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第１章

調査の概要と背景

１-１ 背景と目的
経済社会全般においてデジタル化が進展している。IT の急速な技術革新により、全ての
ものがインターネットを介して接続するようになるとともに、これまでとはスケールが異
なるデータを収集、蓄積することが可能となった。また、データの解析・処理技術が飛躍
的に向上し、活用の幅が急速に拡大している1。こうした環境を踏まえ、デジタル化された
データの流通は、企業活動や、より広く、経済社会活動全般に大きく影響を与えるものと
なることが期待される。
グローバルな経済活動の見地からもデータの流通は不可欠のものとなっているが、デー
タ利活用のシステムに関する課題として「諸外国の戦略を踏まえたデータの域内、域外の
流通に関する制度整備が十分ではない」ことが指摘されている2。
こうしたなかデータローカライゼーション義務に代表されるように、近年、電子商取引・
デジタル貿易に影響を及ぼす保護主義的な国内規制、域内規制に係る制度や政策が急増し
ている。データの国境を越えた流通や利活用も対象に含むデジタル貿易に係る各国の法制
度、規制、政策等は多岐にわたり、それぞれ異なる様相を呈している。こうした各国の規
制の状況について情報を収集、整理していくことは、デジタル貿易分野での国際ルール形
成に向けた検討を行ううえで有意義であるとともに、当該ルール形成において日本がリー
ダーシップを発揮し、企業の自由闊達な事業活動を後押ししながら国民が適正に保護され
る新時代のルール形成に資するものとなる。そこで、本調査では、各国のデジタル貿易に
関連する規制について情報収集し、規制の目的や分野、規制が対象とするデータの種類等
に着目しつつ整理し、もってデジタル貿易分野における国際貿易ルールについて検討する
際の一助とし、デジタル貿易産業の発展に資することを目的とした。

１-２ 調査内容
概要
本調査は、①代表的な国・地域のデジタル貿易に関連する制度的規制を調査するととも
に、②これらの制度的規制をマトリクスの形式で整理のうえ俯瞰した。さらに、③制度的
規制の背景にある政策ならびにデジタル化の進行等を併せて把握し、④デジタル貿易分野
における国際ルールに関して考察を加えた。これらのうち、①、③および④は本報告書の
第 2 章以降に記載し、②は別添としている。
報告書の構成としては、第 2 章でデジタル化の進行を定量的に把握し、そのうえで、第 3
章では、代表的な国・地域毎のデジタル貿易に関する制度的規制の調査として、制度的規
1

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「新たな技術革新やビジネスモデルに対応した企
業法制の在り方に関する実態調査報告書」（平成 28 年 3 月）
2
産業構造審議会新産業構造部会事務局「新産業構造部会 「Society 5.0・Connected Industries
を支える「ルールの高度化」
」
（平成 29 年 4 月 5 日）
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制に関し、個人情報および個人情報以外の情報（ビジネス情報と称している）を対象とす
る措置またはこれらに関連する措置について、すでに発効済みの法規制を中心としながら
も、データの流通やデジタル貿易の観点から重要度が高いと思われる法案や政策文書等の
新しい動きも把握に努めた。その際に、後述する「制度的規制に関するマトリクス」でも
用いた制度的規制の目的や分野に着目し、整理を行った。
続いて、第 4 章では、主要な規制分野の概況として、サーバの国内設置義務や越境情報
移動を含むデータローカライゼーション、プラットフォーム規制、ソースコード開示要求
を含むセキュリティ強制規格等、フェアユースおよび公序良俗といった、電子商取引・デ
ジタル貿易に影響を及ぼす代表的な規制等に着目し、調査対象国・地域の規制の概況や趨
勢を整理した。第 3 章では措置の目的・分野に着目したのに対し、第 4 章では異なる切り
口での横断的な検討を行った。すなわち、複数の目的や分野に関連し得る典型的な規制措
置であるデータローカライゼーションとプラットフォーム規制、貿易阻害性が指摘される
セキュリティ強制規格等を取り上げた。加えて、措置の目的と同じ切り口である公序良俗、
知的財産保護の射程内であるフェアユースについて、目的・分野の分析例として記載した。
結語においては、電子商取引／デジタル貿易に関わる主要な国際ルール・フォーラムの
現状を踏まえて国際ルール策定に係る考察を試みた。
制度的規制に関するマトリクス
本調査では、本報告書の別添として「制度的規制に関するマトリクス」を作成した。同
マトリクスに関しては、詳細は第 3 章の末尾で詳述するとおり、1 か国・地域を 1 表とし、
縦軸にデータの種類等、横軸に措置の目的や分野をとって整理した。マトリクスの作成に
あたっては、分類軸のうち「横軸」には、制度的規制等の措置の目的や分野として、貿易・
投資の国際的な枠組みにおいて、将来の電子商取引／デジタル貿易にかかわる検討に資す
ると思われる事項の順に、重複・関連がある分野を隣接して配置している。項目のうち「目
的」とは措置（法・規制等）の目的条項等に示される事項、
「分野」とは WTO 各協定や FTA
の章にあたる事項を念頭に置いている。
これまで、電子商取引は WTO 協定における物品貿易に関するルールである GATT とサー
ビス貿易に関するルールである GATS のいずれで規律すべきかといった議論などがなされ
てきた。また、TPP 協定をはじめとする自由貿易協定等の電子商取引章におけるルールなど
もあるなか、どの規律でどこまで規律すべきかを検討するためのマトリクスも選択肢とな
った。しかしながら、本調査では、
「GATT か GATS かという狭い議論ではなく、電子商取
引の発展という目的に適う3」規律のありかたの検討に資することを重視し、措置の目的や
分野まで踏み込んでの分類を試みている。すなわち、各国・地域では、いかなる目的・分
野の措置がどこまで導入されているか、デジタル貿易が自由で活発に展開するための環境
確保と、それを制限することが正当化される政策目的のバランスの把握や、新たな国際ル
3

経済産業省通商政策局編「2017 年版不公正貿易報告書」
（2017 年）p.539。
6

ールの在り方の検討に資することを意図している。
以上なども踏まえ、マトリクスの横軸は次のとおりとした。
プライバシー保護

消費者保護

文化保護・表現の自由

知的財産保護

安全保障・サイバーセ
キュリティ

公序良俗

政府調達・公共調達

投資保護・投資促進・
投資管理

関税・数量制限

競争環境の維持

基準認証

金融

電気通信

国内産業の保護（電気
通信、金融以外）

人の移動

そ の 他 内国 税 等を 含
む

「縦軸」には、措置が対象とするデータの性質、または措置とデータとの関連性につい
て、(i) 個人情報を対象とする措置・個人情報に関連する措置、(ii) ビジネス情報を対象と
する措置・個人情報に関連する措置および(iii) データを直接のターゲットとする措置では
ないが、データにも関連し得る措置、を項目とした。
(i)および(ii)はデータそのものの措置を対象とし、主なデータの特性によって(i)と(ii)を分
類している。(iii)はデータが付随する物品（装置や機器）等に関する措置である。
本調査では、情報・データの管理者等の主体ではなくデータそれ自体の性質に着目して
いる。例えば、政府や公共団体が管理する「公共データ」という概念については、管理す
る主体が政府または公共団体であることを以て区分するものであり、そのなかに個人情報
や企業活動を通じて創造されたデータが含まれうること、同種の情報やデータを民間企業
等も保有し得ること（たとえば気象庁と民間気象予報会社による同種の気象データの保有）
などから、マトリクスの縦軸においては区分を設けていない。ただし、情報公開法に類す
る、政府等が所有する情報に対するアクセスについての法令群は多くの国において導入さ
れているため、報告書の第 3 章においては政府・公的機関が保有する情報に関する措置に
ついて整理している。
調査対象国
本調査では、日本との経済関係の緊密性、経済連携協定や経済枠組みの進展、保護主義
的な規制や特徴的な規制の導入の状況等から有用性が高いと思われる以下の 15 か国・地域
を調査対象とした。これらの国・地域は概ね一人当たり GDP の規模の順に、地域的な隣接
性等を考慮し、第 3 章ならびに第 4 章において以下の順に記載している。
(1)

日本

(2)

米国

(3)

カナダ

(4)

豪州

(5)

EU

(6)

ドイツ
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(7)

フランス

(8)

韓国

(9)

ロシア

(10)

ブラジル

(11)

中国

(12)

タイ

(13)

インドネシア

(14)

ベトナム

(15)

インド

情報の制約等
なお、上記の国・地域は、英語による一次情報の公開が進んでいる米国、カナダ、豪州、
EU およびインド、英語が公式語ではなく、すべての法律原文の把握が困難で、一部につい
て法律の英訳は弁護士事務所や研究機関などが公表する仮訳に依らざるを得ないドイツ、
フランス、韓国、ロシア、ブラジル、中国、タイ、インドネシア、ベトナム等によって情
報入手可能性の度合いに相違がある。各国政府、研究機関等が公表する二次情報を可能な
限り参照し、詳細に脚注に記録しているが、これら二次情報は必ずしもバックデータが確
認できるもののみではなく、法案の現状等を明確にすることが困難なものも含まれるとと
もに、特定分野における法規制の不在を確認することが難しい場合もある。
各国・地域の関連する法的規制等を抽出するにあたっては、前述のとおり、データの流
通やデジタル貿易の観点から重要度が高いもしくは国・地域の特徴を表すと思われるもの
を取り上げ、可能な範囲で一次情報の確認に努めた。しかしながら、情報入手の制約から、
必ずしもすべての国・地域の情報を一律に取り上げ、同レベルの説明を行うものではない。
さらに、法規制の内容を中心に記載している部分については、実施状況の確認を伴うもの
ではない。
なお、本報告書は経済産業省と弊社の契約に基づき作成されたものであり、第三者が本
報告書を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任を負うものではない。
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第２章

15 か国・地域のデジタル化の進行等

本調査の対象 15 か国の情報通信コミュニケーションや電子商取引は、インターネット利
用環境の整備・普及やスマートフォン等の新たなデバイスの普及に伴い、拡大傾向にある
と指摘されている。
ただし、次の図表１に示すように、
「先進国」と「開発途上国」4では国内のインターネッ
ト利用者の割合に大きな差異がみられる。2016 年に利用者の平均割合が約 8 割（79.6%）に
到達した先進国に比べ、依然としてインターネットの利用者割合が過半に満たない開発途
上国（39.0%）では、今後、スマートフォン等、インターネットにアクセス可能な情報通信
機器の急激な普及が見込まれるなか5、デジタル化に対応した法制度の整備が喫緊の課題で
あると推察される。
また、図表 1 の縦軸は、2005 年と 2016 年の 2 時点のインターネット利用者の割合の変化
率を示すものであるが、インド（12.37 倍）
、インドネシア（7.04 倍）
、中国（6.24 倍）など
では国内のインターネット利用者の割合が急拡大しており、インターネット利用者の割合
【図表１-横軸】が同程度の水準にあるベトナムやタイとは、国内のネット環境整備・普及
（変化のスピード）に違いが見受けられる。
図表１ 対象国における国民のインターネットの利用状況
14.00
インド

12.00
10.00
8.00

インドネシア
中国

6.00
開発途上国

-

利
用
者
の
割
合
の
変
化
率
（
05
16
年
）

4.00

ロシア

ベトナム
タイ
世界全体

2.00

ブラジル
先進国
アメリカ

0.00
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

フランス
豪州

80.0

日本
韓国
ドイツ
カナダ
90.0
100.0

インターネット利用者の割合（16年）

資料）ITU "Country ICT data（until 2016）-Percentage of Individuals using the Internet ", "Global and regional ICT
data" より作成。
4

OECD メンバー国を「先進国」
、非メンバー国を「開発途上国」とした。
電子商取引の市場規模は、スマートフォンの普及等に伴うインターネットの利用者の増加
などを受け、今後急拡大していくことが指摘されている。特に途上国については、「現時点
では高くないインターネット比率や、主要決済手段であるクレジットカードの保有率、物
流の質などが向上する余地があるため、今後の環境整備にともない先進国以上に市場が拡
大すると考えられる」
（参考：JETRO「電子商取引に関する貿易ルール構築（2017 年 10 月
16 日）
」
）と指摘されている。
5

9

さらに、2005-16 年の期間を対象に、対象国のインターネット利用者の割合の時系列推移
をみたものが次の図表である。
フランスを除く先進国はインターネットの利用者割合が 2005 年時点で既に７割程度とな
っており、その後、10 年間で緩やかに拡大している。こうした傾向はオーストラリアや韓
国にもみることができる。一方、インドやインドネシアは依然としてインターネットの利
用者割合は３割程度に留まるが、その割合は 2013、14 年頃から急速に拡大している。ただ
し、同じく利用者割合が大きく拡大している中国やロシアでは、これら２か国に比べ、近
年の各年伸び率はなだらかである。
図表２ 対象国におけるインターネット利用者の割合の時系列変化（2005-16 年）
【利用者の割合】
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90%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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日本

オーストラリア

韓国
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インド

インドネシア

タイ

ブラジル

ベトナム

ロシア

中国

【2005 年=100 とした指数】
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資料）ITU "Country ICT data（until 2016）-Percentage of Individuals using the Internet ", "Global and regional ICT
data" より作成。
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（参考）図表３ 対象国のデジタル化の状況
人口

