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情報法制をめぐる動き（2017年 1月～ 6月）
官公庁 その他

月 日 発表元 概要 日 発表元 概要

1 10 総務省 総務省，モバイルサービスの提供条
件・端末に関するガイドラインについ
ての意見募集の結果を公表

3 独ブラウンシュ
バイク裁判所

フォルクスワーゲンの排ガス不正問題
をめぐり，欧州では初の訴訟が提起さ
れる

12 厚生労働省 データヘルス時代の質の高い医療の実
現に向けた有識者検討会報告書を公開

10 JASRAC パチンコ，パチスロ店における遊技機
での上映等の管理開始について公表

12 厚生労働省 第 1回データヘルス改革推進本部を開
催

10 欧州委員会 GDPRの十分性認定に向けた対話を日
本・韓国と開始したと公表

12 経済産業省 第四次産業革命に向けた競争政策の在
り方に関する研究会（第 1回）を開催

11 米司法省 フォルクスワーゲン不正事件で立件・
罰金支払いで同意・幹部ら 6名を起訴

12 公正取引委員会 データと競争政策に関する検討会（第
1回）を開催

11 米 FCC ゼロレーティングに関するスタッフレ
ポートを公表

13 経済産業省 第 4次産業革命クリエイティブ研究会
（第 1回）を開催

12 米国とスイス プライバシーシールド合意したと公表

17 総務省 IoTサイバーセキュリティ アクショ
ンプログラム 2017 を公表

13 全銀協 「金融分野における個人情報保護に関
するガイドライン（案）」に対する意
見等を公表

20 政令 特許法施行令及び特許法等関係手数料
令の一部を改正する政令（政令第 5
号）

17 全銀協 ブロックチェーン技術の活用可能性と
課題に関する検討会（第 1回）を開催

24 法務省 個人情報の保護に関する法律（平成 27
年法律 65 号一部未施行（暫定版））英
語翻訳を公表

19 日弁連 ＰＳ移動追跡装置を用いた位置情報探
索捜査に関する意見書を公表

26 総務省 情報通信政策部会（第 52 回）の持ち
回り審議の結果を公表

26 JUMP・ゲノム
が作る新たな医
療推進委員会

代理機関の法制化に関するパブリック
コメントについて，意見書を提出した
ことを公表

27 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
会からの第三次中間答申を公表

27 日証協 「証券業界とフィンテックに関する研
究会サーベイグループ」報告書を公表

31 経済産業省 「カメラ画像利活用ガイドブック
ver1.0」を策定したことを公表

31 新経済連盟 総務省「『AI 開発ガイドライン』の策
定に向けた論点」に対する意見を提出
したことを公表

31 経済産業省 「IoTセキュリティガイドライン
（案）」に対する意見募集の結果を公表

31 経済産業省 「カメラ画像利活用ガイドブック
（案）」に対する意見募集の結果を公表

31 特許庁 特許庁産業財産権制度問題調査研究報
告書を公表

31  最高裁判所第三
小法廷

検索事業者に対し，自己のプライバシ
ーに属する事実を含む記事等が掲載さ
れたウェブサイトのＵＲＬ並びに当該
ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結
果から削除することを求めることがで
きる場合

2 1 個人情報保護委
員会

個人情報保護法の「オプトアウトによ
る第三者提供の届出」のページを新設

2 NHK 「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」の
設置について公表
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7 経済産業省 ソフトウエア製品等の脆弱性関連情報
に関する取扱規程（案）に関する意見
募集の結果について公表

3 米 FCC ゼロレーティングは消費者，競争に有
益として調査を終了したことを公表

15 政令 行政機関等の保有する個人情報の適正
かつ効果的な活用による新たな産業の
創出並びに活力ある経済社会及び豊か
な国民生活の実現に資するための関係
法律の整備に関する法律の施行期日を
定める政令（政令 18 号）

13 豪 データ漏洩に関する通知を必須化した
プライバシー修正条項を有効化

15 政令 行政機関等の保有する個人情報の適正
かつ効果的な活用による新たな産業の
創出並びに活力ある経済社会及び豊か
な国民生活の実現に資するための関係
法律の整備に関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 19 号）

