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情報法制をめぐる動き（2018 年 7 月～ 12 月）

KDDI 総合研究所アナリスト

加 藤 尚 徳
KATO Naonori

官公庁 その他

月 日 発表元 概要 日 発表元 概要

7 2 総務省 「IoT機器に関する脆弱性調査等の実
施結果」を公表

4 特許庁 「平成 30 年 7 月に発効する特許協力条
約に基づく規則（PCT規則）の改正
の概要」を公表

4 日銀 「（論文）価格比較サイトのビッグデー
タと機械学習手法を用いた物価指数の
試算――品質調整方法の比較分析と妥
当性の検証」を公表

4 特許庁 「特許出願の早期審査・早期審理につ
いて」を公表

4 国税庁 「『特定個人情報保護評価書（全項目評
価書）（案）』に対する意見募集の結果
について」を公表

4 個人情報保護委
員会

「個人情報保護委員会デジタル・ガバ
メント中長期計画」を公表

5 欧州議会 欧州著作権指令改正案を否決

6 総務省 「東日本電信電話株式会社の光回線サ
ービスの卸売の提供の業務の運営の在
り方に関する要請」を公表

6 全銀協 「銀行法に基づくAPI 利用契約の条文
例（2018 年 7 月暫定版）について」を
公表

9 総務省 「電波法及び電気通信事業法の一部を
改正する法律の一部の施行に伴う関係
政令の整備に関する政令案に対する意
見募集の結果」を公表

9 連合 「日本・EU経済連携協定交渉に対する
連合・ETUC共同声明」を公表

9 特許庁 「減免等申請書の様式集」を公表 9 仙台地方裁判所 個人男性がヤフーが運営するインター
ネット掲示板に自身に関する虚偽の事
実を記載した投稿の削除と慰謝料を求
めた訴訟で，削除要請に応じなかった
ヤフーの過失責任を認め，削除と慰謝
料約 15 万円の支払いを命じる判決

9 特許庁 「国際出願促進交付金の交付申請手続
について」を公表

9 特許庁 「国際出願に係る手数料の軽減措置の
申請手続について」を公表

9 特許庁 「中小ベンチャー企業，小規模企業を
対象とした審査請求料・特許料・国際
出願に係る手数料の軽減措置につい
て」を公表

10 経済産業省 「平成 30 年版通商白書」を公表

11 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の一部を改正
する政令（政令第 205 号）

11 印 DoT 通信分野における新たな国家政策 
「 国 家 デ ジ タ ル 通 信 政 策 2018」
（NDCP2018）を承認したことを公表

11 省令 特許法施行規則等の一部を改正する省

◆彙　報
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令の一部を改正する省令（経済産業省
令第 47 号）

