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情報法制をめぐる動き（2016年 7月～ 12月）
官公庁 その他

月 日 発表元 概要 日 発表元 概要

7 1 経済産業省 FinTech の課題と今後の方向性に関す
る検討会合（FinTech 検討会合）第 1
回会合を開催

6 欧州議会 最重要サービスがインターネット上の
脅威に抵抗できるようにする指令を承
認

5 経済産業省 IoTセキュリティガイドラインを策定 8 日本ブロックチ
ェーン協会

電子マネー・企業ポイント・仮想通貨
の交換の可否の見解を公表

7 総務省 「IoT／ビッグデータ時代に向けた新
たな情報通信政策の在り方」（平成 27
年諮問第 23 号）に関する情報通信審
議会からの第二次中間答申

12 欧州委員会 欧米間のプライバシーシールド開始を
公表

8 総務省 「新たな情報通信技術戦略の在り方」
（平成 26 年諮問第 22 号）に関する情
報通信審議会からの第 2次中間答申を
公表

14 欧州委員会 グーグルの比較ショッピング，広告関
連慣行についてさらなる調査を行うこ
とを公表

8 総務省 情報通信審議会情報通信技術分科会技
術戦略委員会　第２次中間報告書
（案）に対する意見の募集の結果を公
表

19 経団連 データ利活用推進のための環境整備を
求める～ Society5.0 の実現に向けて

11 IT 総合戦略本部 シェアリングエコノミー検討会議第 1
回会議を開催

20 仏 CNIL Microsoft にWindows10 の問題につい
て 3ヶ月以内に法令を遵守するように
要求

15 総務省 個人情報の保護に関する実態調査＜結
果に基づく勧告＞を公表

22 Niantic ポケモン GO，スマートフォンアプリ
国内サービス開始

21 NISC 位置情報ゲーム「ポケモンGO」に関
する注意喚起について

22 総務省 平成 27 年通信利用動向調査の結果を
公表

29 総務省 平成 28 年「情報通信に関する現状報
告」（平成 28 年版情報通信白書）の公
表

29 経済産業省 原子力災害現地対策本部から株式会社
ナイアンティックに対し「ポケモン
GO」の設定について要請が行われた
ことを公表

8 2 公正取引委員会 携帯電話市場における競争政策上の課
題について公表

2 経団連 わが国の経済成長に資するコンテンツ
の海外展開支援の継続・拡充に関する
緊急要望を公表

3 NISC 企業経営のためのサイバーセキュリテ
ィの考え方（2日内閣官房策定）を公
表

4 日本ブロックチ
ェーン協会

BITFINEX社へのセキュリティ侵害
に関する影響についてを公表

26 個人情報保護委
員会

「個人データの円滑な国際的流通の確
保のための取組について」（７月 29 日
決定）を公表

26 英 ICO WhatsApp と Facebook がターゲット
広告向けにパーソナルデータを共用す
ることに懸念を表明

26 NISC 「安全な IoTシステムのためのセキュ
リティに関する一般的枠組」の決定に
ついてを公表

29 全国消防連 「個人情報の保護に関する法律施行令
の一部を改正する政令（案）」及び
「個人情報の保護に関する法律施行令
規則（案）」に関する意見（8月 26 日
提出）を公表
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30 欧州委員会 アイルランドがアップルに対し最大
130 億ユーロの違法な税優遇を行った
と認定

31 経営法友会 パブリック・コメントに付されていた
「個人情報の保護に関する法律施行令
の一部を改正する政令（案）」及び
「個人情報の保護に関する法律施行規
則（案）」について，意見を提出した
ことを公表

31 全銀協 「個人情報の保護に関する法律施行令
の一部を改正する政令（案）」および
「個人情報の保護に関する法律施行規
則（案）」に対する意見等について公
表

9 1 内閣府 クレジットカード取引の安心・安全に
関する世論調査

1 独バイエルン州 制裁に関するGDPRガイダンスを公表

9 財務省 平成 28 年 1 月から 6月までの税関に
おける知的財産侵害物品の差止状況に
ついて公表

23 EDPS ビックデータ時代における基本的権利
の一貫した執行に関する意見を公表

9 総務省 放送を巡る諸課題に関する検討会「第
一次取りまとめ」及び意見募集の結果
の公表

28 東京地裁民事 29 部 海外写真家の写真を複製した商品等に
ついて著作権侵害を認める判決

12 内閣府 「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
別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令の一部を改正する命
令案」に関する意見募集（パブリック
コメント）の結果について公表