14 経団連 「Society 5.0 に向けた電子政府の構築
を求める」を公表

15 総務省 行政機関等の保有する個人情報の適正
かつ効果的な活用による新たな産業の
創出並びに活力ある経済社会及び豊か
な国民生活の実現に資するための関係
法律の整備に関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
政令案に対する意見募集の結果を公表

15 日弁連 個人番号（マイナンバー）制度への対
応状況に関するアンケートの結果を公
表

16 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，「個人情報
の保護に関する法律についてのガイド
ライン」及び「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」に関するＱ＆Ａを公表

16 日弁連 「知的財産推進計画 2017」策定に係る
検討課題に関する意見書を公表

16 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）」に
関する意見募集の結果について公表

16 日弁連 ステルスマーケティングの規制に関す
る意見書を公表

17 IT 総合戦略本部 官民データ活用推進基本法の英語訳
（仮訳）を公表

21 国立情報学研究
所

匿名加工情報の適正な加工の方法に関
する報告書を公表

21 総務省 次世代ネットワーク（ＮＧＮ）等の接
続ルールに関する再意見募集の結果を
公表

23 全銀協 「『固定電話網の円滑な移行の在り方』
一次答申～移行後の IP 網のあるべき
姿～（案）」に対する意見の提出した
ことを公表

22 厚生労働省 「特定個人情報保護評価書（全項目評
価書）（案）」に対する意見募集の結果
を公表

28 人工知能学会 「人工知能学会　倫理指針」が，理事
会で承認されたことを公表

24 総務省 個人情報の保護に関する実態調査　
〈勧告に対する改善措置状況の概要〉
を公表

27 個人情報保護委
員会

匿名加工情報に関する事務局レポート
「パーソナルデータの利活用促進と消
費者の信頼性確保の両立に向けて」を
公表

28 告示 金融分野における個人情報保護に関す
るガイドライン（個人情報保護委・金
融庁告示 1号）
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28 告示 金融分野における個人情報保護に関す
るガイドラインの安全管理措置等につ
いての実務指針（個人情報保護委・金
融庁告示 2号）

28 告示 債権管理回収業分野における個人情報
保護に関するガイドライン（個人情報
保護委・法務省告示 1号）

28 告示 信用分野における個人情報保護に関す
るガイドライン（個人情報保護委・経
産省告示 1号）

28 告示 人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針の一部を改正する件（文部科
学・厚生労働告示 1号）

28 個人情報保護委
員会・法務省

「債権管理回収業分野における個人情
報保護に関するガイドライン（案）」
に関する意見募集の結果を公表

28 個人情報保護委
員会・経済産業
省

「信用分野における個人情報保護に関
するガイドライン（案）」に関する意
見募集の結果を公表

28 個人情報保護委
員会・厚生労働
省

「人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針」の改正に関するパブリック
コメント（意見公募手続）の結果を公
表

3 1 省令 電波法施行規則等の一部を改正する省
令（総務省令 7号）

3 投信協 「個人情報の保護に関する指針」の一
部改正等に関する意見募集についてを
公表

9 IT 総合戦略本部 「規制制度改革との連携による行政手
続・民間取引 IT化に向けたアクショ
ンプラン　中間整理」を公表

7 JASRAC ファイル共有ソフト「Shareaza」を用
いた音楽ファイルの違法アップロード
者をはじめ全国 7警察が 9名を送致

9 金融庁 日本と英国の金融規制当局が，革新的
なFinTech 企業を支援するための協
力枠組みに関する書簡交換を公表

10 英 Ofcom Openreach の法的分離についてBTと
合意したことを公表

9 金融庁 ブロックチェーン技術を活用した金
融・経済取引等に関する国際的な共同
研究について公表

13 ディー・エヌ・
エー

第三者委員会調査報告書の全文開示公
表

10 条約 知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定を改正する議定書（条約第 3条）

16 全銀協 ブロックチェーン技術の活用可能性と
課題に関する検討会報告書を公表

10 告示 知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定を改正する議定書の効力発生に関
する件（外務省告示第 86 号）

