の官民協議会）としても、プレゼンテーションやパネ
ル展示を行い、日本における迷惑メール対策の取り組みやその効
果を各国の参加者に紹介しました。

※LAP（ロンドン・アクション・プラン（London Action Plan） ／国際

的スパム執行協力に関するロンドン行動計画）会合は、平成16年に

執行当局間の情報共有や連携、官民対話の促進などを目的として合

意された行動計画であり、主要国の迷惑メール対策執行当局が参加

し、定期的に情報交換を実施しています。

Report
2 テレコム・アイザック部

Report
3 電気通信個人情報保護推進センター

●「ICTフォーラム2014in東京」の開催
　「ICTフォーラム2014in東京」（主催：Telecom-ISAC Japan、JAIPA、後援：総務省、協賛：日本マイクロソフト）を９月
26日に東京で開催いたしました。プログラムは、基調講演が林 紘一郎情報セキュリティ大学院大学教授による「サイバーセ
キュリティ政策の現状と通信の秘密について」、特別講演が飯塚久夫テレコム・アイザック推進会議会長による「通信の秘密
とサイバーセキュリティ対策」、総務省講演が赤阪晋介総務省情報セキュリティ対策室室長による「 総務省のサイバーセキュ
リティ政策と通信の秘密について」、一般講演が、「スポーツイベントとサイバー攻撃の妖しい関係」、「大量通信ガイドライ
ンの執筆を終えて、主な変更点と今後の展望」でした。

●平成26年度上期の苦情・相談受付状況
　平成26年度上期にセンターで受け付けた苦情
相談件数は123件で、平成25年度下期より微増
しましたが、前年同期比では32件（約20%）減り
ました。
　個人情報の取扱いに関する苦情相談は43件（全
体の約35%）で、その内訳は、「開示等の求め（5件）」
「情報流出（5件）「第三者提供（5件）」、他でした。
　一方、当センターではお答え（対応）できないご
相談も寄せられ、この上期は事業者との契約に関
する苦情（15件）、迷惑メールあるいは強引な電話
勧誘に関する相談（10件）等が多く寄せられまし
た。このようなご相談についても、当センターで
は可能な限り適切な相談窓口等の情報をご案内し
ております。

LAP 10 Tokyoでの迷惑メール対策推進協議会展示
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回 ご 依 頼 先 テ ー マ 時 期

1 新潟大学 教授　
　鈴木 正朝 氏

「個人情報保護制度の見直し」（1）
「パーソナルデータの活用に関する制度見直し方針」と個人情報
保護法改正の動向

5/23
（金）

2 弁護士
　水町 雅子 氏

「番号法が民間企業に与える影響」
•民間企業における個人番号の取扱い
•番号法により求められる特定個人情報保護
•個人番号の民間活用

6/11
（水）

3 慶應義塾大学 教授
　新保 史生 氏

「個人情報保護制度の見直し」（2）
「日本の個人情報保護制度は世界に通用するか？」

7/3
（木）

4 弁護士
　森　 亮二 氏

「個人情報保護制度の見直し」（3）
「改正個人情報保護法の大綱」についての解説

8/20
（水）

Report
4 タイムビジネス部

●タイムビジネス協議会普及促進セミナー（東京8/21・大阪9/5）の開催
　タイムスタンプの適用領域として、ここ2・3年注目を浴びている「知的財産保護への活用」を中心としたセミナーを開催
しました。
　前半は、タイムスタンプの動向やタイムスタンプを用いた新しい知財戦略モデルについてご講演いただき、後半は、タイ
ムスタンプの法的効力や利用者のみなさまの利活用の実際についてご紹介いただきました。
　参加された多くの方々から、役に立ったと好評をいただきました。
　なお、東京と大阪では、講演内容が若干異なります。
〈セミナーのプログラム〉
•講演： 「知財保護におけるタイムスタンプの動向」（東京・大阪）
  　タイムビジネス協議会普及促進WG 主査　市川 桂介 氏
•講演： 「係争対策・開発に役立つ営業秘密の記述方法　～秘密事項構成要件の整理と改良について～」（東京）
  　Seiju国際知財事務所 所長・弁理士　北村 光司 氏
•講演： 「新しい知財戦略モデル　～出願によらない知財保護の考え方と実施モデル～」（大阪）
  　知財ブランド協会（SIR）会長　玉井 誠一郎 氏
•講演： 「これからの知財戦略とタイムスタンプ」（東京・大阪）
　　　　　特許業務法人 第一国際特許事務所 所長・弁理士　関　和郎 氏 （前 特許庁 特許審査第四部長）
•講演： 「タイムスタンプの証拠力　～民事訴訟における電子文書の扱い～」（東京・大阪）
  　五番町法律事務所 弁護士　宮内　宏 氏
•講演： 「タイムスタンプを活用した知財デ－タ管理の取組み」（東京・大阪）
  　NECプラットフォームズ株式会社 知財渉外部 知財グループ シニアマネージャー　宮田 光太郎 氏
•講演： 「効率的な、証拠保全に向けて　～タイムスタンプの導入～」（東京）
  　日清オイリオグループ株式会社 知的財産管理室 特許グループリーダー　生稲 淳一 氏