11 特許庁 「産業競争力とデザインを考える研究
会」を開催

11 消費者庁 「『第 4期消費者基本計画のあり方に関
する検討会』中間取りまとめ」を公表

11 公正取引委員会 「携帯電話事業者との契約に係るアッ
プル・インクに対する独占禁止法違反
被疑事件の処理について」を公表

12 特許庁 「PCT国際調査及び予備審査ガイドラ
イン」を公表

12 JPX 「JPXワーキング・ペーパーVol.23
『KYC業務におけるブロックチェーン
技術適用実証実験』」を公表

12 欧州議会 欧州議会 Internal Market Committee
が電子政府 “Single Digital Gateway”
（SDG) を承認

16 仏 ARCEP 「5Gロードマップ」を公表

17 総務省 「AI ネットワーク社会推進会議　報告
書 2018」を公表

17 最高裁判所第 3
小法廷

日本放送協会の放送の受信についての
契約に基づく受信料債権には，民法
168 条 1 項前段の規定は適用されない
という判決

17 総務省 「電気通信事業法施行規則の一部を改
正する省令案に対する再意見募集の結
果」を公表

17 経団連 「日EU経済連携協定（EPA）署名に
関する中西会長コメント」を公表

17 外務省 「日本国と欧州連合及び欧州連合構成
国との間の戦略的パートナーシップ協
定の署名」を公表

17 同友会 「日EU経済連携協定及び日EU戦略
パートナーシップ協定の署名につい
て」を公表

17 個人情報保護委
員会

「日EU間の相互の円滑な個人データ
移転を図る枠組み構築に係る最終合
意」を公表

17 欧州委員会 欧州委員会と日本が世界最大の安全な
データフローの枠組みを策定すること
を公表

17 個人情報保護委
員会

「個人情報保護法第 24 条に基づくEU
の指定について」を公表

17 個人情報保護委
員会

「EUとの共同プレスステートメント」
を公表

18 規則 公正取引委員会の確約手続に関する規
則等の一部を改正する規則（公正取引
委員会規則第 2号）

18 欧州委員会 Google の反競争的行為に対して 43 億
4000 万ユーロの課徴金を課すことを公
表

19 省令 電気通信事業法施行規則の一部を改正
する省令（総務省令第 45 号）

19 日商 「地域・中小企業における IT・IoT 等
の活用推進に関する意見」を公表

19 総務省 「電気通信事業法施行規則等の一部を
改正する省令案等に対する意見募集の
結果」を公表

20 厚生労働省 「『データヘルス時代の母子保健情報の
利活用に関する検討会』中間報告書」
を公表

20 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』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」を更
新

23 特許庁 「審判実務者研究会 2018 キックオフミ
ーティング」を開催
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23 消費者庁 「消費者基本計画改定工程表及び意見
募集結果」を公表

23 個人情報保護委
員会

「個人識別符号に関する海外・国内動
向の調査研究報告書（平成 30 年 3
月）」を公表

23 個人情報保護委
員会

「諸外国の個人情報保護制度に係る最
新の動向に関する調査研究報告書（平
成 30 年 3 月）」を公表

24 省令 電気通信事業法施行規則の一部を改正
する省令（総務省令第 49 号）

24 欧州委員会 家電企業 4社がネット上の再販価格拘
束を行ったとして制裁金を科す

25 総務省 「携帯音声通信事業者による契約者等
の本人確認等及び携帯音声通信役務の
不正な利用の防止に関する法律施行規
則の一部を改正する省令の制定につい
て」を公表

25 JASRAC 「著作権信託契約約款の変更について」
を公表

25 経済産業省 「経済産業省及び中小企業庁デジタ
ル・トランスフォーメーション室」を
設置

25 NISC 「『サイバーセキュリティ戦略（案）』
等に関する意見の募集の結果」を公表

26 総務省 「放送コンテンツの製作・流通の促進
等に関する検討委員会　最終報告書
（案）に対する意見募集の結果――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」
を公表

26 国民生活センタ
ー

「光回線サービスの卸売に関する勧誘
トラブルにご注意！第 2弾――安くな
ると言われても，すぐに契約しないよ
うにしましょう」を公表

26 全銀協 「手形・小切手機能の電子化に関する
検討　中間報告」を公表

27 総務省 「IoTセキュリティ総合対策　プログ
レスレポート 2018」を公表

27 NISC 「新たなサイバーセキュリティ戦略が
閣議決定されました」を公表

27 総務省 「一般社団法人テレコムサービス協会
による光コラボレーションモデルに係
る注意喚起」を公表

27 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

27 経済産業省 「『電子商取引及び情報財取引等に関す
る準則』改訂案に対する意見公募の結
果」を公表

27 消費者庁 「景品表示法に基づく法的措置件数の
推移及び措置事件の概要（平成 30 年 6
月 30 日現在）」を公表

30 東京都 「インターネット上の不当表示等 338
事業者に改善指導」を公表

31 省令 プログラムの著作物に係る登録の特例
に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令（文部科学省令第 26 号）

31 総務省 「クラウドサービス提供における情報
セキュリティ対策ガイドライン（第 2
版）」を公表

31 総務省 「『クラウドサービス提供における情報
セキュリティ対策ガイドライン（第 2
版）』（案）に対する意見募集の結果」
を公表
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31 文化庁 「プログラムの著作物に係る登録の特
例に関する法律施行規則の一部を改正
する省令案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