29 英 ICO 英国が EUを離脱する前にGDPRが適
用される可能性が極めて高く，GDPR
について整備を続けることを表明

14 公正取引委員会 公取委，一般社団法人日本音楽著作権
協会による審判請求の取下げについて
（音楽著作物の著作権に係る著作権等
管理事業者による私的独占事件）公表

29 日本通信 MVNO 格安 SIM 市場倍増接続協定に
関する命令を総務省に申し立て

16 総務省 株式会社DEXに対する個人情報の適
正な管理の徹底に係る措置（指導）を
行ったことを公表

30 全銀協 個人情報の保護に関する基本方針の一
部変更案」に対する意見について公表

16 経済産業省 「大学における秘密情報の保護ハンド
ブック（案）」に対する意見募集の結
果について公表

30 日本通信 訴訟の判決（第一審）に関するお知ら
せを公表

16 IT 総合戦略本部 第１回データ流通環境整備検討会を開
催

20 消費者委員会 第 233 回消費者委員会本会議（機能性
表示食品制度，オンラインゲーム）を
開催

20 消費者委員会 スマホゲームに関する消費者問題につ
いての意見～注視すべき観点～を公表

23 総務省 無線 LANビジネスガイドライン第 2
版及び意見募集の結果の公表

26 特許庁 知財分野における地域・中小企業支援
について「地域知財活性化行動計画」
を決定したことを公表
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26 国税庁 インターネット番組「マイナンバー
（個人番号）と法定調書」を公表

27 閣議 個人情報の保護に関する法律及び行政
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の一部
を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備及び経過措置に関する政令を閣
議決定

30 IT 総合戦略本部 AI，IoT 時代におけるデータ活用ワー
キンググループ第 1回会合開催

30 内閣府 「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
別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令の一部改正」に係る意見募集
について（パブリックコメント）の結
果について公表

10 4 総務省 送を巡る諸課題に関する検討会視聴者
プライバシー保護ワーキンググループ
第 1回会合を開催

3 日本ブロックチ
ェーン協会

「ブロックチェーンの定義」を公開

5 政令 個人情報の保護に関する法律及び行政
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の一部
を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備及び経過措置に関する政令（政
令第 324 号）

4 日本ブロックチ
ェーン協会

「仮想通貨に係る消費税について非課
税取引扱いの要望」資料の公開

7 総務省 「スマートフォンの端末購入補助の適
正化に関するガイドライン」に沿った
端末購入補助の適正化に係る携帯電話
事業者への行政指導・報告徴求

7 消団連 「個人情報の保護に関する基本方針の
一部変更案（新旧対照表）」に関する
意見提出を公表

7 経済産業省 ISOでブロックチェーンの国際標準化
についての議論がはじまることを公表

19 知財高裁 4判 本邦の英字新聞社の刊行書籍に係る印
税等請求訴訟控訴審で，控訴人請求を
一部認容し原判決変更

11 経済産業省 日米 IoT分野の協力に係る覚書への署
名について公表

17
–
20

ICDPPC 第 38 回目のプライバシーコミッショ
ナー会議がモロッコで開催され，100
以上のDPAが集まり議論がなされる

11 個人情報保護委
員会

「平成 27 年度個人情報保護法の施行状
況の概要」を公表

24 米 NHTSA 米国運輸省，自動車のサイバーセキュ
リティ向上のための自動車業界に対す
るガイダンスを公開

12 個人情報保護委
員会

「平成 28 年度上半期における個人情報
保護委員会の活動実績について」を公
表

27 EU29条作業部会 より進んだ執行協力の一環として，
WhatsApp と Yahoo に対してプライ
バシー侵害懸念の書簡を送付

14 閣議 「サイバーセキュリティ基本法及び情
報処理の促進に関する法律の一部を改
正する法律の施行期日を定める政令」
及び「情報処理の促進に関する法律施
行令の一部を改正する政令」が閣議決
定

14 IT 総合戦略本部 データ流通環境整備検討会オープンデ
ータワーキンググループ第 1回会合開
催
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19 政令 サイバーセキュリティ基本法及び情報
処理の促進に関する法律の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令（政
令第 329 号）