名目GDP

（単位：100万人）

（単位：100万米＄）

2016年

2015年

1人あたり
名目GDP
（単位：100万米＄）

2015年

インターネット利用者の割合
(単位：％）

2005年 2010年 2016年

人口100人あたりの
携帯電話契約件数
（単位：件）

携帯電話契約件数（加入件数）
(単位：千件）

05-16の
変化率

2005年

2010年

2016年

2005年 2010年 2016年

固定ブロードバンド
契約件数（加入件数）
(単位：千件）
05-16の
変化率

2005年

2010年

人口100人あたりの
固定ブロードバンド契約件数
（単位：件）

2016年

2005年 2010年 2016年

05-16の
変化率

324.1

18,036,648

56,054

68.0

71.7

76.2

1.12

203,700

285,118

395,881

69.0

92.4

122.9

1.78

51,156

84,522

106,327

17.3

27.4

33.0

1.90

1,326.8

2,116,239

1,614

2.4

7.5

29.5

12.37

90,140

752,190

1,127,809

7.9

61.1

85.2

10.81

1,348

10,990

18,653

0.1

0.9

1.4

11.96

260.6

861,934

3,346

3.6

10.9

25.4

7.04

46,910

211,290

385,573

20.7

87.1

147.7

7.14

108

2,280

5,227

0.0

0.9

2.0

41.95

オーストラリア

24.3

1,230,859

51,352

63.0

76.0

88.2

1.40

18,420

22,500

26,551

91.0

101.7

110.1

1.21

2,016

5,510

7,374

10.0

24.9

30.6

3.07

カナダ

36.3

1,552,808

43,206

71.7

80.3

89.8

1.25

17,017

25,825

30,752

52.7

75.6

84.7

1.61

7,004

10,817

13,387

21.7

31.7

36.9

1.70

韓国

50.5

1,377,873

27,397

73.5

83.7

92.8

1.26

38,342

50,767

61,296

78.7

102.5

120.7

1.53

12,191

17,194

20,556

25.0

34.7

40.5

1.62

タイ

68.1

395,168

5,815

15.0

22.4

47.5

3.16

30,460

71,726

119,669

46.6

106.7

173.8

3.73

555

3,252

7,219

0.8

4.8

10.5

12.35

1,382.3

11,158,457

8,109

8.5

34.3

53.2

6.24

393,406

859,003

1,364,934

29.8

63.2

97.3

3.27

37,350

126,337

322,597

2.8

9.3

23.0

8.13

ドイツ

80.7

3,363,600

41,686

68.7

82.0

89.6

1.30

79,271

88,400

103,470

97.1

109.3

126.3

1.30

10,787

26,162

32,000

13.2

32.3

39.1

2.96

フランス

64.7

2,418,946

36,304

42.9

77.3

85.6

2.00

48,088

57,785

67,571

78.5

91.7

104.4

1.33

9,471

21,337

27,664

15.5

33.9

42.7

2.76

ブラジル

209.6

1,772,591

8,528

21.0

40.7

60.9

2.90

86,210

196,930

244,067

46.1

100.1

117.5

2.55

3,234

14,101

26,753

1.7

7.2

12.9

7.45

ベトナム

94.4

193,241

2,068

12.7

30.7

46.5

3.65

9,593

111,570

120,600

11.4

126.1

127.5

11.21

210

3,669

9,089

0.2

4.1

9.6

38.58

ロシア

143.4

1,326,016

9,243

15.2

43.0

73.1

4.80

120,000

237,689

229,126

83.6

166.0

159.2

1.90

1,589

15,700

27,523

1.1

11.0

19.1

17.28

日本

126.9

4,383,584

34,522

66.9

78.2

93.2

1.39

96,484

123,287

166,853

75.2

95.9

130.6

1.74

23,301

34,102

39,806

18.2

26.5

31.2

1.72

7,432.7

74,196,404

10,098

15.8

28.9

45.9

2.91

2,205,286

5,290,073

7,511,369

33.9

76.6

101.5

2.99

219,604

526,298

916,612

3.4

7.6

12.4

3.67

アメリカ
インド
インドネシア

中国

世界全体
先進国

-

-

-

51.3

66.5

79.6

1.55

992,047

1,403,512

1,602,560

82.1

113.3

127.3

1.55

148,322

290,651

381,644

12.3

23.5

30.3

2.47

開発途上国

-

-

-

7.7

20.6

39.0

5.06

1,213,239

3,886,560

5,908,810

22.9

68.5

96.3

4.20

71,283

235,647

534,968

1.3

4.2

8.7

6.47

資料）人口／名目 GDP(人口あたり値含む)：総務省統計局「世界の統計 2017」より作成
インターネット利用者の割合／携帯電話契約件数(人口あたりの値を含む)／固定ブロードバンド契約件数(人口あたりの値を含む)：ITU "Country ICT data(until
2016)", "Global and regional ICT data"より作成
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次に、主要国の電子商取引の市場規模について整理したものが下表である。
2016 年時点で既に中国国内の電子商取引の市場規模は米国を抜き世界最大となってお
り、2020 年には 6,500 億ドルを超える市場規模となることが予測されている。また、イン
ターネットの利用者割合と同様、電子商取引の市場規模についてもインドの伸び率は大き
く、2016-20 年の期間に年平均 39.4％の比率で拡大すると予測されている。
図表４ 主要国の電子商取引（B2C）の取引額 （単位：100 万ドル）

2016年

アメリカ
インド
インドネシア

2020年予測

電子商取引の
取引額規模に関する
年平均伸び率
（16-20年)

312,064

533,514

14.3%

21,648

81,633

39.4%

2,652

5,417

19.5%

オーストラリア

-

-

-

カナダ

-

-

-

韓国

-

-

-

タイ

1,505

2,488

13.4%

中国

366,078

650,210

15.4%

ドイツ

44,094

70,068

12.3%

フランス

35,769

51,205

9.4%

ブラジル

10,369

16,481

12.3%

ベトナム

-

-

-

ロシア

11,494

20,096

15.0%

日本

72,577

104,400

9.5%

注釈）
「電子商取引(B2C)の取引額」は Euromonitor International による推計値。推計値は、端末を問わず
インターネット上で行われた B2C の消費財（輸送機器を除く）の取引を示す。なお、食料品や雑
貨などの宅配サービス、店舗支払い・受け取りによる取引は含まない。
資料）電子商取引の取引額：JETRO「電子商取引に関する貿易ルール構築」
（2017 年 10 月 16 日）より作成
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第３章

15 か国・地域のデジタル貿易に関連する主な法規制等の現状

本章では、日本との経済関係の緊密性、経済連携協定や経済枠組みの進展、保護主義的
な規制や特徴的な規制の導入の状況等から有用性が高いと思われる 15 か国・地域を調査
対象とし、
地域的な隣接性等を考慮しつつ概ね一人当たり GDP の規模の順に取り上げる。
各国・地域について、デジタル貿易に関する制度的規制について、すでに発効済みの法規
制を中心としながらも、データの流通やデジタル貿易の観点から重要度が高いと思われる
法案や政策文書、判例等の新しい動きを取りまとめた。なお、重要度が高いと思われる政
府機関によるガイドラインについては取り上げたが、任意団体等によるガイドラインや指
針については抽出の範囲外とした。さらに、任意規格についても同様に対象外とした。
法規制や政策等は、可能な範囲で一次情報である各国・地域政府機関の公開情報を確認
した。ただし、第 1 章での述べたとおり、情報入手の制約から、必ずしもすべての国・地
域の情報を一律に取り上げ、同レベルの説明を行うものではなく、二次情報を利用した記
述もある。いずれの情報も出所を脚注に記録した。
デジタル貿易に関連する法規制を俯瞰するために、各国・地域毎の構成は次のとおりと
した。
冒頭に、個人情報ならびにビジネス情報（非個人情報）に係る代表的な措置や近年の動
き等を概説する。また、参考として、国・地域の法体系について記した。
続いて、
「個人情報を対象とする措置・個人情報に関連する措置」および「ビジネス情
報（非個人情報）を対象とする措置・ビジネス情報に関連する措置」に分け、「措置の目
的・分野等」を示す図表を配した。この表への措置の記載は次の整理とした。
１）各措置のうち、複数の目的、分野に関わるものについては再掲した。再掲してい
る各措置につき、もっとも中心的な目的または分野への記載は太字とし、それ以
外の副次的な目的または分野は通常の太さとしている。
２）事業者の事業対象それ自体を規制する免許制度それ自体は含まない。免許付与の
要件に、上記表の対象となるものが含まれる場合には記載する。
３）政府・公的機関が保有する情報に関する措置については、個人情報の移動に関連
するものを示す。情報公開法に類する、政府情報の公開全般に関する法律は、個
人データの移動に特に関わる場合にのみ記すこととし、表上部との再掲もある。
なお、表中の記載は法令等の略称を用いており、正式名称とは異なる場合がある。
表の後に、表内の①からの番号と対応する法規制等の概説を行っている。法規制等の名
称に続く（ ）内に、承認、発効などの年月日（不明の場合には年、年月のみ）を記載し
ている。承認、署名、発効、改正等の記載は、出所とした情報（またはその翻訳）のまま
としており、あえて統一はしていない。
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末尾に【他国政府等からの指摘】として、囲みで米国通商代表部（USTR）の 2017 年版
外国貿易障壁報告書および欧州委員会貿易障壁データベースにおける指摘事項を記載し
た。なお、これらの指摘のなかには、根拠となる法規制が確認できないことから、当該国・
地域の法規制等の概説に含み得ない措置もあった。それを特定すべく、法規制概説に含ま
ない USTR 等の指摘は「斜字体」とした。
国のデータに関わる規制措置等の全体像を確認するために特に用いた情報がある場合
には、参考情報としてその出所を記載した。
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３-１ 日本
日本における個人情報保護の基本的な方向性は、民間・公的分野も含めて「個人情報の
保護に関する法律」
（個人情報保護法）の第 1～3 章に規定されており、民間事業者の取り
扱いを行う事業者の義務・罰則などを第 4～7 章で定めている。運用においては各種ガイ
ドラインが設定されているが、医療・金融・情報通信においては運用にかかる別途のガイ
ドラインが定められている。また、行政の個人情報保護の義務・罰則および運用に関する
規定は、
「行政機関個人情報保護法」
（国の行政機関）、
「独立行政法人個人情報保護法」
（独
立行政法人）
、各自治体における「個人情報保護条例」によってそれぞれ定められている6。
その他、テレビ・ラジオにおける出資制限があるほか、ドメインネームなどの日本国住
所の要件などがみられる。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（日本）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ
公序良俗
政府調達・公共調達
6

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置

①個人情報保護法(2003 年)
②医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン(2005 年)
③医療情報を受託管理する情報
処理事業者向けガイドライン
(2014 年)
④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
(2004 年)
⑤金融分野における個人情報保
護に関するガイドライン (2005
年)
⑥公的機関における個人情報保
護(2017 年)
⑦APEC 越境プライバシールー
ルシステム(2011 年)
⑧Google との裁判(2017 年)
⑨私的録音録画保証金制度
(1970 年)

個人情報保護委員会「個人情報保護に関する法律・ガイドラインの体系イメージ」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_framework.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16
日）
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投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融

電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

⑩テレビ・ラジオの出資制限
(1950 年)

⑤金融分野における個人情報保
護に関するガイドライン (2005
年)
④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
(2004 年)

⑩テレビ・ラジオの出資制限
(1950 年)
⑪ドメインネーム(2000 年)

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置
⑥公的機関における個人情報保護(2017 年)
⑫情報公開法(1999 年)

① 個人情報保護法7
（法律／2003 年 5 月 23 日成立、2005 年 4 月 1 日施行、2016 年 5 月 27 日改正、2017
年 5 月 30 日施行）
個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」
）は、「高度情報通信社会の進
展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関
し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本
となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取
り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用
が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もので
あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」（第
一条）を目的としている。
本法の構成は以下のとおりであり、基本的な方向性は、民間・公的分野も含めて「個人
情報の保護に関する法律」
（個人情報保護法）の第 1～3 章に規定されており、民間事業者
の取り扱いを行う事業者の義務・罰則などを第 4～7 章で定めている。
第一章 総則（第 1 条―第 3 条）
第二章 国及び地方公共団体の責務等（第 4 条―第 6 条）
第三章 個人情報の保護に関する施策等

7

電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC000000005
7&openerCode=1#A （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第五章 個人情報保護委員会（第 59 条―第 74 条）
第六章 雑則（第 75 条―第 81 条）
第七章 罰則（第 82 条―第 88 条）
2017 年 5 月に改正された個人情報保護法は、個人情報をどのように入手したのか、いつ、
誰からどのように個人情報を譲渡したのかを記録することを企業に要求している。そのよ
うな記録は、内閣府の外局の行政委員会である「個人情報保護委員会8」の規則で定めら
れた期間保管されなければならない。
もともと個人情報保護法は個人情報の海外への移転を制限していなかったが、2017 年 5
月の改正では、国境を越える移転規制が追加された（第 24 条 外国にある第三者への提
供の制限）
。同法第 24 条では、外国における第三者への個人情報の正当な移転の 3 つのタ
イプを規定している。
（1）個人情報保護委員会（PPC）が許容可能なレベルのデータ保護を有すると指定した国
への移転。
（2）日本と同じレベルのデータ保護を確保するための措置がとられている状況において、
外国の第三者に移転すること（データ移転契約を締結し、移転先の APPI）または（3）デ
ータ主体の同意を得た移転。
また、同法 24 条の運用については、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ
イン（外国にある第三者への提供編9）」が公表されており、具体的な事例（例：「日本に
ある個人情報保護取扱業者が、外国にある事業者に顧客データの入力業務を委託する場合」
等）を基に、それぞれの運用方法が示されている（例：左記の事例の場合には「法第 22
条の委託先の監督義務のほか、法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置の実施を確保す
る」等）
。
なお、同法における個人情報の定義は次のとおりである。
（定義）
第 2 条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の
8

個人情報保護委員会とは、2016 年 1 月 1 日に、特定個人情報保護委員会を改組して発足
した。マイナンバーの適正な取り扱いの確保を図るための業務を引き継ぐとともに、新た
な個人情報保護法を所管し、個人所法の保護に配慮しつつ、その適正な取り扱いの確保に
関する業務を行う。
https://www.ppc.go.jp/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
9
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（外国にあ
る第三者への提供編）
」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines02.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録
（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式をいう。次項第 2 号において同じ。）で作られる記録をいう。第 18 条第 2 項におい
て同じ。
）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表され
た一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別する
ことができるもの（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。）
二 個人識別符号が含まれるもの
２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、
記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、
記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
② 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン10
（厚生労働省によるガイドライン／2017 年 5 月更新）
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインは 2001 年 4 月「法令に保存義務が
規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関する通知」
、及び平成 14
年 3 月通知「診療録等の保存を行う場所について」に基づき作成された各ガイドラインを
統合して、2005 年 3 月より運用されている。その後、第 4.1 版では診療録の保存を行う場
所について、
「民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所」に変更すべきとい
う意見から、2010 年に「
「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について」を
発効11し、ガイドラインも同様に改正した。その後、改正個人情報保護法、医療機関等を
対象とするサイバー攻撃の多様化・巧妙化、地域医療連携や医療介護連携等の推進、IoT
等の新技術やサービス等の普及への対応などを踏まえて第 5 版が発表された。
同ガイドラインでは、最低限のガイドラインとして以下の項目などが定められている。
具体的に国外への保存や移転などを規定するものではないが、個人情報の保護に向けて準
備しなければならない要件が記されている。