8 1 総務省・経済産
業省

「電子委任状の普及の促進に関する法
律の施行に伴う関係政省令案及び基本
指針案等の策定等についての意見募集
の結果」を公表

1 経済産業省 「J - クレジット制度文書の改定案に対
する意見公募の結果」を公表

2 総務省 「IoT新時代の未来づくり検討委員会
とりまとめ（案）（『未来をつかむ
TECH戦略』）に対する意見募集の結
果」を公表

2 米 FCC 通信事業者が公益事業者の電柱を利用
しやすくするための規則見直しを決定
したことを公表

3 個人情報保護委
員会

「GDPR（General Data Protection 
Regulation：一般データ保護規則）に
おける同意に関するガイドラインの日
本語仮訳」を公表

3 同友会 「マイナンバー制度に関する提言――
マイナンバー制度をわが国のデジタル
化の基盤として今こそ抜本改革せよ」
を公表

7 総務省 「NTT東西の光サービスの卸売サービ
スの事業者変更の在り方についてのタ
スクフォース報告書」を公表

7 特許庁 「意匠制度の見直しの検討課題に対す
る提案募集」を公表

7 消費者委員会 「消費者法分野におけるルール形成の
在り方等検討ワーキング・グループの
『中間整理』」を公表

9 経済産業省 「『サイバー・フィジカル・セキュリテ
ィ対策フレームワーク（案）』に対す
る意見公募の結果」を公表

10 経済産業省・総
務省

「新たなデータ流通取引に関する検討
事例集 ver2.0」を公表

10 金融庁 「仮想通貨交換業者等の検査・モニタ
リング　中間とりまとめ」を公表

15 個人情報保護委
員会

「匿名加工情報・個人情報の適正な利
活用の在り方に関する動向調査（調査
報告書）」を公表

15 ブラジル 一般データ保護法を採択

20 日司連 「『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」を公表

21 個人情報保護委
員会

「GDPR（General Data Protection 
Regulation：一般データ保護規則）に
関する，個人データ侵害通知に関する
ガイドライン，自動化された個人に対
する意思決定とプロファイリングに関
するガイドラインについて，それぞれ
日本語仮訳」を公表

21 知財高裁 「IP Judgments Database（裁判例情報
英訳）」を公表

22 消費者庁 「インターネットにおける健康食品等
の虚偽・誇大表示に対する要請につい
て（平成 30 年 4 月～ 6月）」を公表

22 二弁 「新宿区による高齢者情報の警察への
提供を直ちに中止することを求める会
長声明」を公表

23 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
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年諮問第 23 号）に関する情報通信審
議会からの第五次中間答申」を公表

24 個人情報保護委
員会

「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」を公表

24 日銀 「ITを活用した金融の高度化に関する
ワークショップ報告書（第 3期）」を
公表

24 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（EU域内から十分
性認定により移転を受けた個人データ
の取扱い編）』に関する意見募集結果」
を公表

28 総務省 「『電気通信事業分野における市場検証
（平成 29 年度）年次レポート』の公表
及び原案に対する意見募集の結果」を
公表

28 総務省 「株式会社NTTドコモによる携帯電話
不正利用防止法違反に係る是正命令」
を公表

28 総務省 「『モバイルサービスの提供条件・端末
に関する指針』及び『電気通信事業法
の消費者保護ルールに関するガイドラ
イン』の改正案についての意見募集の
結果及び改正指針等」を公表

28 消費者庁 「『毎月最低 30 万円分のビットコイン
を受け取り続けることができる』など
とうたい，多額の金銭を支払わせる事
業者に関する注意喚起」を公表

29 最高裁判所第 1
小法廷

放送法がNHKの受信契約を義務付け
る「受信設備を設置した者」にテレビ
付き賃貸物件の入居者が当たるとした
東京高裁判決を認め，受信料返還を求
めた原告（上告人）の上告を棄却する
決定

9 3 経済産業省 「ビルシステムにおけるサイバー・フ
ィジカル・セキュリティ対策ガイドラ
イン（β版）」を公表

4 総務省 「『接続料と利用者料金の関係の検証に
関する指針』の改定並びに東日本電信
電話株式会社及び西日本電信電話株式
会社に対する要請」を公表

5 特許庁 「商標早期審査・早期審理ガイドライ
ンの改訂について」を公表

5 欧州委員会 日本の個人情報保護の「十分性認定」
の採択に着手したことを公表

5 個人情報保護委
員会

「非識別加工情報に係る提案募集状況
一覧」を公表

6 総務省 「『接続料と利用者料金の関係の検証に
関する指針』の改定案に対する意見募
集の結果」を公表

6 個人情報保護委
員会

「日欧の個人データの円滑な流通に向
けての手続進む――欧州委員会による
日本に対する十分性認定に関する閣議
決定」を公表
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7 政令 不正競争防止法第十八条第二項第三号
の外国公務員等で政令で定める者を定
める政令の一部を改正する政令（政令
第 252 号）