全体テーマ：「個人情報を取り巻く最新情報及び企業実務に関する諸問題」
【前期】

Report
5 Ｐマーク審査部

●プライバシー（P)マーク認定事業者が1,035社になりました （平成26年10月10日現在）
 認定事業者一覧は、Pマーク審査部のホームページよりご覧ください。
 http://www.dekyo.or.jp/pmark/ninteijigyousha/a.html
●Pマーク審査部では、平成26年５月から８月にかけて、「2014年【前期】情報通信マネジメントシステム研究会」を下記
のとおり開催しました
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　９月から「2014年【後期】情報通信マネジメントシステム研究会」を開催しています。
　詳しくは、Pマーク審査部のホームページをご覧ください。
　http://www.dekyo.or.jp/pmark/

Report
6 電気通信国家試験センター

Report
7 事業推進部

●26年度 第２回工事担任者試験の実施
　平成26年度第２回工事担任者試験が11月23日（日）に実施されます。
　今期試験の申請者数は、23,812名です。
　なお、次回試験（平成27年度第１回）の申請受付は、27年２月１日から行う予定です。受験の手引き（試験申請用紙類）は、
１月初旬から頒布を開始します。

●第34回 ICTセミナー開催
　「情報通信ネットワークの最新動向と課題」をテーマとした第34回ICTセミナーを開催します。
　日　時：2014年12月１日（月）　午後２時00分～午後４時20分
　会　場：ベルサール神保町
　講演テーマと講師
　１．モバイル通信の高速化に向けて ─ LTE、LTE-A、無線LANの現状と今後の展開─
　　　　一般財団法人　情報通信振興会理事長
　　　　早稲田大学大学院客員教授　竹田 義行 氏
　２．光アクセス網技術の最新動向（仮）
　　　　NTTアクセスサービスシステム研究所
　　　　光アクセス網プロジェクト　プロジェクトマネージャ　硲　茂樹 氏

●情報通信エンジニア企業別ランキングの公開
　2014年９月末現在の情報通信エンジニア資格者団体別ランキング表を当協会情報通信エンジニアホームページ（以下の
URL）にアップしました。
　http://www.dekyo.or.jp/engineer/contents/ranking.html

●情報通信エンジニア優良団体の表彰
　工事担任者スキルアップガイドライン委員会においては、情報通信エンジニアに対する指導・支援等に優れた実績をあげ
ている団体を毎年表彰しております。
　今年度は５社、３校が表彰される予定です。
　★企業の部
　　•扶桑電通 株式会社 殿
　　•株式会社 TOSYS 殿
　　•株式会社 日立システムズ 殿
　　•北陸電話工事 株式会社 殿
　　•株式会社 メイエレック 殿
　★学校の部
　　•京都府立 京都すばる高等学校　殿
　　•日本工学院北海道専門学校 殿
　　•山口県立 下関工業高等学校 殿
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●「情報通信エンジニア」団体別ランキング（平成26年9月末）
　工事担任者資格の社会的地位向上と工事担任者規則第38条第２項に規定された工事担任者の努力義務規定を遵守する
ことを目的に「工事担任者スキルアップガイドライン委員会」が提唱した認定資格「情報通信エンジニア」が創設されました。
以下は平成26年９月末現在の情報通信エンジニア資格者の団体別ランキング表であります。ランキングは年２回（３月末、
９月末）更新いたします。
　情報通信エンジニア資格者の団体別ランキング（30位迄）は以下の通りです。

　30位以下を含め３月末と９月末の２回、下記のURLでアップしています。
　http://www.dekyo.or.jp/engineer/contents/ranking.html

順　位 資格者数 団体名

1 47 扶桑電通株式会社

2 37 京都府立京都すばる高等学校

3 36 株式会社 TOSYS

4 30 株式会社 日立システムズ

5 28 株式会社 NTTフィールドテクノ

6 26 防衛省

6 26 北陸電話工事株式会社

8 24 株式会社 メイエレック

9 23 日興通信株式会社

10 22 NDS株式会社

10 22 株式会社 NTT東日本－南関東

12 21 NTTビジネスソリューションズ株式会社

13 19 NECネッツエスアイ株式会社

13 19 株式会社 ベータテック

15 18 大和電建株式会社

16 16 大和電設工業株式会社（本社：京都市）

17 14 KDDI株式会社

17 14 株式会社 NTT-ME

17 14 東日本電信電話株式会社

20 13 セコム株式会社

20 13 株式会社 NTT東日本－関信越

20 13 株式会社 NTT東日本－東北

23 12 NECエンジニアリング株式会社

24 11 パナソニックシステムネットワークス株式会社

24 11 株式会社 ミライト

24 11 西日本電信電話株式会社

27 10 株式会社 ジャック

27 10 株式会社 ソルコム

27 10 協立情報通信株式会社

27 10 中国電力株式会社

27 10 日本工学院北海道専門学校
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創刊号（1977年・昭和52年）から100号（1998年・平成10年）まで
　創刊号は、Ｂ5判モノクロ印刷16ページの小冊子でした。目次はありません。表紙は5号（1978年6月）からです。