10

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5 版」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihos
houtantou/0000166260.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
11
「診療録等の保存を行う場所について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118706.pdf （最終アク
セス日：2018 年 2 月 16 日）
18

■組織的安全管理対策より抜粋
1．情報システム運用責任者の設置及び担当者（システム管理者を含む。）の限定を行うこ
と。ただし小規模医療機関等において役割が自明の場合は、明確な規程を定めなくとも良
い。
2． 個人情報が参照可能な場所においては、来訪者の記録・識別、入退を制限する等の入
退管理を定めること。
3． 情報システムへのアクセス制限、記録、点検等を定めたアクセス管理規程を作成する
こと。
4． 個人情報の取扱いを委託する場合、委託契約において安全管理に関する条項を含める
こと。
5． 運用管理規程等において次の内容を定めること。
(a) 理念（基本方針と管理目的の表明）
(b) 医療機関等の体制
(c) 契約書・マニュアル等の文書の管理
(d) リスクに対する予防、発生時の対応の方法
(e) 機器を用いる場合は機器の管理
(f) 個人情報の記録媒体の管理（保管・授受等）の方法
(g) 患者等への説明と同意を得る方法
(h) 監査
(i) 苦情・質問の受付窓口
■物理的安全対策より抜粋
1．個人情報が保存されている機器の設置場所及び記録媒体の保存場所には施錠すること。
2．個人情報を入力、参照できる端末が設置されている区画は、業務時間帯以外は施錠等、
運用管理規程に基づき許可された者以外立ち入ることができない対策を講じること。ただ
し、本対策項目と同等レベルの他の取り得る手段がある場合はこの限りではない。
3．個人情報の物理的保存を行っている区画への入退管理を実施すること。例えば、以下
のことを実施すること。
・入退者には名札等の着用を義務付け、台帳等に記入することによって入退の事実を記録
する。
・入退者の記録を定期的にチェックし、妥当性を確認する。
4．個人情報が存在する PC 等の重要な機器に盗難防止用チェーンを設置すること。
5．覗き見防止の対策を実施すること。
その他、外部保存を受託する機関の選定基準及び情報の取り扱いに関する基準として、
19

3 つのパターンが示され、それぞれについて情報の取り扱いの方向性が示されている。
(1) 病院、診療所、医療法人等が適切に管理する場所に保存する場合
(2) 行政機関等が開設したデータセンター等に保存する場合
(3) 医療機関等が民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所に保存する場合
(2)では本ガイドラインで定められている責任のあり方、安全管理対策、真正性、見読性、
保存性、情報管理体制を満たすことが必要であり、加えて(3)については、本ガイドライン
に加えて、総務省が定めた「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」
や「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン12」及び「ASP・SaaS 事業
者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン13」の要求事項も満たす必要
がある。
③ 医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン14
（経済産業省によるガイドライン／2017 年 5 月更新）
医療機関等で扱う文書類のうち、診療録、助産録、調剤録等（以下、「診療録等」と
いう。
）については、1999 年 4 月通知「診療録等の電子媒体による保存について」によっ
て、はじめて診療録等の電子媒体による保存について基準が示された。さらに、2002 年 3
月通知「診療録等の保存を行う場所について」により、診療録等の電子保存及び保存場所
に関する要件が明確化された（調剤録は電子保存可能だが、外部保存は許されていない）
。
この通知においては、それまで認められていなかった診療録等の外部保存を行う場合の基
準が明記されていた。その後、様々なガイドラインや各法の改正などを受けて、本ガイド
ラインが策定された。②で触れたガイドラインなどとの関係性は以下のとおりである。

12

総務省「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000166465.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
13
総務省「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000166469.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
14
経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月
22 日）
20

図表 医療情報の取り扱いに係るガイドラインの関係

出典：経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン15」
本ガイドラインによると以下のような記載があり、国内法が及ぶ範囲にあることを確実
にする必要があると言及されている。
図表 医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドラインにおける記載例(p.16)
医療情報システムを設置する場所については、情報処理事業者の管理外にある者の立ち入
りを抑制することのできる、情報処理事業者が専有する建造物あるいは領域（自社専有の
データセンター、外部データセンター事業者のハウジング領域のうち独立した領域等）が
望ましいが、現実的には外部事業者の運営するデータセンター内にサーバラック等の設置
場所を借りて利用する場合及び外部事業者の運営するサーバ環境（専有サーバ、仮想プラ
イベートサーバ等）を利用する場合も多いと考えられる。そのような場合には、情報処理
事業者が専有する建造物あるいは領域と同等の安全性を確保するため、本ガイドラインの
物理的安全対策に準拠したデータセンター、サービス事業者を選択することが求められ
る。いずれの場合も、扱う情報として、法令により作成や保存が定められている文書を含
む場合には、医療情報システム及び医療情報が国内法の執行が及ぶ範囲にあることを確実
とすることが必要である。また、法令により作成や保存が定められていない文書であって
も、個人情報保護に十分に留意して適切な管理を行うことが必要である。
15

経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月
22 日）
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④ 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
（個人情報保護委員会によるガイドライン／2017 年 2 月更新）
「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」は、2004 年に策定され、
そのうち「外国にある第三者への提供の制限」（ガイドライン第 16 条関係）については、
以下のように記載されている。外国にある第三者への提供の制限については、個人情報保
護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第
三者への提供編）
」
（平成 28 年個人情報保護委員会告示第 7 号）に準ずると位置づけられ
ている。
第 16 条
1 電気通信事業者は、外国にある第三者（個人データの取扱いについて法16第 4 章第 1 節
の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継
続的に講ずるために必要なものとして次項に定める基準に適合する体制を整備している
者を除く。以下この条において同じ。）に個人データを提供する場合には、前条第 1 項各
号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同
意を得なければならない。この場合においては、同条（同条第 8 項を除く。）の規定は、
適用しない。
2 個人データの取扱いについて法第 4 章第 1 節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべ
きこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な措置として定め
る基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 電気通信事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者におけ
る当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第 4 章第 1 節の規
定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
(2) 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認
定を受けていること。
⑤ 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
（金融庁によるガイドライン／2017 年 2 月更新）
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン17」では、
「個人データの安全管
理のため、委託先における組織体制の整備及び安全管理に係る基本方針・取扱規程の策定
等の内容を委託先選定の基準に定め、当該基準を定期的に見直さなければならない。なお、
委託先の選定に当たっては、必要に応じて個人データを取り扱う場所に赴く又はこれに代

16

引用における「法」は「個人情報保護法」を指す。
金融庁「金融分野における個人情報保護関すガイドライン」
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
22
17

わる合理的な方法による確認を行ったうえで、個人データ管理責任者等が適切に評価する
ことが望ましい。
」など、委託先の監督などについては他のガイドラインなどと同様の内
容が記されている。また、本ガイドラインでは保管場所などは限定されておらず、外国へ
の移転については、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある
第三者への提供編18）
」が適用されると位置づけられている。19
⑥ 公的機関における個人情報保護
公的機関における個人情報保護については、国の政府は「行政機関の保有する個人情報
の保護に関する法律20」
（2016 年 5 月 27 日公布、2017 年 5 月 30 日施行）
、独立行政法人は
「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21」
（2016 年 11 月 28 日公布、
2017 年 5 月 30 日施行）
、
地方公共団体においては各自治体の条例22などで定められている。
いずれも保管場所についての指定は国内・国外ともにみられないが、「行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律」では、
「保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、
文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録され
ているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長は、当該保有個
人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
」
（第 24 条）
とされており、公示の場所や方法などは行政が指定できる。ただし、開示の方法の定めを
一般に公開しておく必要がある（第 24 条 2 項）。この規定は「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」の第 24 条でも定められており、地方公共団体の条例をみ
ると、当該項目が反映されていることが多い。

18

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（外国にあ
る第三者への提供編）
」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines02.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
19
金融分野に関しては、他に、金融機関等が従うべき基準として、
「金融機関等コンピュ
ータシステムの安全対策基準・解説書（第 8 版追補改訂）」があるが、公益財団法人金融
情報システムセンター（FISC）によるものであることから、記載の対象外とした。
20
電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC000000005
8&openerCode=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
21
電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC000000005
9&openerCode=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
22
個人情報保護委員会「地方公共団体の個人情報保護条例」
https://www.ppc.go.jp/personal/legal/local/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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⑦ APEC 越境プライバシールールシステム（APEC Cross-Border Privacy Rules System ;
CBPR System）23
（任意の多国間認証システム／2011 年制定）
本システムは、APEC メンバー国間においてプライバシーに配慮したデータ流通を促進
する目的で 2011 年に APEC 首脳らにより承認された任意の認証に基づいたシステムであ
る。現在、日本を含む 5 か国（日本、メキシコ、米国、カナダ、韓国）が参加している。
本システムの構成要素は①APEC CBPR システムの認証機関となりたい組織の認定基準、
②第三者の認証機関によって CBPR 準拠企業の資格を受けたい組織向けの自己審査におけ
る質問、③組織の自己審査のための質問への回答を審査する際に認証機関によって用いら
れる評価基準、④各 CBPR システムの要求が参加国により実施されることを確実にするた
めの規制による協力協定（the CPEA）
、の主に 4 つである。本システムは共同監視パネル
により管理され、認証機関の適格性は各 APEC 参加国により決定される。以下に、本シス
テムの概要図を示す。
図表 APEC CBPR システムの概念図

出典：経済産業省ニュースリリース「【参考】CBPR システム概要」24

23

CBPRs, Cross Border Privacy Rules System
http://www.cbprs.org/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
24
経済産業省ニュースリリース「
【参考】CBPR システム概要」
（2016 年 12 月 20 日）
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161220004/20161220004.html （最終アクセス日：2018
年 2 月 5 日）
24

⑧ Google との裁判25
（裁判例／2017 年 1 月 31 日）
2017 年 1 月 31 日に「忘れられる権利」についての判断が最高裁において決定された26。
これは、抗告人は児童買春をしたとの被疑事実に基づき、2011 年 11 月に逮捕され、同年
12 月に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違
反した容疑で逮捕された。その事実が逮捕当日に報道され、全部又は一部がインターネッ
ト上のウェブサイトの電子掲示板などに書き込まれ、検索することで抗告人の氏名および
居住県を検索すると、これらの事実が検索サイトで表示された。これらについて、人格権
ないしは人格的利益に基づき、検索結果の削除を求める仮処分申し立てを行った。
最高裁は、
「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は，法的保
護の対象となるというべきである」としつつ、「検索事業者が，ある者に関する条件によ
る検索の求めに応じ，その者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 等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは，当
該事実の性質及び内容，当該 URL 等情報が提供されることによってその者のプライバシ
ーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度，その者の社会的地位
や影響力，上記記事等の目的や意義，上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の
変化，上記記事等において当該事実を記載する必要性など，当該事実を公表されない法的
利益と当該 URL 等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判
断すべきもので，その結果，当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな
場合には，検索事業者に対し，当該ＵＲＬ等情報を検索結果から削除することを求めるこ
とができるものと解するのが相当である。
」とした。
これらの条件を踏まえて、
「児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本
件事実は，他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実であるもの
ではあるが，児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており，社会
的に強い非難の対象とされ，罰則をもって禁止されていることに照らし，今なお公共の利
害に関する事項であるといえる。また，本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗
告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると，本件事実が伝
達される範囲はある程度限られたものであるといえる。」として、申し立てを却下した原
審の判断は、是認することができるとした。

25

電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC000000005
7&openerCode=1#A （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
26
最高裁「平成 28 年（許）第 45 号 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の
取消決定に対する許可広告事件」平成 29 年 1 月 31 日第三小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf （最終アクセス日：2018 年
2 月 16 日）
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⑨ 私的録音録画保証金制度27
（著作権法に基づく制度／1970 年、本制度の導入は 1993 年）
著作権法（1970 年）は、
「文化の発展に寄与することを目的」
（第 1 条）としており、そ
の一環として、政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音・録画について
は補償金の支払いを義務付けており、
「私的録音録画補償金制度」と呼ばれる（第 30 条）
。
支払いにおいては、政令指定を受けた特定機器・記録媒体のメーカーなどの協力を得て、
ユーザーが機器や媒体を購入する際に補償金が含められている。補償金は、ここの権利者
に分配されるほか、著作権制度の知識の普及、著作物の創作の進行などの権利者全体のた
めになるような事業に用いられている。
しかしながら、対象となるメディア等が必ずしも時流に対応していないこともあるため、
年々私的録音録画保証金制度による補償金の金額は減少しているという28。
⑩ 改正放送法に基づく放送事業者への出資制限29
（法律（改正放送法）／2017 年 5 月 22 日公布、2018 年 5 月 21 日施行）
日本の放送法では、
「放送」を「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通
信（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 2 条第 1 号に規定する電気通信をいう。
）
の送信（他人の電気通信設備（同条第 2 号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。）
を用いて行われるものを含む。
）
」
（放送法第 2 条 1 項）と定義し、これらの放送事業者に
対して、放送法 91 条で定められている「マスメディア集中排除原則30」を根拠に基幹放送
事業者に対して、放送事業者の外国投資を 20％または 33％に制限している（放送法第 2
条 32 項など）
。地上放送局に投資している日本企業の外国所有は、これらの限度額に含ま
れている。総務省「放送局に対する外資規制について」では、具体的な計算方法は省令で
規定するとしつつも、間接出資は掛け算を基本とした計算方法とし、下図の場合には A×
B＋C の比率で計算することが示されている。
なお、これらの制限は、通信衛星施設の所有者、プログラム供給者、またはケーブルテ
レビ事業者には適用されない。