7 経済産業省 「不正競争防止法第十八条第二項第三
号の外国公務員等で政令で定める者を
定める政令の一部を改正する政令案に
関する意見募集の結果」を公表

7 特許庁 「『ニース分類第 11-2019 版の発効』に
ついて（参考訳）」を公表

7 消費者庁 「製造物責任（PL）法の逐条解説」を
公表

7 個人情報保護委
員会

「日EU間のデータ越境移転について」
を更新

7 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（EU域内から十分
性認定により移転を受けた個人データ
の取扱い編）（案）』に関する意見募集
の結果」を公表

10 総務省 「電波利用環境委員会報告（案）に対
する意見募集の結果――高周波領域に
おける電波防護指針の在り方」を公表

11 日銀 「『アルゴリズム・AI の利用を巡る法
律問題研究会』報告書」を公表

12 政令 不正競争防止法等の一部を改正する法
律の施行期日を定める政令（政令第
257 号）

12 欧州議会 欧州著作権指令改正案を可決

12 厚生労働省 「データポリシーの策定について」を
公表

12 国土交通省 「自動運転車の安全技術ガイドライン
（案）に関する意見募集結果」を公表

13 消費者庁 「政府インターネットテレビ：～恋人
の“ふり”に要注意！～デート商法か
ら若者を守る　法改正で契約取消し可
能に！（動画）」を公表

14 消費者庁 「電話勧誘販売業者【（株）薬慎童】に
対する行政処分」を公表

14 日銀 「（論文）金融研究所DPS：ビッグデー
タと人工知能を用いたファイナンス研
究の潮流」を公表

18 国土交通省 「『無人航空機による荷物配送を行う際
の自主ガイドライン』を作成しました
～山間部等でのドローン荷物配送の本
格化に向けて～」を公表

18 会計士協会 「IT委員会研究資料第 10 号『セキュ
リティ，可用性，処理のインテグリテ
ィ，機密保持及びプライバシーに関す
るTrust サービス規準』の公表につい
て」を公表

19 アルゼンチン データ保護法を改正

20 日弁連 「産業構造審議会知的財産分科会意匠
制度小委員会『意匠制度の見直しの検
討課題』に対する意見書」を公表

20 韓国議会 「インターネット専門銀行設立及び，
運営に関する特例法」を可決し，イン
ターネット銀行への出資を一部緩和

21 総務省 「利用者に対する十分な説明等の実施
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に関するソフトバンク株式会社に対す
る要請」を公表

21 特許庁 「商標審査に『ファストトラック審査』
を導入します」を公表

25 省令 産業競争力強化法等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う経済産業省関
係省令の整備に関する省令（経済産業
省令第 59 号）

25 ブロックチェー
ン推進協会

「当協会会員企業における仮想通貨の
不正流出について」を公表

25 命令 産業競争力強化法施行令第三条の二に
規定する内閣府令・経済産業省令で定
める基準等を定める命令の一部を改正
する命令（内閣府・経済産業省令第 5
号）

25 総務省 「『地方公共団体における情報セキュリ
ティポリシーに関するガイドライン』
等の公表及び意見募集の結果」を公表

26 個人情報保護委
員会

「名簿等個人データの適正な取扱い・
利用について（注意喚起）」を公表

26 国民生活センタ
ー

「新しく上場するという仮想通貨のト
ラブル」を公表

26 個人情報保護委
員会

「個人情報の第三者提供事業等の実態
調査結果」を公表

27 特許庁 「日韓類似群コード対応表『ニース分
類・IDリスト・MGS対応版（統合
版）』」を公表

27 任天堂 「公道カートのレンタルサービスに伴
う当社知的財産の利用行為に関する東
京地裁判決について」を公表

28 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）の一部を改
正する件（個人情報保護委員会告示第
5号）