16 日弁連 弁護士業務におけるマイナンバーの取
扱いに関するQ&Aを公表

10 総務省 「IoT国際競争力指標」の策定・公表 16 日商 「知的財産政策に関する意見」につい
て

10 総務省・経済産
業省

「新たなデータ流通取引に関する検討
事例集 ver1.0」の公表

20 駐日 EU代表部 日本とのデータ保護と流通に関する対
話の開始を受けた共同声明

13 金融庁 日本・シンガポール，FinTech 協力枠
組みを構築したことを公表

21 大弁 いわゆるＧＰＳ捜査に関する最高裁大
法廷判決についての会長声明を公表

13 個人情報保護委
員会

中小企業サポートページ（個人情報保
護法）を開設したことを公表

27 二弁 情報公開訴訟におけるインカメラ審理
を立法により導入するよう求める意見
書を公表
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14 経済産業省・国
土交通省

自動走行ビジネス検討会報告書『自動
走行の実現に向けた取組方針』を公表

29 経団連 柔軟な権利制限規定のあり方－文化審
議会法制基本問題小委員会中間まとめ
に対するコメント－を公表

17 総務省 マイナンバーカード利活用推進ロード
マップ等を公表

30 日弁連 個人番号（マイナンバー）制度への対
応状況に関するアンケートの結果を公
表

17 経済産業省 「情報処理の促進に関する法律施行規
則第一条に規定する経済産業大臣の認
定について定める告示（案）」に対す
る意見募集の結果を公表

20 経済産業省 我が国産業が目指す姿（コンセプト）
として「Connected Industries」を公
表

21 経済産業書 日EU間のデータ流通円滑化に向けた
共同プレスステートメントを発出した
ことを公表

21 経済産業省 日欧 IoT分野の協力に係る覚書への署
名が行われたことを公表

23 総務省 インターネットバンキングに係るマル
ウェアに感染した端末の利用者に対す
る注意喚起の実施

23 総務省 アイ・ティ－・エックス株式会社によ
る携帯電話不正利用防止法違反に係る
是正命令等

24 政令 情報通信技術の進展等の環境変化に対
応するための銀行法等の一部を改正す
る法律の施行期日を定める政令（政令
46 号）

24 府令 仮想通貨交換業者に関する内閣府令
（内閣府令 7号）

24 命令 電子記録債権法施行規則の一部を改正
する命令（内閣府・法務省令 2号）

24 経済産業省 GMOペイメントゲートウェイ株式会
社に対して個人情報保護法に基づく報
告を求めたことを公表

24 文部科学省 平成 28 年度「学術情報基盤実態調査」
ー大学における大学図書館及びコンピ
ュータ・ネットワーク環境の現状につ
いてーを公表

24 警察庁 「情報通信技術の進展等の環境変化に
対応するための銀行法等の一部を改正
する法律の施行に伴う関係国家公安委
員会規則の整備に関する規則案」に対
する意見の募集結果を公表

27 IT 総合戦略本部 「農業情報の標準化に関するロードマ
ップ」及び「個別ガイドライン」を改
定したことを公表

28 省令 電気事業法等の一部を改正する等の法
律の施行に伴う経過措置に関する省令
の一部を改正する省令（経産省令 24
号）
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28 総務省・経済産
業省

IoT関連の様々な政策を連携して進め
るため局長級連携チームを発足したこ
とを公表

28 経済産業省 平成 28 年情報通信業基本調査の結果
を公表

29 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
める命令の一部を改正する命令案」に
係る意見募集の結果を公表

29 経済産業省 「経済産業分野のうち個人遺伝情報を
用いた事業分野における個人情報保護
ガイドライン」の改正案に対する意見
募集の結果を公表

29 経済産業省 「ブロックチェーン技術を活用したシ
ステムの評価軸 ver1.0」を策定したこ
とを公表

29 個人情報保護委
員会

「（別冊）金融業務における特定個人情
報の適正な取扱いに関するガイドライ
ン」に関するＱ＆Ａを更新

29 個人情報保護委
員会

特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドラインを更新

29 個人情報保護委
員会

「特定個人情報の適正な取扱いに関す
るガイドラインの一部を改正する件
（告示案）」に関する意見募集結果を公
表

31 個人情報保護委
員会

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）及び個人情
報の保護に関する法律についてのガイ
ドライン（匿名加工情報編）の一部を
改正