27

電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC000000004
8&openerCode=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
28
JASRAC「私的複製に関する新たな制度を」
http://www.jasrac.or.jp/newinstitution/problem.html （最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
29
電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC000000013
2&openerCode=1#8 （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
30
総務省「マスメディア集中排除原則について」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/media/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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図表 計算方法の例

出典：総務省「放送局に対する外資規制について」
⑪ ドメインネーム
「汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則」（第 8 条汎用 JP ドメイン名の登録資格）に
よると、ドメイン名「.jp」を申請するためには、「日本国内において、この規則に基づい
て当社が行う通知を受領すべき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主たる事
務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法
人格を有さない組織とする。
」とし、日本国内での住所が必要となる31。
他方で、
「co.jp」などの第 2 レベルのドメインは、日本で公式に登録された企業によっ
て適用されることがあるため、
「外国人会社」として日本に登録された外国人企業は、第 2
レベルのドメインのドメイン名を申請することもできる32。
⑫ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律33
（法律／1999 年公布、2001 年発効）
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」
（情報公開法）は、2001 年に定められ、
行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができ
る権利を定めている。
31

株式会社日本レジストリサービス(JRPS)「ドメイン名のルール」
https://jprs.jp/about/dom-rule/doc/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
32
株式会社日本レジストリサービス(JRPS)「.JP Q&A」
https://jprs.co.jp/en/regist.html#q1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
33
電子政府の総合窓口「e-Gov」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC000000004
2&openerCode=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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開示請求の対象となる行政文書は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記
録」であり、
「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」
として「行政機関が保有しているもの」とされている（第 2 条 2 項）
。
情報公開法は、開示することを原則とし、例外的に不開示となるものを個人情報保護や
外交・国防などの 6 種類のデータに限定している（第 5 条）
。不開示の場合、行政不服審
査に基づき不服申し立てを行うことができる（第 18 条）
。
【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書34において、日本のデジタル貿易に関する障壁
は指摘されていない。
なお、欧州委員会による市場アクセスデータベース35 においても日本のデジタル貿易に関
連する障壁は登録されていない。

34

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, P.243-258,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 21 日）
35
EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセス
日：2018 年 2 月 21 日）
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３-２ 米国
米国において、データの流通にかかる規制は、主に個人情報保護、知的財産、安全保障
および政府調達の分野において制定されている。
個人情報保護については、一般的な保護規定は連邦法においては制定されておらず、各
州法により規定されている。そのうち、個人情報の漏えい時の通知義務等を定めた規定は
米国内の 48 の州が導入をしている。一方で、連邦法による個人情報保護は、後述の医療
保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA 法）に見られるような医療等の分野に
特化した規定として定められている。HIPAA 法により、個人の特定が可能な保健情報の保
持者に対して、適切な保護を行うための措置を要求しており、また特に電子情報について
の管理や安全性の維持のための具体的な取り組みも定めている。さらに、米国は個人情報
の越境移転の円滑化のため、複数の任意の個人情報保護認証システムに参加している。EU
との間で定められた「プライバシーシールドフレームワーク」の下で認証を受けた事業者
は、EU からの個人情報の移転の合法性が認められる仕組みとなっている。また、米国は
APEC 加盟国の一部が参加する APEC Cross-Border Privacy Rules システムにも早期から参
加しており、産業界における国境を越えたデータの流通の円滑化を進める傾向が見て取れ
る。
米国における知的財産制度においては、1976 年著作権法によりフェアユース規定が定め
られており（第 107 条）批判やコメント、報道や教育、学問や調査目的の複製は権利侵害
にあたらないとしている。さらに、デジタルミレニアム著作権法は、違法コンテンツに対
するインターネットサービスプロバイダの責任範囲を限定しており、迅速に違法コンテン
ツを取り下げ又はアクセス遮断をした場合には責任を免除する「ノーティスアンドテイク
ダウン」の規定を定めている。
米国においては安全保障分野におけるデータ流通に係る規制も複数存在している。1978
年外国情報監視法は、国家安全保障目的での諜報機関による外国人の個人情報へのアクセ
スを規定しており、特定の場合には裁判所の命令なく情報収集を行うことを認めている。
また、政府調達分野にも係る規制として 2013 年統合再継続歳出法は政府機関における中
国製 IT システムの利用を制限しており、定められたプロセスを経ない限り、商務省、法
務省、アメリカ航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration; NASA）
、アメリ
カ国立科学財団（National Science Foundation; NSF）における中国製 IT システムの利用を
全面的に禁止している。同様に、安全保障及び政府調達分野にかかる規制として、国防総
省は 2015 年に国防連邦調達規則補足を定め、同省にサービスを提供するクラウド事業者
に対し、同省に物理的に保管されるデータを除く全政府データの国内保持を定めている。
また、政府調達分野の特に税務関連情報の保護のための規制として、米国内国歳入庁は、
2016 年に連邦・州・地方自治体向けに税務関連情報のセキュリティガイドラインを発表し、
29

外部の情報システムサービスを利用する際には当該情報システムを米国国内に設置する
ことを要求している。なお、複数の大手情報サービス企業が本ガイドラインを遵守してい
る。さらに、輸出管理規則では、テロ支援国家を始めとした一部の国々への商業通信衛星
及び暗号化テクノロジーの輸出について特別な申請プロセスを定めている。
近年の電気通信分野市場の自由化の動向として、2017 年 12 月の連邦通信委員会宣言命
令により、インターネットサービスプロバイダに対するネット中立性原則の廃止が決定し
ている。同宣言は、インターネットブロードバンドサービス分野の自由化による投資の促
進を目的として、同原則の廃止を定めているものの、不平等なインターネット・トラフィ
ックの取扱いが危惧され、多くの批判の声があがっている。
米国においては個人情報に関する成文上の一般的な定義はない。
（参考）米国の法体系36
米国においては、憲法により定められた枠組みにおいて法律が制定され、法律によって
示された方針に基づき実務的な手順や詳細な規則が連邦規則として定められる。また、連
邦通信委員会のような連邦レベルの特定分野に特化した委員会等において、規則や基準、
ガイドラインの制定や審査が行われ、これが実質的なルールとして機能している場合があ
る。また、州は連邦とは別に独自の統治を行うが、州法が連邦法や憲法と矛盾する場合に
は、連邦法及び憲法が優先する。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（米国）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①1978 年外国情報監視法
②米国 HIPAA 法（1996 年）
③（州法）セキュリティおよび漏
えい通知法
④APEC 越境プライバシールー
ルシステム（2011 年）
⑤EU 米国プライバシーシール
ド(2016 年)
⑥米国内国歳入庁
publication1075(2016 年)
⑫（一部州法）政府調達における
データの国内保存義務

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
⑥米国内国歳入庁
publication1075(2016 年)
②米国 HIPAA 法（1996 年）
⑫（一部州法）政府調達における
データの国内保存義務

⑦1976 年著作権法
⑧デジタルミレニアム著作権法
(1998 年)

競争環境の維持

36

北村一郎編『アクセスガイド外国法』
（東京大学出版会、2004 年）、pp.4-10。
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安全保障・サイバーセキ
ュリティ

公序良俗
政府調達・公共調達

①1978 年外国情報監視法

⑨2013 年統合再継続歳出法
⑩国防連 邦調達規則補足 (2015
年)
⑪輸出管理規則

⑫（一部州法）政府調達における
データの国内保存義務

⑫（一部州法）政府調達における
データの国内保存義務
⑨2013 年統合再継続歳出法
⑩国防連 邦調達規則補足 (2015
年)
⑬ネットニュートラリティ規制
廃案のための法案(2017 年)
⑪輸出管理規則

投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

⑬ネットニュートラリティ規制
廃案のための法案(2017 年)
⑪輸出管理規則

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置
⑭情報公開法(1966 年)

①1978 年外国情報監視法（Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978）37
（法律／1978 年 10 月 25 日制定）
本法令は、米国の通信監視活動に関連する法体系において中核を成す法律であり、米国
の諜報機関が裁判所の命令を以って、また特定の場合には裁判所の命令なく、外国人の個
人情報へアクセスすることを認めるものである。
同法 101 条が定める「電子的監視」の具体的な内容は、以下のとおりである。
(1)当該米国人を対象として、米国内の米国人が送信又は受信する有線又は無線の通信内
容の収集。
(2)米国内にいる者に宛てた、又は米国内にいる者からの有線通信の内容の米国内での収
集。
37

United States Government Printing Office, Public Law 95-511, 1978 October 25,
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg1783.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 2 日）
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(3)送信者及び受信者がどちらも米国内にいる場合の無線通信の内容の収集。
(4)米国内における有線又は無線以外の情報収集のための監視を目的とした電子的、機械
的その他の監視機器の設置又は利用。
また、同法 102 条では、裁判所による命令の取得なく電子的監視が行われ得る場合が定
められている。102 条(a)(1)は、下記の条件を満たす場合に米国合衆国大統領が法務長官を
介して裁判所による命令の取得なく電子的監視を 1 年までおこなうことができるとしてい
る。
(A)当該電子的監視が、(i)外国勢力の間に限って用いられた通信内容の収集のみを対象
としている、又は通信内容以外の情報収集については(ii)外国勢力によってのみ管理
された財産・施設等の技術情報の収集であること。
(B)電子的監視が米国人の参加する通信内容を収集する可能性がないこと。
(C)監視活動の影響を最小化する手続きであること。
上記の場合を除いては、裁判所による許可命令の取得が必要となる。裁判所による許可
命令を取得するためには、同法 104 条に定められた事項を含む申請をおこなう。105 条は、
申請内容に基づき、当該電子的監視が外国勢力又は外国勢力の代理者を対象としており、
電子的監視の対象となる設備や場所が外国勢力又は外国勢力の代理者により用いられる、
と信ずるに足る理由があり、最小化の手続きが同法に定められた定義を満たしている場合
には、申請が認められるとしている。申請が認められた場合に出される許可命令は、監視
対象や、監視場所、収集する情報の類型、監視方法、監視が認められる期間等が明記され
る。
なお、2008 年の同法の改正で新たに追加された 702 条以下38において、非米国人及び米
国人に対する通信情報の収集の要件が緩和されている。具体的には、司法長官及び国家諜
報長官による通信事業者に対する協力命令や、監視裁判所への要請に基づく強制命令の発
布が認められている39。また、米国人が情報監視の当事者となる場合については「意図的
に」米国人を対象とすることを認めないとするにとどまり、実質的には非米国人を対象と
した捜査において付随的に米国人が含まれる通信の監視を行うことが認められている。同
38

United States Government Printing Office , Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978
Amendments Act of 2008, 2008 July 10,
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ261/pdf/PLAW-110publ261.pdf（最終アクセス
日：2018 年 2 月 2 日）
39
茂田忠良「警察政策学会資料 第 94 号 米国における行政傍受の法体系と解釈運用」
（2017 年 6 月）
http://asss.jp/report/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E
4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99094(%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81
%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%82%8D%E5%8F%97%E3%
81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E4%BD%93%E7%B3%BB%E
3%81%A8%E8%A7%A3%E9%87%88%E9%81%8B%E7%94%A8).pdf（最終アクセス日：2018
年 2 月 2 日）
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改正法の失効期限を見据えて延長法案が提出され、2018 年 1 月 11 日に米国議会下院にお
いて可決されている40。


米国愛国者法（Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism ; USA PATRIOT ACT）4142
（法律（失効）／2001 年 10 月 26 日制定、2015 年 6 月 1 日失効）
本法令は、同時多発テロ事件をきっかけにテロ対策強化の目的で制定され、前述の
FISA が規定した諜報活動の限定を一部緩和する内容であった。本法令の 215 条は、
FBI が裁判所に対し捜査に関係する「あらゆる有形物」の提出命令を承認するよう求
めることができるとし、
「捜査に関係する」かの否かの裁判所による判断は FISA より
もより緩やかであると言われている。また 218 条は外国諜報情報捜査が「重要な目的
の 1 つ」であることを情報入手の要件とし、要件を捜査が「ただ 1 つの目的」である
こととしていた FISA よりも要件が緩和されている。その他、通信監視や物理的捜査
を実施可能な期間の延長等（207 条）の緩和が見られる。