28 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（行政機関等・地方公共
団体等編）の一部を改正する件（個人
情報保護委員会告示第 6号）

28 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
（パブリックコメント）の結果」を公
表

28 経済産業省 「コーポレート・ガバナンス・システ
ムに関する実務指針（CGSガイドライ
ン）」を改訂

28 特許庁 「公報仕様　特許，実用新案　第 4.5
版」を公表

28 特許庁 「公報仕様　意匠，商標，公開・国際
商標，審決　第 10.3 版」を公表

28 公正取引委員会 「海外当局の動き（欧州委員会は，オ
ンライン取引における再販売価格を制
限した家電製造業者 4社に対して制裁
金を賦課）」を公表

28 個人情報保護委
員会

「GDPR（General Data Protection 
Regulation：一般データ保護規則）に
関する，規則第 49 条の例外に関する
ガイドライン，透明性に関するガイド
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ラインの日本語仮訳」を公表

28 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

28 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（事業者編）』及び
『（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

28 個人情報保護委
員会

「第三者が作成したプラットフォーム
やアプリを活用する場合の留意事項」
を公表

28 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）』に関する意見募集の結果」
を公表

30 米カリフォルニ
ア州議会

ネット中立性を保護する法律案を可決

10 1 経済産業省 「『サイバー・フィジカル・セキュリテ
ィ対策フレームワーク（案）』に対す
る意見公募結果」を公表

2 個人情報保護委
員会

「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
ついて」を公表

2 欧州議会 「視聴覚メディア指令（Audiovisual 
Media Services Directive）改正案」
を可決

2 欧州委員会 財務相理事会において電子書籍への軽
減税率で合意

3 経済産業省・特
許庁

「知的財産権活用企業事例集 2018」を
公表

4 個人情報保護委
員会

「英国のEU離脱に伴う影響について」
を公表

5 総務省 「ネットワーク中立性に関する研究会」
を開催

10 総務省 「モバイル市場の競争環境に関する研
究会」を開催

15 総務省・経済産
業省

「放送コンテンツ（アニメ含む）の適
正な製作取引の推進に関する取組状
況」を公表

15 IPA 「制御システムのセキュリティリスク
分析ガイド第 2版」を公表

15 公正取引委員会 「『優越的地位にある取引先からの知的
財産権・ノウハウの提供要請等に関す
る実態調査』の実施について」を公表

15 経団連 「データ活用促進のための日独政府間
協力を求める――ドイツ産業連盟・経
団連共同宣言」を公表

15 金融庁 「『コンプライアンス・リスク管理に関
する検査・監督の考え方と進め方（コ
ンプライアンス・リスク管理基本方
針）』（案）へのパブリックコメント結
果等」を公表

17 総務省 「放送コンテンツ配信連絡協議会」の
設立

17 経済産業省 「『IoTや AI が可能とする新しいモビ
リティサービスに関する研究会』中間
整理」を公表
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17 個人情報保護委
員会

「フェイスブック利用者のアカウント
情報に対する不正アクセスについて」
を公表

18 総務省 「プラットフォームサービスに関する
研究会」を開催

19 金融庁 「『金融分野におけるサイバーセキュリ
ティ強化に向けた取組方針』のアップ
デートについて」を公表

22 総務省 「行政機関・独立行政法人等における
個人情報等の取扱いに関する委託契約
の調査結果」を公表

22

‒

26

ICDPPC ベルギーのブリュッセルにて the 2018 
International Conference of Data Pro-
tection and Privacy Commissioners
（国際プライバシーコミッショナー会
議 2018）が開催される

22 個人情報保護委
員会

「個人情報の保護に関する法律に基づ
く指導について」を公表

24 金融庁 「『FinTech 実証実験ハブ』支援決定案
件の実験結果」を公表

26 府令 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管
理に関する法律施行規則の一部を改正
する内閣府令（内閣府令第 50 号）