19 総務省 「視聴環境の変化に対応した放送コン
テンツの製作・流通の促進方策の在り
方」を情報通信審議会へ諮問

19 経済産業省 情報処理の促進に関する法律施行令の
一部を改正する政令案等に対する意見
募集結果を公表

20 IT 総合戦略本部 データ活用基盤・課題解決分科会第 1
回会合開催

21 経済産業省 「情報処理安全確保支援士」制度を開
始

25 IT 総合戦略本部 データ活用基盤・課題解決分科会第 1
回会合開催

28 個人情報保護委
員会

「個人情報の保護に関する基本方針の
一部変更案」に関する意見募集の結果
について公表

11 1 総務省 「スマートフォンの端末購入補助の適
正化に関するガイドライン」に係る携
帯電話事業者への行政指導・報告徴求
に対する報告

2 全銀協 「個人情報の保護に関する法律につい
てのガイドライン（通則編，外国にあ
る第三者への提供編，第三者提供時の
確認・記録義務編及び匿名加工情報
編）（案）」に対する意見等について公
表

4 総務省 宇宙× ICTに関する懇談会第 1回会
合を開催

2 知財高裁第 4部 レコード製作者としての著作隣接権及
び実演家としての著作隣接権を有する
被控訴人から委託を受けた甲社との再
委託契約に基づき，複製されたＣＤの
レンタル事業者への販売及び楽曲の配
信を行った控訴人は，被控訴人の許諾
の有無を確認すべき条理上の注意義務
を負う等と判決

7 IT 総合戦略本部 シェアリングエコノミー検討会議中間
報告書

2 新聞協会 個人情報保護法ガイドライン（案）に
対する意見を公表

7 IT 総合戦略本部 データ活用基盤・課題解決分科会　規
制制度改革ワーキングチーム第 1回会
合開催

3 独 DPA EU域外へのパーソナルデータの国際
移転に関する調査を開始したことを公
表

8 個人情報保護委
員会

「国際的な取組について」決定を公表 15 欧州委員会 8つの新プロジェクトを承認（EUの
デジタル単一市場戦略関連　個人デー
タ保護，サイバースペースの信頼性と
セキュリティ，電子的証拠への越境ア
クセス，ICT標準化等）

11 政令 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附
則第三条の二の政令で定める日を定め
る政令（347 号）

17 ロシア データローカライゼーション要求の一
環として，LinkedIn をブロック

15 規則 特定個人情報の取扱いの状況に係る地
方公共団体等による定期的な報告に関
する規則（個人情報保護委規則 4号）
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12 5 経済産業省 「秘密情報の保護ハンドブックのてび
き；情報管理も企業力」を公表

12
–
13

EU29 条 作業部
会

データポータビリティ，DPO，主たる
監督機関に関するガイドラインについ
て公表

7 法律 「官民データ活用推進基本法」が参議
院本会議で可決・成立

8 個人情報保護委
員会

「個人データの漏えい等の事案が発生
した場合等の対応について（案）」を
公表

9 総務省 「地域 IoT実装推進ロードマップ」及
び「ロードマップの実現に向けた第一
次提言」を公表

13 省令 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の
規定による通知カード及び個人番号カ
ード並びに情報提供ネットワークシス
テムによる特定個人情報の提供等に関
する省令の一部を改正する省令（総務
省令 96 号）

13 総務省 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の
規定による通知カード及び個人番号カ
ード並びに情報提供ネットワークシス
テムによる特定個人情報の提供等に関
する省令第四十四条第二項第五号，第
四十五条第一項第四号及び第五号，第
四十六条第三項第二号並びに第四十七
条第一項第三号の規定に基づき総務大
臣が定める事項の一部を改正する告示
（総務省告示 435 号）

15 個人情報保護委
員会

「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
第十九条第八号に基づく特定個人情報
の提供に関する規則（案）」及び「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第十
九条第八号の規定により提供すること
ができる特定個人情報の範囲の限定に
関する規則（案）」に関する意見募集
の結果を公表

15 NISC 「情報セキュリティハンドブック
ver2.00」を公表

20 個人情報保護委
員会

改正個人情報保護法の全面施行日につ
いて平成 29 年 5 月 30 日とすることを
公表

22 省令 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の
規定による通知カード及び個人番号カ
ード並びに情報提供ネットワークシス
テムによる特定個人情報の提供等に関
する省令の一部を改正する省令（総務
省令 99 号）
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28 政令 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の
一部の施行期日を定める政令（政令第
405 号）

28 政令 個人情報の保護に関する法律及び行政
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の一部
を改正する法律の一部の施行期日を定
める政令（政令第 406 号）

28 経済産業省 「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」の改正案に対する意見公募の
結果を公表

　作成：加藤尚徳（KDDI 総合研究所アソシエイト）