 米国自由法（Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring
Effective Discipline Over Monitoring Act of 2015; USA FREEDOM ACT of 2015）
（法律／2015 年 6 月 2 日制定）4344
愛国者法の失効にともない成立した米国自由法は、愛国者法の下で実施されていた過
度な情報収集・監視を改め、FISA の基本的枠組みを維持しながら、通信監視や裁判
所の判断の透明性向上を目指すものである。また内容の限定されていない情報の大量
収集プログラムを禁じ、記録提出範囲及び期間を限定する旨の規定が定められている。
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ロイター通信「米下院、外国情報監視法の延長可決」（2018 年 1 月 12 日）
https://jp.reuters.com/article/usa-congress-surveillance-idJPKBN1F10BQ （最終アクセス日：
2018 年 2 月 2 日）
41
US Government Publishing Office, Public Law 107 - 56 - Uniting and Strengthening America
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT
ACT) Act of 2001, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 24 日）
42
鈴木滋, 外国の立法 267「米国自由法―米国における通信監視活動と人権への配慮―」,
2016.3., http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9914660_po_02670003.pdf?contentNo=1
（最終アクセス日：2018 年 2 月 24 日）
43
US Governemnt Publishing Office, Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and
Ensuring Effective Discipline Over Monitoring Act of 2015,
https://www.congress.gov/114/bills/hr2048/BILLS-114hr2048enr.pdf （最終アクセス：2018 年 2
月 24 日）
44
鈴木滋, 外国の立法 267「米国自由法―米国における通信監視活動と人権への配慮―」,
2016.3., http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9914660_po_02670003.pdf?contentNo=1
（最終アクセス日：2018 年 2 月 24 日）
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②医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（Health Information Portability and
Accountability Act; HIPAA）45
（法律及び規則／1996 年制定）
同法は、市民の健康情報の保護を確保する目的で 1996 年に制定され、その後も社会情
勢に応じた改正がなされている。同法に基づき米国 DHHD（保険社会福祉省）が定めた健
康情報に関する HIPAA Privacy Rule（以下、プライバシールール）及び HIPAA Security Rule
（以下、セキュリティルール）が、実質的な健康情報保護の実施規則となっている。プラ
イバシールールは、対象者及び組織が保持する個人の医療情報を保護するための国家基準
を定め、セキュリティルールは、特に電子的な医療情報の機密性、完全性、可用性を実現
するための保護について国家基準を定めている。以下に本ルールの概要をまとめる46。
（１）プライバシールール（HIPAA Privacy Rule）
（最終版は 2000 年 12 月に公表、2002 年 8 月に修正。プライバシールール遵守は 2003
年 4 月 14 日から求められている。）
プライバシールールの適用対象は、保健情報を電子的フォームで送信する保健計画（医
療ケアの費用を提供又は支払う個人又はグループ等）、保健医療提供者、保健医療クリア
リングハウス（標準化されていない情報を受け取り、標準化し、他の組織等に受け渡す、
あるいはその逆を行う組織等）である。また、これらのデータ保持者が、支払手続き、デ
ータ分析、請求書の送付等について外部契約者を使用する場合において、保護されている
健康情報を開示する場合には、外部契約者と「ビジネスアソシエート契約」を締結する義
務があり、対象となる保健情報の保護規定を義務付けることが求められる。
保護対象となるデータは、データ保有者又は提携事業者に保持・送付される「個人が特
定可能な保健情報」であり、電子媒体、紙媒体、口頭等全ての手段が含まれ、匿名化され
た保健情報は対象とはならない。なお、個人が特定可能な保健情報には、個人の過去・現
在・未来にわたる健康状況やヘルスケアの支払状況、また個人へのヘルスケアの対策につ
いて言及する統計データが含まれる。
本規則において、データ保持者がデータを使用・開示できるのは、①プライバシールー
ルにより許可される、要求される場合と、②対象となる個人が文書により許可した場合で
45

Govtrack, H.R. 3103(104th): Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996,
https://www.govtrack.us/congress/bills/104/hr3103 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
46
以下 2 つの情報ソースを参照：
- US Department of Health & Human Services, Summary of the HIPAA for Professionals, last
reviewed on 2017 June 16, https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals （最終アクセス日：2018
年 2 月 2 日）
- 厚生労働省 「
（参考資料 1）米国の HIPAA 法における個人情報等の保護に関する規定
について」 （2010 年 6 月）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0616-4g.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 2 日）
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ある。①の「要求される場合」とは、個人が求めた場合と保健社会福祉省に提供する場合
を含み、
「許可される場合」には治療・支払等の実施、公共の利益等につながる場合、研
究・公衆衛生等の目的での使用又は開示等が含まれる。さらに、データ保持者は、本ルー
ルに沿ったプライバシーポリシーや手順の文書による設定、プライバシー担当者の指名、
トレーニングと管理の実施、違反行為が起きた際の悪影響の軽減措置、データ保護措置、
情報提供者からの申し立て手順の設定、文書・記録の保持等が求められる。
（２）セキュリティルール
（最終版は 2003 年 2 月に公表され、遵守は 2005 年 4 月 20 日から要求されている。
）
セキュリティルールにおいても、プライバシールールとほぼ同様の適用対象が定められて
いる。また、対象情報はプライバシールールによって保護される情報の集合体で、電子化
された情報のみが対象となる。
一般原則として、データ保持者は、全ての対象情報について機密性・統合性・可用性を
確保し、予測される安全上の脅威や認められない使用・公表から情報を保護し、また従業
員のコンプライアンスの遵守を確保しなければならないとしている。具体的なとりくみと
して、第一にデータ保持者に対しリスクの分析と管理を要求しており、データ保持者は定
期的なリスクの分析、個人情報へのアクセスのレビュー、インシデント検出、セキュリテ
ィ確保手段の有効性評価等を求めている。また、セキュリティ確保手段の実施内容として、
セキュリティ確保担当者の設置、情報アクセスの制限・管理、作業者のトレーニングと管
理、これらのとりくみの定期的な評価が求められている。さらに具体的なセキュリティ確
保手段として、施設のアクセスの管理やワークステーションと装置のセキュリティといっ
た物理的方法や、アクセスコントロール、活動の監査によるコントロール、データの（不
適切な変更・破壊を防ぐような）完全性によるコントロール、データ転送に係るセキュリ
ティ管理を要求している。また、データ保持者は、ビジネスアソシエートによる違反を知
った場合に、違反是正措置を講じる義務があるとされている。

③（州法）セキュリティおよび漏えい通知法
個人情報等の情報が漏えいした際の通知（セキュリティ違反通知； security breach
notification）義務は、州法において規定されている。2017 年 4 月時点で、48 の州および、
コロンビア、プエルトリコ、米国バージン諸島において個人情報を含むセキュリティ違反
通知を求める法律を採用している（アラバマ州及びサウスダコタ州のみが、セキュリティ
違反法を制定していない州となっている）47。
47

Ieuan Jolly, “Data protection in the United States: overview” on Thomson Reuters Practical Law,
law stated as at 2017. 7.1,
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-502-0467?__lrTS=20180116025032335&transitionT
ype=Default&contextData=(sc.Default)+-+a57587&firstPage=true&bhcp=1 （最終アクセス日：
2018 年 2 月 5 日）
35

カリフォルニア州は、最初にセキュリティ違反通知法を設置し、他の州においても同様
の内容が採用されている。規制の概要は以下のとおりである。
カリフォルニア州におけるデータセキュリティ違反通知に関する規定の概要48
データセキュリティ違反通知
（2016 年改正、2017 年 1 月 1 日施行）
カリフォルニア州法は、民間又は州の組織に対して、カリフォルニア州在住者の定められ
た個人情報で暗号化されていないものが、その権限がない者によって収集された、又は収
集されたと信じるに足る場合には、
通知を要求している。
（カリフォルニア州民法典 s. 1798.
29(a) [州組織]49及び、カリフォルニア州民法典 s.1798.82(a) [個人又は事業者]50）
個人を特定できる情報を除き、1 度のセキュリティシステムの違反の結果として 500 人以
上のカリフォルニア市民にセキュリティ違反通知をおこなう必要のある個人または事業
者は、セキュリティ違反通知の複写サンプル一部を法務長官に電子的方法で提出する。
（カ
リフォルニア州民法 s.1798.29(e)[州組織]51及び、カリフォルニア州民法 s.1798.82(f)[個人ま
たは事業者]52）

④APEC 越境プライバシールールシステム（APEC Cross-Border Privacy Rules System ;
CBPR System）53
（任意の多国間認証システム／2011 年制定、米国は 2012 年 6 月に参加）
本システムは、APEC メンバー国間においてプライバシーに配慮したデータ流通を促進
する目的で 2011 年に APEC 首脳らにより承認された任意の認証に基づいたシステムであ
る。現在、米国を含む 5 か国（米国に加えて、メキシコ、日本、カナダ、韓国）が参加し
ている。以下、本章(1) 日本⑦に同じ。
⑤EU 米国プライバシーシールドフレームワーク（Privacy Shield Framework）54

48

Xavier Becerra (Office of the Attorney General), Data Security Breach Reporting, 2018,
https://oag.ca.gov/privacy/databreach/reporting （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
49
California Legislative Information, California Civil Code s. 1798.29
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1
798.29 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
50
California Legislative Information, California Civil Code s. 1798.82
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1
798.82 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
51
注 9 に同じ。
52
注 10 に同じ。
53
CBPRs, Cross Border Privacy Rules System
http://www.cbprs.org/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
54
Privacy Shield Framework, https://www.privacyshield.gov/welcome （最終アクセス日：2018
36

（任意の二国間認証システム／2016 年 7 月制定、2016 年 8 月施行）
2016 年 7 月に欧州委員会は EU・米国プライバシーシールドフレームワークが、EU 法
の下でデータ移転を可能にするのに適切である旨を認めた。本フレームワーク策定の背景
には、2013 年に米国 PRISM（米国政府による米国インターネット企業からの個人データ
収集プログラムであり、外国情報監視法の授権範囲を越えてデータを収集していた疑いが
ある）の存在が発覚したことによりセーフハーバーの有効性が揺らぎ、2015 年 10 月には
欧州司法裁判所によるセーフハーバー協定を無効とする判決がなされたことがある。従来
のセーフハーバー協定はアメリカ商務省が作成するプライバシー原則を産業界が遵守す
ることを約束することで、EU データ保護指令 25 条違反にならないとみなす制度である55。
新たなプライバシーシールドの下では、セーフハーバーと同等の内容に加え、さらに下記
の内容が加わっている56。
(i) 米国記号に対する執行強化
- 商務省が企業の遵守状況を定期的にモニター
(ii) 米国政府に対する規制強化
- 米国政府は EU から移転された個人データに対する無差別な大量監視を行わない
- 米国政府による国家安全保障目的でのデータアクセスに対するオンブズパーソン新設
- 米国政府に対する米欧共同での年次レビュー
(iii) EU 市民に対する有効な権利保護
- 米国企業の EU 市民からの苦情への一定期間内の回答義務
- EU 市民による自国 DPA（データ保護監督機関）への苦情申し立て、DPA から米国機関
への苦情照会 等

⑥米国内国歳入庁 publication1075；連邦・州・地方自治体向け税務関連情報セキュリティ
ガ イ ド ラ イ ン （ Internal Revenue Service publication 1075, tax information security
guidelines for Federal, State and Local Agencies）57
（ガイドライン／2016 年 9 月発表）
年 2 月 5 日）
55
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課長「個人情報保護の同行と CBPR を推進・普
及する意義」
（2016 年 10 月 18 日）p.2
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/cbpr-shiryou03.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
56
小泉 雄介「
（Asia Internet Symposium/ Online Privacy Workshop 資料）クラウドコンピュ
ーティングにおける個人情報保護～越境データ移転を中心に～」
（2017 年 12 月 7 日）p.29
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/isoc/20171207/20171207-6-koizumi-cloudcomputing.pdf（最終
アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
57
Internal Revenue Service, Publication 1075 Tax Information Security Guidelines for Federal,
State and Local Agencies, 2016.9. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1075.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 7 日）
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本ガイドラインは、連邦・州・地方自治体向けの税務情報の保護及び管理に関する方針
を示すものであり、多くの企業が本ガイドラインを遵守している。
ガイドラインの 1.2（publicatioin1075 の概要）によれば、本ガイドラインは、受領当局、
代理店、請負業者によって採用された方針、慣行、管理及び保護手段が連邦税務情報の機
密性を適切に保護するための指針を提供するとしている。また、連邦税務情報の受領条件
として実施する必要のある管理上、運用上、技術上のセキュリティ管理が含まれており、
本ガイドラインは、記録されている金額や媒体の形式に関係なく全ての連邦税務情報に適
用されると述べている。
特にガイドラインの 9.3.15.7 は、外部の情報システムサービスについて定めている。本
項目の(a)は、当該組織に対し、外部情報システムサービスの提供事業者が組織の情報セキ
ュリティ要件を遵守し、
（最低でも）本ガイドラインに含まれるセキュリティ要件及び該
当する連邦法、行政命令、指令、方針、規制、基準に含まれるセキュリティ、確立された
サービスレベルについての合意を含むことを要求しなければならないと定めている。また
同項目の(b)において、外部情報システムサービスに関する政府の監督とユーザーの役割及
び責任を定義し文書化することを求めている。さらに同じく(c)では、外部サービスプロバ
イダによるセキュリティ管理の遵守の継続的な監視を要求している。そして(d)において、
連邦税務情報を受信、処理、保管、送信する情報システムの場所を米国領土、大使館、ま
たは軍事施設（CE5）内のエリアに制限することを要求している。また注書きにおいて、
当該組織は、セーフガードオフィスによって明示的に承認されない限り、政府機関以外の
所有する情報システム、システムコンポーネント、または FTI を受領、処理、保管、また
は送信するデバイスの使用を禁止しなければならない旨を定めている。
⑦1976 年著作権法 107 条 排他的権利の制限：フェアユース（Copyright Law of the United
States 107. Limitations on exclusive rights: Fair use）58
（法律／1976 年制定）
1976 年著作権法 107 条は、批判やコメント、ニュース報道や教育（教室での複数のコピ
ーの使用を含む）
、学問や調査の目的で、コピーやレコードへの複製を行うことは同法第
106 条に規定される権利侵害には該当しないとしている。また、107 条は特定の場合にお
いて、それがフェアユースに該当するか否かを決める際には以下の点を考慮するとしてい
る。
(1) 著作物の使用が商業的性質を有するか非営利の教育目的であるかを含む使用の目的
と性格
(2) 著作物の性質
58