31 個人情報保護委
員会

「金融機関における個人情報保護に関
するＱ＆Ａ」を公表

31 個人情報保護委
員会

行政機関等個人情報保護法に関する委
員会規則（案）及びガイドライン
（案）に関する意見募集結果を公表

4 7 特許庁 模倣対策マニュアル，知的財産権侵害
判例・事例集，調査報告書を公表

3 米国 トランプ大統領，FCCのブロードバ
ンド・プライバシー規則を無効とする
法案に署名

7 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業報告
を公表

5 日銀 公開鍵暗号型の高機能暗号を巡る研究
動向を公表

7 特許庁 産業財産権制度問題調査研究報告書を
公表

5 欧州議会 英国のEU離脱の主要承認条件を採択

10 経済産業省 IoT・ビッグデータ・AI を活用したス
マート保安先行事例集を公表

12 日銀 日本銀行決済機構局・金融市場局合同
コンファレンス「AI と金融サービ
ス・金融市場」（4月 13 日）の資料を
公表
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11 省令 行政機関の保有する個人情報の保護に
関する法律施行令第十八条第三項第一
号に掲げる行政機関等が保有する保有
個人情報に係る開示請求の手続に関す
る省令の一部を改正する省令（経産省
令 41 号）

13 全銀協 「ブロックチェーン連携プラットフォ
ーム」（仮称）の基本構想について公
表

11 特許庁 グローバル知的財産・標準化戦略に関
するケース教材を公表

14 国セン こんなはずじゃなかったのに！ “格安
スマホ ”のトラブル報告書を公表

11 国税庁 「特定個人情報保護評価書（全項目評
価書）（案）」に対する意見募集結果を
公表

18 新経済連盟 規制改革推進会議で議論されている論
点に関してデータ利活用促進等の観点
から緊急コメントを公表

12 特許庁 「マドリッド協定議定書に基づく国際
商標出願に関する各国商標法制度・運
用」報告書（平成 28 年度）を公表

20 NISC EU諸国及び米国における情報共有体
制に関する調査報告書を公表

12 特許庁 「平成 28 年度知的財産に関する日中共
同研究報告書」を公表

21 生保協 高齢者に配慮した取組みの推進に関す
る提言書－「マイナンバー制度の民間
活用」への提言－を公表

13 警察庁 自動運転の段階的実現に向けた調査研
究報告書とその概要を公表

25 日証協 「証券業界とフィンテックに関する研
究会サーベイグループ」報告書【英語
版】を公表

14 個人情報保護委
員会

医療関連分野ガイダンス 4本を公表 25 日弁連 平成 29 年 4 月付け「独占禁止法研究
会報告書」に対する会長声明

18 告示 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定める件（総務
省告示 152 号）

27 独連邦議会 連邦データ保護法（DSAnUG-EU）の
調整に関する法案を可決

19 経済産業省 「第四次産業革命を視野に入れた知財
システムの在り方に関する検討会」の
報告書を公表

27 英議会 デジタル経済法案（The Digital Econ-
omy Bill 2016-17 has today received 
Royal Assent）を可決

21 個人情報保護委
員会

「認定個人情報保護団体の認定等に関
する指針（案）」に関する意見募集の
結果を公表

29 書協 文化審議会著作権分科会法制・基本問
題小委員会中間まとめに対する意見を
公表

24 経済産業省 電子商取引に関する市場調査の結果を
公表

24 経済産業省 ウェアラブル等の ITを活用した働き
方改革に係る懇談会を開催

24 厚生労働省 「特定個人情報保護評価書（全項目評
価書）（案）」に対する意見募集の結果
を公表

24 文化庁 文化審議会著作権分科会法制・基本問
題小委員会中間まとめに関する意見募
集の結果を公表

25 公正取引委員会 独占禁止法研究会報告書を公表

27 告示 放送受信者等の個人情報保護に関する
ガイドラインを定める件（総務省告示
159 号）
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27 告示 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に伴う個
人情報保護委員会関係規則の整備に関
する規則（個人情報保護委規則 3号），
特定個人情報保護評価指針の一部を改
正する件（個人情報保護委告示 8号）