26 内閣府 「『人工衛星等の打上げ及び人工衛星の
管理に関する法律施行規則の一部を改
正する内閣府令案』に関する意見募集
の結果」を公表

29 総務省 「放送コンテンツの適正な製作取引の
推進に関する検証・検討会議」を開催

29 経済産業省 「日印デジタル・パートナーシップに
合意しました」を公表

11 1 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・プランの
平成 30 年度改定版」を公表

5 経済産業省・総
務省・公正取引
委員会

「『デジタル・プラットフォーマーを巡
る取引環境整備に関する検討会』中間
論点整理（案）」を公表

5 経団連 「Society 5.0――ともに創造する未来」
を公表

6 消費者庁 「インターネット上の文字列情報から
把握した，消費者トラブルへの注意喚
起情報について」を公表

7 総務省 「電気通信事業分野における競争ルー
ル等の包括的検証に関する提案募集の
結果」を公表

7 文化庁 「（平成 30 年 12 月 30 日施行）環太平
洋パートナーシップに関する包括的及
び先進的な協定（TPP11 協定）の発効
に伴う著作権法改正の施行」を公表

8 日銀 「AI を活用した金融の高度化に関する
ワークショップ（第 1回AI を活用し
た金融の高度化『総論』）の模様等」
を公表

9 消費者庁 「インターネットにおける健康食品等
の虚偽・誇大表示に対する要請につい
て（平成 30 年 7 月～ 9月）」を公表
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13 消費者庁 「携帯電話等の移動系通信の端末の販
売に関する店頭広告表示についての景
品表示法上の考え方等」を公表

13 欧州委員会 「加盟国における 5G戦略に関するチェ
ックリスト」を公表

13 公正取引委員会 「『独占的状態の定義規定のうち事業分
野に関する考え方について』の一部改
正について」を公表

　 13 公正取引委員会 「『独占的状態の定義規定のうち事業分
野に関する考え方について』の一部改
正についてのパブリックコメント結
果」を公表

16 金融庁 「金融安定理事会による『サイバー用
語集』」を公表

16 経団連 「『知財紛争処理システムの見直しの検
討課題に対する提案』への意見」を公
表

21 国税庁 「仮想通貨関係FAQ」を公表 21 日弁連 「産業構造審議会知的財産分科会特許
制度小委員会『知財紛争処理システム
の見直しの検討課題』に対する意見
書」を公表

23 総務省 「『ネットワーク中立性に関する主な論
点（案）』に対する提案募集の結果」
を公表

27 総務省 「電気通信サービスに係る料金請求の
適切な事務処理の徹底等に関する
NTT東日本及びNTT西日本に対す
る指導」を公表

27 同友会 「『デジタル・プラットフォーマーを巡
る取引環境整備に関する中間論点整理
（案）』に関する意見（パブリック・コ
メント）」を公表

28 告示 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施
行令第十八条第二項第四号に規定する
国民の利便性の向上に資するものとし
て総務大臣が定める事務を定める件の
一部を改正する件（総務省告示第 392
号）

28 総務省 「民間事業者におけるマイナンバーカ
ードの利活用――エヌ・ティ・ティ・
コミュニケーションズ株式会社による
空き領域の利用」を公表

28 経済産業省 「デジタル・プラットフォーマーを巡
る取引環境整備に関する検討会」を開
催

29 知的財産戦略本
部

「価値デザイン社会実現に資する実質
的なオープンイノベーションの実施に
関するタスクフォース」を開催

29 総務省 「AI ネットワーク社会推進会議　AI
ガバナンス検討会」を開催

12 3 内閣府 「マイナンバー制度に関する世論調査」
を公表

4 総務省 「『モバイルサービスの提供条件・端末
に関する指針』に沿った端末購入補助
の適正化についてのソフトバンク株式
会社への指導」を公表

5 個人情報保護委
員会

「特定個人情報保護評価に関する規則
の改正及び特定個人情報保護評価指針

5 新経連 「『デジタル・プラットフォーマーを巡
る取引環境整備に関する検討会』中間
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の変更に関する資料（基礎項目評価書
（平成 31 年 1 月版））」を公表