U.S. Copyright Office, Copyright Law of the United States (Title 17) , Chapter 11: Subject
Matter and Scope of Copyright
https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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(3) 著作物全体に関連して使用される部分の量および性質
(4)著作物の潜在的な市場または価値に対し使用が与える影響
また、作品が未発表であっても、上記のすべての要因を考慮してフェアユースが見出され
た場合には、未発表の事実そのものがフェアユースを規制しないとしている。
なお、米国著作権局のウェブサイトでは、フェアユースについての認識を促進する目的
で判例インデックス（U.S. Copyright Office Fair Use Index）が設置され、フェアユースに係
る判例が網羅されている59。
⑧デジタルミレニアム著作権法（Digital Millennium Copyright Act; DMCA）60
（法律／1998 年制定）
本法令は、(I) WIPO 著作権・実演・レコード条約施行法、(II)オンライン著作権侵害責
任制限、(III)コンピュータ保守競争保証法、(IV)雑則 、(V)米国船型デザイン保護法、の 5
つの章からなる。ここでは特に、(II) オンライン著作権侵害責任制限の規定のうち、「ノ
ーティスアンドテイクダウン61」に係る規定に着目する。
同法 512 条は、(a) 一時的なコミュニケーション、(b) システムキャッシング、(c) ユー
ザーに向けたシステムまたはネットワーク上の情報の保管、(d) 情報ロケーションツール
の行為の分類について、サービスプロバイダの著作権侵害の責任を制限している。
特に 512 条(c) では、ユーザー向けの保管サービスについて、サービスプロバイダのシ
ステム上に構築されたウェブサイト（もしくはその他の情報リポジトリ）上の侵害物に対
するサービスプロバイダの責任を制限している。この制限は、プロバイダが著作権侵害行
為について必要なレベルの知識を有し得なかった場合に適用される。具体的には、プロバ
イダが違法行為を管理する権限や能力を持っていた場合には、侵害に帰属する金銭的な利
益を享受していない場合、また侵害の通知を受領後は迅速に当該侵害物の取り下げ、又は
アクセスの遮断をおこなった場合である。これらの場合には、サービスプロバイダは金銭
的な救済又は差止めその他の救済について責任を負わない。
さらに、同法(g)(1)は、当該行為又は作品が著作権侵害をしているか否かに関わらず、
違反が明確な状況において善意で取り下げやアクセスの遮断をした場合は責任を負わな
59

U.S. Copyright Office, Fair Use Index, last updated in 2018.1 .,
https://www.copyright.gov/fair-use/index.html （最終アクセス日：2017 年 1 月 17 日）
60
US Government Printing Office, “Digital Millennium Copyright Act”
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW-105publ304.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 2 日）
61
ノーティスアンドテイクダウンは、
「権利侵害を主張する者からの通知により、プロバ
イダが、権利侵害情報化否かの実態的判断を経ずに、当該情報の削除等の措置を行うこと
により、当該削除に係る責任を負わないこととする 」旨の規定を指す。
総務省「プロバイダ責任制限法検証 WG（第 5 回会合）資料 5 ノーティスアンドテイクダ
ウン手続きについて」
（2011 年 2 月 3 日）http://www.soumu.go.jp/main_content/000105846.pdf
（最終アクセス日：2018 年 1 月 18 日）
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いとしている。但し(g)(2)において、サービスプロバイダによる権利侵害がないとする場
合には、侵害通知者に侵害の不存在理由等を示した「対抗通知」のコピーを送り、10 営業
日以内に当該作品の取り下げ又はアクセスの遮断を停止する旨を伝え、当該通知者が裁判
所命令等を求めない場合には、10～14 営業日以内に当該作品の取り下げ又はアクセス遮断
を停止することができるとしている。
⑨2013 年統合再継続歳出法（Consolidated and Further Continuing Appropriations Act,
2013; H.R.933）62
（法律／2013 年制定）
本法令は、米国の一部連邦政府機関及び関連機関による中国製 IT システムの調達の原
則禁止を定めている。
同法の 516 条は、商務省、法務省、アメリカ航空宇宙局（National Aeronautics and Space
Administration; NASA）
、アメリカ国立科学財団（National Science Foundation; NSF）におけ
る IT システムの集録について規定している。同条の(a)は、中国により所有、指揮、助成
される一つ以上の組織により製造または組立てられた IT システムを集録する際には、当
該機関の長が FBI その他の関連組織との対話によりサイバースパイ又は破壊工作等のリス
ク評価をしなければならないとしている。
また、同条(b)は、同条(a)に規定されるプロセスによる決定を、衆議院及び上院の歳出委
員会に報告し、国益に資する旨を報告しない限り、中国により所有、指揮、助成される一
つ以上の組織により製造または組立てられた IT システムの集録に、当該法令が定める資
金を適用することはできないと規定している。
⑩国防連邦調達規則補足：クラウドサービスのネットワーク侵入報告と契約（DFARS ケ
ー ス 2013-D018 ）（ Defense Federal Acquisition Regulation Supplement: Network
Penetration Reporting and Contracting for Cloud Services (DFARS Case 2013-D018)）63
（規則／2015 年 8 月 26 日施行）
本規則補足は、2013 年及び 2015 年会計年度より定められた国防総省にクラウドサービ
スを提供する事業者に対して定められた内部規則である。規則は主に、事業者に対しネッ

62

Government Publishing Office, Consolidated and Further Continuing Appropriations Act 2013,
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr933enr/pdf/BILLS-113hr933enr.pdf （最終アクセス
日：2018 年 1 月 18 日）
63

Federal Register, Defense Federal Acquisition Regulation Supplement: Network Penetration
Reporting and Contracting for Cloud Services (DFARS Case 2013-D018) , 2015.08.25
https://www.federalregister.gov/documents/2015/08/26/2015-20870/defense-federal-acquisition-re
gulation-supplement-network-penetration-reporting-and-contracting-for （最終アクセス日：2018
年 2 月 7 日）
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トワークへの侵入が起きた際の報告義務を定め、加えて国防総省によるクラウドコンピュ
ーティングサービスの購入に関する原則を定めている。
特に本規則補足の規定の一つ、
48 連邦規則集（48 the Code of Federal Regulations; 48CFR）
のパート 239.7602-2 はクラウドコンピューティングサービス事業者に対して、政府データ
の米国内での保存を定めている。239.7602-2(a)は、クラウドコンピューティングサービス
事業者に対し、国防総省の施設に物理的に配置されていないすべての政府データについて
50 州、コロンビア特別区、または米国外の（米国とみなされる）地域内に維持しなければ
ならないとしている。SRG に沿って、国防総省情報技術（IT）のためのリスク管理フレー
ムワークの命令 8510.01 に述べられたように、許可担当者が別途許可する場合を除くと定
めている。また、同規則(b)は、請負責任者は、請負業者が政府のデータを 50 州、コロン
ビア特別区、及び米国外の（米国とみなされる）地域の外で政府のデータを維持すること
が許可されている場合、請負業者に書面で通知する旨を定めている。
⑪輸出管理規則（Export Administration Regulations; EAR）
（規則／随時改正が行われている）
本規則は、米国商務省産業安全保障局（BIS）が管轄する 1979 年改訂の輸出管理法（Export
Administration Act; EAA）の施行規則である（EAR730 条）。EAR は、通商管理リスト
（Commercial Control List; CCL）において、輸出に際し規制が適用される物品のリストを
提示し、これらのリストは輸出規制分類番号（Export Control Classification Number; ECCN）
により区別されている。以下では特に、(1)商業通信衛星と(2)特定のタイプの暗号化を用
いるテクノロジーの輸出の規制について述べる。
(1)商業通信衛星
商業通信衛星は米国国務省国防貿易管理局管轄下の軍事輸出規制対象である米国軍需
品リスト（United States Munitions List; USML）から EAA を管轄する商務省産業安全保障
局の規制品目リスト（Commercial Control List; CCL）へと移動された。CCL は USML に比
べ厳格性は低いものの、これらの品目の輸出事業社への追加的な負担になり得る輸出の規
制は依然として存在する。
例えば、商業通信衛星の主な分類である ECCN9A515a.では、国家安全保障（NS1）
、地
域の安定（RS1）
、反テロリズム（AT1）、一部ミサイル技術(MT)等の理由で一部の国にお
いて輸出時のライセンス申請等が必要になるのに加え、テロ支援国（E1; イラン、スーダ
ン、シリア、北朝鮮）及び中国については原則輸出の禁止、また武器禁輸国（E1 国に加
え、キューバ、ベトナム、リビア等 25 か国）についてはライセンス申請が必要となる64。
64

US Department of Commerce Bureau of Industry and Security, Export Control Reform
Spacecraft/Satellites (p.12), 2014.11.14.,
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1095-satellites-and-spacecraft-nov-14-2014/fil
e （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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(2)暗号化を用いるテクノロジー65
暗号化機器は、CCL リストに含まれ、また EAR§742.15 において規制されている。同
法では、公共・民間の両分野における重要・機密情報の保護を確実にするため、また
Wassenaar Arrangement（Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies）の加盟国としての国際的な責任の下で、暗号機器及び暗
号化ソフトウェアの輸出及び再輸出を管理する責任があるとしている。
ライセンスが必要となるのは、主に WCCN5A002（暗号用の装置等）
、5A004（暗号解析
機能を有する装置・ソフトウェア等）、5D002（暗号ソフトウェア）、およびこれらの製品
やソフトウェアの開発・製造・利用のための 5E002（暗号技術）である。このうち、多く
の暗号化機器やテクノロジーは§740.17 に定められるライセンス例外 ENC の下で輸出さ
れる。この場合、番号分類請求、自己番号分類報告、販売報告等のプロセスが一部又は全
て免除される。一方、輸出先がセンシティブな政府最終需要者等に該当する場合には、暗
号ライセンス手続きが求められる。暗号ライセンス手続きは、4 年間有効であり、輸出前
通知や、ライセンスにおける販売領域の特定等が必要となる。なお、E1（テロ支援国）、
E2（米国独自制裁国）への輸出には別途規定が設けられている。
⑫（一部州法）政府調達におけるデータの国内保存義務
連邦レベルで各政府機関の調達時に共通でデータ国内保存義務を課す規則は存在して
いないが、一部州法においては調達時のデータの国内保存義務の規定が存在する。例えば、
2009 年 8 月にロサンゼルス市は、Google から e メールサービス等の調達をおこなう際の
契約事項に「顧客（ロサンゼルス市）の e メールデータ及びグーグルメッセージディスカ
バリーデータを米国国内で保存・プロセッシングする」旨の条項を定めている66。また、
テネシー州は 2004 年に「州との契約の評価において、米国在住の米国市民により提供さ
れるデータエントリー又はコールセンターサービスを要求するベンダーを優遇する」規定
を含む法案を制定した67。また、他の州においても同様の法案が提出されており68、近年
65

Bureau of Industry and Security “Export Administration Regulations” July 7,2017
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/416-part-742-control-policy-ccl-bas
ed-controls/file （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
66
City of Los Angeles, ‘Supplemental Report – Information Technology Agency Request to
Enterinto a Contract with Coputer Science Corporation for the Relplacement of the City’s E-mail
System’, 2009.10.7.（p.72）
https://www.infolawgroup.com/uploads/file/City%20of%20Los%20Angeles%20and%20CSC-Go
ogle%20Contract(1).pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 24 日）
67
National Foundation for American Policy, NFAP Policy Brief April 2017 ‘Anti-sourcing Efforts
Down but Not Out’, 2007.4., http://www.nfap.com/pdf/0407OutsourcingBrief.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 24 日）
68
National Foundation for American Policy, NFAP Policy Brief April 2017 ‘Proposed Restrictions
on Global Sourcing Continue at High Level in 2005’, 2005.4.,
http://www.nfap.com/researchactivities/studies/Global_Sourcing_2005B.pdf （最終アクセス日：
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も 2011 年にニューヨーク州において、国内事業者による調達の優遇や、国外サーバを用
いた犯罪等からの消費者保護の文脈で、同意なく米国国外への個人情報の移転を禁止する
内容を含む法律 S3717 が提出されたが、制定には至っていない69。
⑬インターネット自由化の復元のための連邦通信委員会宣言命令（Restoring Internet
Freedom, FCC Declaratory Ruling）70
（命令／2017 年 12 月 14 日承認）
2017 年 12 月 14 日、連邦通信委員会（Federal Communication Commission; FCC）は、イ
ンターネットサービスプロバイダー（ISP）に対しコンテンツの流通を平等に行うよう促
す「ネット中立性71」の原則を定めた規制である、2015 年のオープン・インターネット規
則72を廃止することを決定した。これにより、ISP はブロードバンドサービス提供時に、
通信速度の変更やブロック等を自社の裁量でおこなうことができ、従って一定のコンテン
ツを提供するために料金を徴収することも可能となる。
FCC の同宣言命令においては、ブロードバンドインターネットアクセスサービスの分類
を、相対的に厳格であった 1934 年通信法タイトル II の「コモン・キャリア」から、同法
タイトル I の「情報サービス」に分類し直すとした。従って、コモン・キャリアに課され
る特定のサービスへのアクセスの遮断や、減速、追加料金による優先高速配信等の禁止の
対象外となる。さらに、タイトル II 規制の不確実さは、インターネットサービスプロバイ
ダー（ISP）のネットワークへの投資が減少し、特に地方消費者にサービスを提供する小
規模 ISP の革新が妨げられている。これまでの厳格な規制がインターネット産業のエコシ
ステムの負担になっているとして、ネット中立性が導入された 2015 年以前のより軽微な
規制をとりもどすことが、ネットワークへのさらなる投資を促し、結果として情報格差
（digital divide）を縮小するとしている。同時に、連邦取引委員会（Fair Trade Commission;
FTC）にブロードバンド消費者保護権を再度付与し、不公平、詐欺的、又は競争に反する
2018 年 2 月 24 日）
69
The NewYork State Senate, Senate Bill S3713 Enacts the New York consumer and worker
protection act, 2011, https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2011/S3713 （最終アクセス日：
2018 年 2 月 24 日）
70
Federal Communication Commission, FCC Releases Restoring Internet Freedom Order, 2018.
1.4, https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-restoring-internet-freedom-order （最終アクセス
日：2018 年 1 月 17 日）
71
「ネット中立性（Net Neutrality）
」あるいは「ネットワーク中立性（Network Neutrality）
」
とは、ブロードバンド・ネットワーク提供者（アクセス提供者あるいはネットワーク事業
者）が、全てのインターネット・トラフィックを平等に取り扱うことを意味する。林秀弥
「
『ゼロレーティング』とネットワーク中立性」情報通信政策研究第 1 巻第 1 号（創刊号）
2017 年 11 月。
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Federal Communication Commission, FCC Releases Open Internet Order, 2015. 3. 12.
https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-open-internet-order （最終アクセス日：2018 年 1 月
17 日）
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取り組みからの統一的な保護を提供するための専門性を活用することを可能にすると規
定している73。
また、同命令では、ISP に対して、ブロック（接続拒否）
、スロットリング（接続品質低
減）
、有償優遇、関連会社の優先等に関する情報を、消費者、起業家、FCC に対して開示
することを要求しており、これにより市民及び政府によるさらなる監視が可能になるとし
ている。FCC は、このように透明性、市場の力、独占禁止法及び消費者保護法を組み合わ
せることにより、低コストで 2015 年の「ブライト・ライン」ルール（ブロッキング・ス
ロットリング・有料優先伝送の禁止を定めたルール）に匹敵する利益を達成することがで
きると述べ、革新的なビジネスモデルへの管理を最小限にとどめることを確認している。
なお、2018 年 1 月時点の最新の報道では、20 をこえる州の弁護士らが本命令の実施を
阻止するための訴訟を提起したと報道されている74。
 ブロードバンドその他の電気通信サービス利用者のプライバシー保護規則の廃止
（S.J.Res.34 - A joint resolution providing for congressional disapproval under chapter
8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Federal Communications
Commission relating to "Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other
Telecommunications Services"）7576
（2017 年 3 月 4 日制定）
本法令は、2016 年に Federal Communications Commission により提出された「ブロ
ードバンドその他の電気通信サービス利用者のプライバシー保護規則（FCC プライバ
シー保護規則）
」の実質廃止を認める法令である。2016 年の FCC プライバシー保護規
則は、従来 Federal Trade Commission（FTC）がデータの種類に応じて定めていた ISP
に対するプライバシー基準をさらに上回り、データの種類を問わずに ISP に対してプ
73