27 総務省 放送受信者等の個人情報の保護に関す
る指針の改正案に対する意見募集の結
果を公表

27 特許庁 外国知的財産制度に関する調査研究報
告 - 産業財産権制度各国比較調査研究
報告書を公表

27 特許庁 特許庁における人工知能（AI）技術の
活用に向けたアクション・プランを公
表

28 総務省 「データ流通プラットフォーム間の連
携を実現するための基本的事項」の公
表

28 経済産業省 「データ流通プラットフォーム間の連
携を実現するための基本的事項」を公
表

28 厚生労働省 サイバーセキュリティ戦略本部長の勧
告に対する報告書を公表

28 特許庁 地域別知的財産活動に関する調査報告
書を公表

5 8 経済産業省 FinTech（フィンテック）に関する初
めての総合的な報告・提言「FinTech
ビジョン」を公表

10 欧州委員会 デジタルシングルマーケット戦略に関
する中間レビューを公表

9 経済産業省 産構審知的財産分科会営業秘密の保
護・活用に関する小委員会「第四次産
業革命を視野に入れた不正競争防止法
に関する検討　中間とりまとめ」を公
表

12 新経済連盟 デジタルファーストの実装に向けた政
策提言を提出したことを公表

9 経済産業省 「標準関連発明について一層的確な特
許権を取得することが可能となります
～特許庁と国際電気通信連合（ITU），
特許と標準の分野における協力に合意
～」について公表

12 企業年金連 改正個人情報保護法を踏まえた個人情
報保護管理規程（雛型）を掲載

15 総務省 「世界的な不正プログラムの感染被害
について（注意喚起）」を掲載

12 伊 DPA WhatsApp に 3,000,000 ユーロの制裁
金を科したことを公表

16 総務省 「インターネット上に公開された個人
に関する情報等の取扱いに関する研究
会」の開催

16 企業年金連合会 改正個人情報保護法を踏まえた個人情
報保護管理規程（雛型）を一部修正し
たことを公表

16 特許庁 意匠・商標出願動向調査報告書（平成
28 年度報告書）を公表

16 国セン 「知人から誘われた仮想通貨への投資　
もうかるはずが…」を公表
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17 総務省 郵便事業分野における個人情報保護に
関するガイドライン及び解説並びに信
書便事業分野における個人情報保護に
関するガイドライン及び解説の改正案
に対する意見募集の結果の公表

16 日証協 パブリックコメントの募集の結果につ
いて（「個人情報の保護に関する指針」
等の一部改正について）公表

17 経済産業省 日アセアン知財共同声明採択及び知財
アクションプラン合意したことを公表

16 仏 CNIL Facebook Inc. と Facebook Ireland に
150,000 ユーロの制裁金を科したこと
を公表

　 19 総務省 「地方公共団体が保有するパーソナル
データに関する検討会報告書」を公表

17 日証協 「個人情報の取扱いに関する苦情処理
業務規則」の一部改正したことを公表

23 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」の廃止を公表

18 日司連 我が国の IT戦略の新たなフェーズに
向けて（骨子素案）に対する意見を公
表

24 法務省 知的財産に関する調査結果を公表 18 欧州委員会 Facebook のWhatsApp 買収に対して
110,000,000 ユーロの制裁金を課したこ
とを公表

24 国土交通省 「公共交通分野におけるオープンデー
タ推進に関する検討会」中間整理を公
表

18 米 FCC ネット中立性規則の見直しとブロード
バンドの再分類を正式に提案

24 個人情報保護委
員会

オプトアウトによる第三者提供の届出
の公表を開始

22 企業年金連 改正個人情報保護法を踏まえた個人情
報保護管理規程（雛型）を一部字句修
正したことを公表

25 総務省 「放送を巡る諸課題に関する検討会 地
域における情報流通の確保等に関する
分科会」取りまとめ及び意見募集の結
果を公表

23 国セン 「ワンセグ機能付き携帯電話所有者の
NHKとの放送受信契約締結義務」を
公表

26 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第
十九条第十四号に基づき同条第十二号
に準ずるものとして定める特定個人情
報の提供に関する規則の一部を改正す
る規則（個人情報保護委員会規則第 4
号）

23 国セン 「格安スマホ　契約前にサービス内容
を確認しましょう」を公表

29 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
第二十二条第一項の規定により提供す
べき情報の属する年度を定める告示
案」に関する意見募集（パブリックコ
メント）の結果を公表

25 英 ICO Information Rights Strategic Plan を
公表

29 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第
十九条第十四号に基づき同条第十二号
に準ずるものとして定める特定個人情
報の提供に関する規則の一部を改正す
る規則（個人情報保護委員会規則第 4
号）

29 新聞協 改正個人情報保護法の全面施行にあた
っての声明を公表
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29 規則 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
する省令等の一部を改正する省令（総
務省令第 40 号）