論点整理（案）に対する意見を経済産
業省ほか，関係各庁に提出」を公表

6 日銀 「（論文）金融研究所DPS――暗号資産
における取引の追跡困難性と匿名性」
を公表

7 総務省 「デジタル変革時代の ICTグローバル
戦略懇談会」を開催

7 総務省 「IoT時代の電気通信番号に関する研
究会」を開催

7 総務省 「平成 30 年度『まちごとテレワーク調
査事業』の調査対象の選定結果」を公
表

10 総務省 「電波利用環境委員会報告（案）に対
する意見募集の結果――『国際無線障
害特別委員会（CISPR）の諸規格につ
いて』のうち『マルチメディア機器の
電磁両立性――イミュニティ要求事
項』」を公表

10 総務省 「電波利用環境委員会報告（案）に対
する意見募集の結果――携帯電話端末
等の電力密度の測定方法等」を公表

12 法律 サイバーセキュリティ基本法の一部を
改正する法律（法律第 91 号）

12 米 FCC 「米通信市場に関する包括的レポート」
を公表

12 経済産業省・総
務省・公正取引
委員会

「『デジタル・プラットフォーマーを巡
る取引環境整備に関する検討会』中間
論点整理」を公表

12 欧州委員会 欧州議会，歴史的な日・EU自由貿易
協定を承認

12 経済産業省・総
務省・公正取引
委員会

「『デジタル・プラットフォーマーを巡
る取引環境整備に関する検討会』中間
論点整理（案）に対する意見公募の結
果」を公表

12 経済産業省 「デジタルトランスフォーメーション
を推進するためのガイドライン（DX
推進ガイドライン）」を公表

13 欧州委員会 欧州理事会（英国を除く），英国のEU
脱退に関する結論を採択

14 全銀協 「手形・小切手機能の電子化に関する
検討会報告書」を公表

17 経済産業省 「Connected Industries の技術基盤を
支える，製品データの同一性検証に関
する日本発の国際規格が発行されまし
た」を公表

17 特許庁 「『意匠審査基準』改訂案に対する意見
募集の結果」を公表

17 個人情報保護委
員会

「計画管理書の新様式」を公表

17 個人情報保護委
員会

「個人情報保護委員会の第一期を終え
るにあたって」を公表

18 閣議決定 「日本国と欧州連合及び欧州連合構成
国との間の戦略的パートナーシップ協
定の批准について」

18 総務省 「第一種指定電気通信設備との接続の
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業務の適正化のための東日本電信電話
株式会社及び西日本電信電話株式会社
に対する指導」を公表

18 総務省 「プラットフォーマー型ビジネスの台
頭に対応したルール整備」を公表

18 経済産業省 「プラットフォーマー型ビジネスの台
頭に対応したルール整備の基本原則」
を公表

18 特許庁 「『商標法施行規則の一部を改正する省
令案』に対する意見募集の結果」を公
表

18 特許庁 「『類似商品・役務審査基準〔国際分類
第 11-2019 版対応〕（案）』に対する意
見募集の結果」を公表

19 IT 総合戦略本部 「官民データ活用推進戦略会議『デジ
タル時代の新たな IT政策の方向性に
ついて』」を公表

20 経済産業省 「“空飛ぶクルマ”の実現に向けたロー
ドマップ」を公表

20 日弁連 「産業構造審議会知的財産分科会不正
競争防止小委員会『限定提供データに
関する指針（案）』に対する意見書」
を公表

21 総務省 「『プラットフォームサービスに関する
研究会における検討アジェンダ（案）』
に対する提案募集の結果及び検討アジ
ェンダ」を公表

21 日弁連 「弁護士会照会に対する報告義務の有
無について報告義務の確認を求めるこ
とはできないと判断した最高裁判決に
ついての会長談話」を公表

21 金融庁 「『仮想通貨交換業等に関する研究会』
報告書」を公表

21 消費者庁 「『行政機関非識別加工情報』に関する
提案募集に係る公示について」を公表

25 告示 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）の一部を改
正する件（個人情報保護委員会告示第
8号）

25 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』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」を更
新

25 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）」を更新

25 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）の改正に
関する意見募集の結果」を公表

26 個人情報保護委
員会

「日欧の個人データ移転に係る相互認
証の時期について」を公表

28 個人情報保護委
員会

「『GDPR（General Data Protection 
Regulation：一般データ保護規則）に
関する，地理的適用範囲に関するガイ
ドラインについて』日本語仮訳」を公
表

28 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）」を公表