本命令の発効後、FTC と FCC はオンライン消費者保護のための協力に関する合意の概
要を策定している。Federal Trade Commission, FTC, FCC Outline Agreement to Coordinate
Online Consumer Protection Efforts Following Adoption of The Restoring Internet Freedom Order,
2017.12.11,
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/12/ftc-fcc-outline-agreement-coordinate-onli
ne-consumer-protection （最終アクセス日：2018 年 1 月 18 日）
74
(CNN) Seth Fiegerman, More than 20 states sue to stop FCC’s net neutrality repeal. 2018.1.16.,
http://money.cnn.com/2018/01/16/technology/net-neutrality-lawsuit/index.html （最終アクセス
日：2017 年 1 月 17 日）
75
Congress.gov., All Information (Except Text) for S.J.Res.34 - A joint resolution providing for
congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by
the Federal Communications Commission relating to "Protecting the Privacy of Customers of
Broadband and Other Telecommunications Services".,
76
Govtrack, S.J.Res. 34: A joint resolution providing for congressional disapproval under chapter
8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Federal Communications Commission
relating to “Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other, 2017.5.28.,
https://www.govtrack.us/congress/votes/115-2017/h202 （最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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ライバシー保護規則を定め、その規則には ISP によるインターネット利用履歴の監視
や、許可なく収集した情報を販売することの禁止を定めていた。FCC プライバシー保
護規則が施行直後に本法令によって廃止されたことで、今後は同意なく広告サービス
企業等を含む事業者に顧客の利用データを販売することが可能となると危惧されて
いる。
⑭ 情報公開法（Freedom of Information Act）77
（法律／1966 年 7 月 4 日制定、数次の主要改正）
本法令は、国民に連邦政府機関の記録へのアクセス請求権を付与する法令である。情報
公開法が定める情報公開制度においては、いかなる人もその理由を問わず、あらゆる連邦
政府の行政機関の既存の特定可能な記録の公開を請求でき、連邦議会や連邦裁判所の記録
等は、対象外である（520 条(a)(3)）
。また、情報公開請求を受けた行政機関の適切な部署
は、20 開庁日以内に開示できるか否かを回答しなくてはならないと定められている（520
条(a)(6)。本法令において情報公開の例外となるのは以下の 9 種類の情報である78。
例外 1：国家安全保障のために分類された情報
例外 2：機関内部の人事規則及び業務に関連する情報
例外 3：別の連邦法において開示が禁止されている情報
例外 4：秘密または特権を持つ営業秘密または商業または財務情報
例外 5：審議過程特権（記録が、要求された日から 25 年未満前に作成された場合）、弁護
士業務の成果物特権、弁護士依頼人間の秘匿特権、により含まれるものを含む機
関間又は機関内の特別なコミュニケーション
例外 6：情報が開示された場合に別の個人のプライバシーを侵害し得る情報
例外 7：法執行目的のために収集された情報で、(a)執行手続きを妨げることが合理的に予
想される、(b)公正な裁判や公平な判決の権利を奪う、(c)不当な個人情報の侵害に
至ると合理的に予想される、(d)機密情報元の実態を開示し得ることが合理的に予
想される、(e)法執行機関の捜査や訴追のテクニックや手順を開示する、(f)個人の
生命や身体の安全を危険にさらすことが合理的に予想される、情報
例外 8：金融機関による監督に関する情報
例外 9：井戸の地理情報

77

Department of Justice, The Freedom of Information Act, 5 U.S.C.§552,
https://www.justice.gov/oip/freedom-information-act-5-usc-552 （最終アクセス日：2018 年 2
月 24 日）
78
US Department of Justice, FOIA.GOV ‘Frequently Asked Questions’,
https://www.foia.gov/faq.html （最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
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【他国政府等からの指摘】
欧州委員会による市場アクセスデータベース79や、産業界のコメントにおいて米国のデ
ジタル貿易に関連する障壁は言及されていない。

79

EU Market Access Database（United States of America）,
http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=US （最終アクセス日：
2018 年 2 月 5 日）
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３-３ カナダ
カナダ連邦法「個人情報保護および電子文書法」（Personal Information Protectin and
Electronic Documents Act; PIPEDA）は 2000 年に成立した。ここでは移転の自由などを認め
た内容であるものの、第三者に転送された場合には、その第三者は当初個人から情報を得
た主体と同等の保護を維持することを明記している。
しかしながら、2003～2006 年頃よりブリティッシュ・コロンビア州などをはじめとした
各州法によって PIPEDA に類似する個人情報保護が成立され、その内容をみると公共機関
が有する個人情報については、データローカライゼーション規制の導入が進められている。
その空間単位はブリティッシュ・コロンビア州のようにカナダ単位であることや、ケベッ
ク州のように州単位で規制しているものまで様々である。
また、コンテンツにおいては連邦単位でクォータ制度などが導入されている。そのクォ
ータはカナダの番組制作費（CPE）によるクォータ、カナダの放送局がカナダによる番組
プログラムの最小量（露出クォータ）の両方で決定しているようだが、政府によると、近
年ではインターネット動画配信サービスの普及に伴いカナダの番組制作費（CPE）をより
重視するようになっているという。
（参考）カナダの法体系
カナダは、連邦政府を採用している国であり、10 州・3 つの準州で構成されている。カ
ナダ憲法80に基づき、連邦法と州法の関係性の役割分担がされており、カナダ憲法第 91 条
2 号では「通商の規制」などをはじめ、広域的に定めるべき法が連邦法の対象となってい
る。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（カナダ）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置

①カナダ連邦法個人情報保護お
よび電子文書法(2000 年)
②越境個人情報の取り扱いのた
めのガイドライン(2009 年)
③情報の自由とプライバシー保
護法（ブリティッシュ・コロン

80

カナダ法務省ウェブサイト
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf#page=69
24 日）
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（最終アクセス日：2018 年 1 月

ビア州）(1996 年)
④個人情報国際開示保護法（ノ
ヴァスコシア州）(2006 年)
⑤公的機関所有文書へのアクセ
スと個人情報の保護に関する法
律（ケベック州）(1982 年)
⑥情報の自由とプライバシーの
保護法（アルバータ州）（2003
年）
⑦越境プライバシールール
(CBPR)システムへの参画(2010
年)
知的財産権／文化保
護・表現の自由

⑧著作権法のうち私的録音保証
金制度（1985 年）
⑨著作権現代化法（2012 年）
⑩カナダ・ラジオテレビ通信委
員会によるクォータ(2014 年)
⑪エクーステック社とグーグル
社の裁判(2014 年)
⑩カナダ・ラジオテレビ通信委員
会によるクォータ(2014 年)

競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

①カナダ連邦法個人情報保護お
よび電子文書法(2000 年)
②越境個人情報の取り扱いのた
めのガイドライン(2009 年)

公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム
国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

⑩カナダ・ラジオテレビ通信委員
会によるクォータ(2014 年)

政府・公的機関が保有する情報に関する措置
③情報の自由とプライバシー保護法（ブリティッシュ・コ
ロンビア州）(1996 年)
④個人情報国際開示保護法（ノヴァスコシア州）(2006 年)
⑤公的機関所有文書へのアクセスと個人情報の保護に関す
る法律（ケベック州）(1982 年)
⑫情報へのアクセス法(1982 年)
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① カナダ連邦法個人情報保護および電子文書法 81 （Canadian Federal Law Personal
Information Protection and Electronic Documents Act）
（法律／2000 年 4 月 13 日制定、2000 年 5 月 1 日発効、一部 2001 年 1 月 1 日発効）
カナダ連邦法「個人情報保護および電子文書法」
（略称：PIPEDA）は 2000 年より制定
され、個人情報を保護することで電子商取引を支援・促進させる法律である（法の目的よ
り）
。
同国ではデータの国内移送か国際移送かを区別せず、第三国への移送に対しても承諾は
必要ない。しかし、その管理の責任を負う個人を指名する必要がある（第 4 条 1 項）。そ
して、その企業は匹敵する水準での保護を与えなければならず、当該情報が第三者によっ
て取り扱われている間は、同等の水準の保護を実施するために、契約もしくは他の手段に
より達成させる必要がある（第 4 条 1 項 3）
。
同法における個人情報の定義は次の通りである。
PART 1 Protection of Personal Information in the Private Sector
Interpretation, Definitions
personal health information, with respect to an individual, whether living or deceased, means
(a) information concerning the physical or mental health of the individual;
(b) information concerning any health service provided to the individual;
(c) information concerning the donation by the individual of any body part or any bodily substance
of the individual or information derived from the testing or examination of a body part or bodily
substance of the individual;
(d) information that is collected in the course of providing health services to the individual; or
(e) information that is collected incidentally to the provision of health services to the individual.
(renseignement personnel sur la santé)
personal information means information about an identifiable individual. (renseignement
personnel)
② 越境個人情報の取り扱いのためのガイドライン（Guidelines for Processing Personal
Data Across Borders）
（政府機関によるガイドライン／2009 年公開）
カナダプライバシー委員会は、PIPEDA のカナダ以外の第三者を含む事業者に対して、
第三者への個人情報の転送に対してどのように適用されるかを説明するため「越境個人情
報の取り扱いのためのガイドライン」を公開した82。
81

カナダ法務省ウェブサイト
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/ （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
82
カナダプライバシー委員会
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/personal-information-transferred-across-borders/gl_dab_0
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このガイドラインは、州の民間部門の個人情報保護法に記載されている処理のための移
転を規定する特定の規則を扱うわけではない。PIPEDA が所管する事業者は、
「営利活動と
の関係で個人情報を取り扱う国内全ての民間事業者」や「銀行や航空会社などの連邦規制
事業において従業員情報を取り扱う事業者」などが適用されるが、州内の商業活動など、
PIPEDA が所管していない組織は、PIPEDA が国境を越えた移転に適用されることに留意
する必要がある。
同ガイドラインに記載されているサマリーとしては、以下のような内容が記載されてい
る。
-

PIPEDA は、カナダの組織が他の管轄地域の組織に個人情報を転送して処理すること
を禁止していない。

-

PIPEDA は、
「処理のための転送」を管理する規則を確立している。

-

「処理のための転送」は、情報の「使用」であり、それは開示ではない。情報が最初
に収集された目的のために使用されていると仮定すると、転送のための追加の同意は
必要ない。

-

移管された組織は、移管された組織の手元にある情報について説明責任を負う。

-

組織は、プロセッサーの手元にある個人情報を保護する必要がある。これが達成され
る主な手段は契約によるものである。

-

犯罪、国家安全保障、または情報が移転された国のその他の法律には、契約が適用さ
れない。

-

顧客の個人情報がカナダ以外の地域にある第三者のサービスプロバイダに転送された
場合、組織が顧客の個人情報の完全性、機密性、機密性を危険にさらす可能性のある
リスクを評価することが重要である。

-

組織は、個人情報管理の実践について透明でなければならない。これは、顧客の個人
情報が処理のために別の管轄区域に送られる可能性があり、情報が別の管轄区域にあ
る間に裁判所、法執行機関、および国家安全保障当局がアクセスする可能性があるこ
とが含まれる。

資料）カナダプライバシー委員会(2009)「Guidelines for Processing Personal Data Across
Borders」
③ 情報の自由とプライバシー保護法83（Freedom of Information and Protection of Privacy
Act, R.S.B.C. 1996, c. 165, s. 30.1）
（法律／1996 年制定、1997 年 4 月 21 日発効）
90127/ （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
83
ブリティッシュ・コロンビア州ウェブサイト
http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/96165_00 （最終アクセス日：2018 年 1 月
12 日）
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ブリティッシュ・コロンビア州では、1996 年より本法を施行し、公的機関が保持する個
人情報を対象（第 2 条）に、カナダ国内のみにおいて蓄積、アクセスされるものでなけれ
ばならないことを求めている（第 30 条 1 項）
。個人が提供した情報を特定し、同意した場
合や、本法に基づき許可された開示目的のために別の所管区域に保管されている等の場合
においては、適用が除外される（同条(1)(a)(b)および第 33 条 1 項）
また、外国の政府、裁判所、仲裁廷、またはその他の権限が公的機関またはブリティッ
シュ・コロンビア州のサービス提供者が保持する個人情報へのアクセスを要求する場合、
当該公的機関またはサービス提供者は同州政府にその要求通知、海外からの要求を発する
者、要求を受けた日、海外からの要求において求められる個人情報の一般的性質に係る概
要を提示しなければならない（第 30 条 2 項）
。
さらに、当該公的機関またはサービス提供者は自身が合理的に信用する現地機関・人物
からのいかなる要求にも通知をしなければならない。これは公的機関・サービス提供者が
その要求が間接的に海外からの要求であると考える場合には、公的機関またはサービス提
供者は通知を発しなければならないということになる。また、海外からの報告義務は公的
機関及びサービス提供者の各被雇用者にも拡大して適用される（同条）。
ブリティッシュ・コロンビア州政府の調達契約に従うと個人情報がローカルストレージ
を設置する必要があることについて、米国事業者より不当な条件を課していると批判され
ている84。
④ 個人情報国際開示保護法85（Personal Information International Disclosure Protection
Act, S.N.S. 2006, c. 3, s. 5(1)）
（法律／2006 年制定、2006 年 11 月 15 日発効）
ノヴァスコシア州では 2006 年より同法を運用し、公的機関（小中学校、大学、病院、
政府所有機関、官公庁）が保持する個人情報を対象（第 3 条）に、カナダ国内のみにおい
て蓄積、アクセスされるものでなければならないことを求めている（第 5 条 1 項）
。個人
が同意した場合や、各州の外での蓄積、アクセスが不可欠である場合や、公共機関の長が
認めた場合にはそのルールに優先させることができる（同条 1 項(a)(b)(c)）
。