デザイン、色ともごく地味でした。このパターンは50号まで変わりません。51号から新しいデザインになりました。

　75号は、創立20周年記念特集で全78ページ。試験問題と解説が掲載された時は、120ページになることもありま

した。83号からデザインが変わりました。Ｂ5判は92号まで、それ以降はＡ4判です。そして、100号記念特集で

大きくデザインを変更しました。100号までに21年間かかっています。

　創刊から200号を記念してこれまでの目次を別冊として発行しました。これにより、当協会の40年間
の歩みを偲ぶことができるばかりでなく、我が国の「データ通信」の歴史を垣間見ることができるのではない
かと思われます。
　本稿では、創刊から200号に至るまでの代表的な表紙をピックアップしました。

Japan Data Communications Association

1

創刊号
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101号（1998年・平成10年）から200号（2014年・平成24年）まで
　これ以降は、おおむね1年毎に表紙デザインを変更しています。144号以降は毎号デザイン変更するようになりま

した。168号（2009年7月）からは新たに制定されたロゴマークが印刷されています。本文は、184号までモノクロ

印刷でしたが、以降はカラー印刷となりました。110ページを超える号もありましたが、最近は、32ページでほぼ一

定しています。101号から200号まで16年間かかりました。

（ ） （2
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　本11月号では、7月に開催したICTセミナーから日本ヒューレットパッカードの佐藤 慶浩 
樣「ビッグデータビジネス、KDDIの内田 義昭 様「移動通信動向」のご講演、並びに個人情報
保護セミナーから情報セキュリティ大学院大学の湯淺 墾道 様「マイナンバー法への対応」の
ご講演を特集しています。
　また、創刊200号を記念して、別冊の「日本データ通信」目次集を同時発行いたしました。
　次号201号では、（一社）情報通信設備協会 網谷会長へのインタビューと9月のICTセミ
ナーから松田 次博 様 「企業ネットワークの最新動向」を特集する予定です。

（吉）

編集後記



高い専門性を持ち、お客様に信頼される「エキスパート工事担任者」

情報通信エンジニア
高い専門性を持ち、お客様に信頼される「エキスパート工事担任者」

情報通信エンジニア
　情報通信エンジニア資格は、工事担任者のスキルと地位の向上を目指して、工事担任者スキルアップ
ガイドライン委員会の審議結果に基づき、平成17年12月に設立された認定資格です。最新の知識・技術
を修得するための学習を継続的に行い、その結果について認定を受けた工事担任者に与えられます。

情報通信エンジニア資格を取得するには
ＤＤ種またはＡＩ・ＤＤ総合種の資格者が対象となります。
①工事担任者資格者証受領直後に申請すると、書類審査を経て情報通信エンジニア資格を取得できます。
②工事担任者資格者証が交付されてから10ヶ月以上経過した方は、認定研修（更新研修と内容は同じです）を受講することにより、
　資格取得が可能です。
　●詳しくは情報通信エンジニアのホームページ（http://www.dekyo.or.jp/engineer/）をご覧ください。

情報通信エンジニア資格取得のメリット

工事担任者と情報通信エンジニアの違い

①最新の技術・知識を修得している工事担任者であることを証明できます。
②毎年、工事担任者スキルアップガイドライン委員会で審議・精選された更新研修テキストにより、
　最新の技術・知識を体系的に修得できます。
③業務等で多忙な方も、自宅で情報通信分野の最新動向や新技術の研修ができます。
④「情報通信エンジニアICTセミナー」に無料で参加できます。年5回実施。
　●「情報通信エンジニアICTセミナー」の内容を掲載した協会機関誌をWebで閲覧できます。
　●最新の技術動向等に関するセミナーの案内や情報等が定期的にメール配信されます。

〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2－11－1 巣鴨室町ビル6階
         03-5907-5955           http://www.dekyo.or.jp/engineer/

情報通信エンジニア資格は、年1回、日本データ
通信協会から送付される更新研修テキストを学
習し、レポートを提出する等、所定の手続きを実
施することにより更新されます。
更新研修費用： ビジネス 5,000円（学生3,000円）
 ホーム 3,000円

一般財団法人 日本データ通信協会
情報通信人材育成本部 情報通信エンジニア事務局 TEL URL

国家試験 工事担任者
資格取得

（DD種または
AI・DD総合種）

日本データ
通信協会へ申請

日本データ
通信協会へ申請

認定研修
認定研修レポートの提出

↑
更新研修テキストの受け取り

登録証および
資格者カードの

交付

情報通信エンジニア
資格取得

（ビジネスまたはホーム）

審査
・
認定

工事担任者養成
課程（eLPIT）

資格者証
の交付直後

資格者証の交付から
10ヶ月以上経過した場合

お 問 い 合 わ せ
申請書の送付先は



一般財団法人  日本データ通信協会

　

http://www.dekyo.or.jp/
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