29 民放連 改正個人情報保護法の全面施行にあた
っての報道委員長声明を公表

29 告示 特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン（事業者編）等の一部を
改正する件（平成 29 年個人情報保護
委員会告示第 11 号）

29 帝国データ 「個人情報保護委員会へのオプトアウ
ト届出書の提出と受領について」を公
表

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
第二十二条第一項の規定により提供す
べき情報の属する年度を定める告示
案」に関する意見募集（パブリックコ
メント）の結果を公表

30 日弁連 個人情報保護方針（改正）および特定
個人情報等保護方針を公表

30 規則 会計検査院の保有する個人情報の保護
に関する権限又は事務の委任に関する
規則の一部を改正する規則（会計検査
院規則第 5号）

30 東弁 個人情報保護方針を改定したことを公
表

30 規則 国家公安委員会個人情報管理規則の一
部を改正する規則（国家公安委員会規
則第 6号）

30 音楽教育を守る
会

JASRACに対する「債務不存在確認訴
訟の提起」を決定

31 個人情報保護委
員会

平成 29 年度の活動方針を公表 30 仏 ARCEP フランスにおけるインターネットの現
状に関する報告書を公表

31 信託協 認定個人情報保護団体に係る「個人情
報の保護と利用に関する指針」および
「個人データの安全管理措置等に関す
る指針」を一部改正したことを公表

6 2 金融庁 「仮想通貨交換業者に関する内閣府令
第二十三条第一項の規定に基づき金融
庁長官が指定する規則を定める件
（案）」を公表

7 JASRAC 音楽教室における演奏等に関して，使
用料規程への条項新設，その他文言等
変更を文化庁に届出，当該規定を公表

5 経済産業省 「電子商取引及び情報財取引等に関す
る準則」を改訂

13 JASRAC BGMを利用する美容室などの店舗に
対して全国一斉に法的措置

6 公正取引委員会 「データと競争政策に関する検討会」
報告書を公表

20 音楽教育を守る
会

JASRACによる音楽教室における著作
物の使用料徴収に対し，東京地裁に
「音楽教室における著作物使用にかか
わる請求権不存在確認訴訟」を提起

6 個人情報保護委
員会

平成 28 年度個人情報保護委員会年次
報告を公表

27 欧州委員会 Google の反競争法違反に対して，
2,420,000,000 ユーロの制裁金を科した
ことを公表

14 総務省 インターネット上に公開された個人に
関する情報等の取扱いに関する研究会
（第 1回）を開催

29 全銀協 盗難通帳，インターネット・バンキン
グ，盗難・偽造キャッシュカードによ
る預金等の不正払戻し件数・金額等に
関するアンケート結果および口座不正
利用に関するアンケート結果を公表

16 内閣府 マイナンバー制度による情報連携の開
始について公表
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21 金融庁 「FinTech 時代のオンライン取引研究
会」の設置について公表

23 省令 電気通信回線による登記情報の提供に
関する法律施行規則の一部を改正する
省令（法務省令 26 号）

23 総務省 法令データベース「e-Gov 法令検索」
のリニューアル公開

23 経済産業省 模倣品・海賊版対策の相談業務に関す
る年次報告（2017 年版）を公表

27 総務省 ソフトバンク株式会社による携帯電話
不正利用防止法違反に係る是正命令

27 総務省 株式会社ラネットによる携帯電話不正
利用防止法違反に係る是正命令等

28 経済産業省 第四次産業革命に向けた競争政策の在
り方に関する研究会報告書を公表

28 経済産業省 「クレジットカードデータ利用に係る
API 連携に関する検討会」の中間取り
まとめを公表

29 経済産業省 「特許行政年次報告書 2017 年版」を取
りまとめ～『特許庁の「第四次産業革
命」への対応』を特集～を公表

30 総務省 特定電子メール等による電子メールの
送受信上の支障の防止に資する技術の
研究開発及び電子メール通信役務を提
供する電気通信事業者によるその導入
の状況について公表

30 金融庁 FinTech サポートデスクについて（30
日更新）共通して寄せられた質問事
項・回答内容の概要（FAQ）を公表

30 個人情報保護委
員会

情報連携の対象となる独自利用事務の
事例を更新

　作成：加藤尚徳（KDDI 総合研究所アソシエイト）