84

カナダ評議会
https://canadians.org/blog/bc-privacy-law-federal-information-technology-procurement-both-tradebarriers-says-us （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
85
カナダ法律情報機関 （CanLII）ウェブサイト
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-2006-c-3/latest/sns-2006-c-3.html （最終アクセス日：
2018 年 1 月 12 日）
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⑤ 公的機関所有文書へのアクセスと個人情報の保護に関する法律 86 （Act Respecting
Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal
Information）
（法律／1982 年制定、1983 年 1 月 1 日発効）
ケベック州では、2006 年より「公的機関所有文書へのアクセスと個人情報の保護に関す
る法律」を改正し、公的機関にケベック州外への個人情報開示、またはケベック州外の人
物・機関に代理としてその個人情報を所有、利用、開示する業務の委任前には、情報に州
法の下で与えられるのと「同等の」保護が与えられることを確保することを求め、同等の
保護が受けられない場合には情報の公開を拒否される。
⑥ 情報の自由とプライバシーの保護法 87 （Freedom of Information and Protection of
Privacy Act）
（法律／2003 年制定、2004 年 1 月 1 日発効）
アルバータ州では、2003 年より個人が個人情報を保護することと組織が収集・使用・開
示する必要性がある中で、
「情報の自由とプライバシーの保護法」を施行した。
ここでは、管轄権を有する裁判所によって召喚状、令状、または命令が発令された場合
にのみ、それに応じて公的機関が管理する個人情報の公開を認めている（第 40 条(1)、第
92 条（3）
）
。別の州または他国の裁判所によって発行された「召喚状、令状または命令」
に応じて被告人の情報を提供する行為は違反することになる88。
⑦ 越境プライバシールール（CBPR）システムへの参画
2010 年より越境プライバシールール（CBPR）システムにカナダも参加している89。こ
のシステムは、企業等の越境個人情報保護に係る取組みに関し、APEC 情報プライバシー
原則への適合性を認証する制度である。申請企業等は、自社の越境個人情報保護に関する
ルール、体制等に関して自己審査を行い、その内容についてあらかじめ認定された中立的
な認証機関（アカウンタビリティ・エージェント:民間団体又は政府機関)から認証審査を
86

ケベック州ウェブサイト
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/A-2.1 （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
87
アルバ―タ州ウェブサイト
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/P06P5.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
88
HUNTON&WILLIAMS 法律事務所(2008)”PROVINCIAL CANADIAN GEOGRAPHIC
RESTRICTIONS ON PERSONAL DATA IN THE PUBLIC SECTOR”
https://www.hunton.com/files/Publication/2a6f5831-07b6-4300-af8d-ae30386993c1/Presentation/P
ublicationAttachment/0480e5b9-9309-4049-9f25-4742cc9f6dce/cate_patriotact_white_paper.pdf
（最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
89
カナダプライバシー委員会ウェブサイト
https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2010/an_100827/ （最終アクセス
日：2018 年 1 月 12 日）
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受けるものである（本章(1) 日本⑦の詳細説明参照）。
⑧ 著作権法のうち私的録音保証金制度90 (1997 年時点)
（法律／1985 年制定、1997 年改正）
私的な複製においても創作者を保護するという観点から、1997 年に著作権法が改正され、
ブランクメディア（書き込み前の CD-ROM など）の製造者や輸出者は、カナダにおける
最初の販売・流通に関し、著作権料が発生し、関連する情報を徴収機関に提出する必要が
ある（第 82 条(1)(a)(b)）
。なお、同年には、実演家及びレコード製作者、放送事業者の著
作者隣接権の保護、法廷損害賠償制度、限定的な例外規定などが導入された。
⑨ 著作権現代化法91
（法律／2012 年 6 月 29 日制定）
2012 年には著作権現代化法によって大規模に著作権法が改正された。その中で、著作物
の違法な利用においては、インターネットサービスプロバイダに通知することで、著作権
侵害を報告することができる（第 41 条 25 項）。その通知を受けたインターネットサービ
スプロバイダは、ただちに該当する加入者に通知する必要がある。そして、ISP がその義
務の実行を怠った場合には 5,000～10,000 カナダドルの範囲で法廷損害賠償を支払う義務
を負うことになる（第 41 条 26 項）
。ただし、検索エンジン等に対して例外規定は設けら
れている。
⑩ カナダ・ラジオテレビ通信委員会によるクォータ
カナダのラジオ・テレビ放送通信委員会（CRTC）は、カナダの番組制作費（CPE）に
よるクォータ、カナダの放送局がカナダによる番組プログラムの最小量（露出クォータ）
の両方で決定するクォータを課しており、USTR はこの規制について批判している92。
このカナダ番組制作費のクォータは具体的には、カナダ番組認証（Canadian Program
Certification）を設けており、その基準は以下のとおりである。

-

プロデューサーはカナダ人でなければならず、プログラムに関するモニタリングと決
定を行う責任がある。

90

カナダ法務省ウェブサイト
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/FullText.html （最終アクセス日：2018 年 1 月 12
日）
91
カナダ法務省ウェブサイト
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2012_20/FullText.html （最終アクセス日：2018
年 1 月 12 日）
92
USTR, 2014 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers
https://ustr.gov/sites/default/files/2014%20NTE%20Report%20on%20FTB.pdf （最終アクセス
日：2018 年 1 月 12 日）
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-

製作においては、カナダ人が行う主要な創造的機能に基づいて、最低 10 ポイントのう
ち 6 ポイントを獲得する必要がある（例：ディレクター2pt、脚本家 2pt、主演・助演
1pt など）
。

-

ディレクターまたは脚本家のポジションのメンバーが、少なくとも 1 人がカナダ人で
なければならない。

-

カナダ人またはカナダの企業によって、最低 75％の番組製作費と 75％のポストプロダ
クション費用が支払われる。

他方、近年の Netflix を代表するインターネット動画配信サービスによって、同委員会
は露出クォータから上記の支払金額に関するクォータに規制アプローチの焦点を移して
いるとし、プライムタイムや有料チャンネルなどの一部の時間帯を除く、規制以外を一部
廃止したという93。また、ケーブルテレビや DTH では加入者の選択するチャンネルのうち
55%はカナダのチャンネルである必要がある94。
⑪ エクーステック社とグーグル社の裁判
2014 年、ブリティッシュ・コロンビア州高等裁判所はエクーステック社（Equustek
Solutions 社）とグーグル社の間で商標権をめぐる裁判95について、エクーステック社を支
持する判決となった。
本件は、エクーステック社が有する商標権および営業秘密が、これを取得したデータリ
ンク社によって競合製品の設計や製造に使用され、販売され続けていた。こうした中で、
エクーステック社はグーグル社に対して検索インデックスから外すように要望したとこ
ろ、グーグルから拒否された。一度、ブリティッシュ・コロンビア州高等裁判所はグーグ
ルに対して、データリンク社のすべてのウェブサイトを表示しないように指導したものの、
その対応は十分ではなかった。このことから、再度本件裁判となり、ブリティッシュ・コ
ロンビア州高等裁判所は世界規模になる差し止め命令を出し、グーグルはエクーステック
社の商標を侵害したデータリンク社に当該商標の言及を止めるよう命じた。当該判決は
2015 年に承認され、グーグルは全世界の検索ページ上のすべてのデータリンク社のウェブ
サイトを削除するよう命じられた。
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ラジオ・テレビ放送通信委員会(CRTC)ウェブサイト
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2015/2015-86.htm （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
94
2017 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 12 日）
95
ブリティッシュ・コロンビア州高等裁判所
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/16701/index.do （最終アクセス日：2018 年
1 月 12 日）
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⑫ 情報へのアクセス法96
（1982 年 12 月制定、1983 年施行）
情報公開法（Access to Information Act (R.S.C., 1985, c. A-1)）は、政府情報は大衆に公開
されるべきであるとの原則に従って政府機関の管理下にある記録の情報へのアクセス権
を与えるとしている（第 2 条）
。他のいかなる法律にも関わらず政府機関の下にある記録
へのアクセス権が認められる対象を(a)カナダ国民、または（b）移民・難民保護法
（Immigration and Refugee Protection Act）2 条（1）の定義における永住者としている（第 4
条(1)。政府機関の責任として、政府機関の長は当該機関の管理下にある記録中の情報への
アクセスを要請する者の身元に関わらず要請に関連して要請者を補助するよう努め、正確
かつ完全に要請に対応し、規制の下で要請された形式で時宜にかなうよう記録へのアクセ
スを認めるものとしている（第 4 条（2.1）
）。アクセス要請への手続きに関しては情報への
アクセスを要求された機関の長の返答期限（第 7 条）、返答期限延長(第 9 条)、情報アクセ
スに係る費用（第 11 条）等に具体的な規定を設けている。
【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書97において次の点を指摘している
-

カナダ連邦政府は、63 の連邦政府内の電子メールシステムを単一のプラットフォーム
の素に位置付けて公共調達の対象としているが、この入札において国家安全保障を理
由に契約対象となった企業に対してカナダ国内にデータを保持することを求めてい
る。こうした要請は米国ベースのクラウドコンピューティング事業者を排除すること
となる。

-

ブリティッシュ・コロンビア州とノヴァスコティア州においては、公共機関（小中学
校、大学、病院等）が保有する個人情報のカナダ国内における保存を義務付けるとと
もに、カナダ国内のみからのアクセスを認めている。
なお、欧州委員会による市場アクセスデータベース98においてはカナダのデジタル貿易

に関連する障壁は登録されていない。

96

カナダ法務省ウェブサイト

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-1/（最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
97
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, Pp.71-72,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 16 日）
98
EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセス
日：2018 年 1 月 16 日）
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３-４ オーストラリア
オーストラリアにおいては、
個人情報保護に関して、1988 年連邦プライバシー法（Privacy
Act 1988）の成立以降、累次の改正や下位法である規則の発効により適用範囲が拡大され
てきた。すなわち、当初は政府機関に対してのみの適用であったが、1991 年からは消費者
信用情報を扱う組織、さらには 2001 年から個人情報を扱う民間機関等をも対象とするこ
ととなった99。プライバシー法および同法関連規則には、信用情報の他、健康情報、納税
者情報、犯罪情報など、多様な個人情報についての規律が包含されている。1988 年連邦プ
ライバシー法の運用・監視を所管する機関として、2010 年連邦情報コミッショナー法
（Australian Information Commissioner Act 2010）100に基づき、連邦情報コミッショナー事務
局101（Office of Australian Information Commissioner; OAIC）が設定されている。
また、1988 年連邦プラバシー法以外の個人情報に係る法令の分野102として、健康・医療、
通信、個人資産管理、反マネーロンダリング、犯罪などが挙げられ、それぞれに法や規則
等が導入されている。連邦情報コミッショナー（Australian Information Commissioner）は、
1988 年情報法のみならず、これら他の法令のプライバシーにかかわる側面についても一定
の役割を果たし、または他の政府機関に協議を要請する103。
個人情報の扱いに関し、連邦法においては、2012 年個人管理電子健康記録法（Personally
Controlled Electronic Health Records Act 2012104）が、データローカライゼーションの規定を
有する。
上記の連邦法以外に、西オーストラリア州および南オーストラリア州を除く州、準州も
それぞれ個人情報保護に関する法を有する105。
99

Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, History of Privacy
Act, https://www.oaic.gov.au/about-us/who-we-are/history-of-the-privacy-act （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
100
同法に先駆けて発効した 2000 年プライバシー修正（プライバシーコミッショナー事務
局）法により、2000 年 7 月にプライバシーコミッショナー事務局が設置されたが、同法に
より OAIC の傘下となった。
101
和訳は内閣府「諸外国等における個人情報保護制度の監督機関に関する検討委員会・
報告書」平成 23 年 3 月、https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_report_2303caa.pdf （最終
アクセス日：2018 年 2 月 5 日）にならった。
102
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Other legislation,
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/other-legislation/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
103
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Other legislation,
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/other-legislation/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
104
Personally Controlled Electronic Health Records Act 2012,
https://www.legislation.gov.au/Details/C2012A00063 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
105
州、準州レベルの個人情報保護に関する法は次のとおりである。Information Privacy Act
2014 (Australian Capital Territory)、Information Act 2002 (Northern Territory)、Privacy and
Personal Information Protection Act 1998 (New South Wales)、Information Privacy Act 2009
(Queensland)、Personal Information Protection Act 2004 (Tasmania)および Privacy and Data
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個人情報以外のデータ全般については、2015 年電気通信（傍受およびアクセス）修正（デ
ータ保存）法（Telecommunications (Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act
2015）106が、電気通信事業者に対して 2 年間のメタデータの保存を義務付ける規定を有し
ている。
（参考）オーストラリアの法体系
オーストラリアには 18 世紀後半から英国の開拓地が設置され、1901 年に英国議会によ
り設定されたオーストラリア憲法により、連邦政府および州政府が創設された。オースト
ラリア憲法は米国合衆国憲法およびカナダ憲法の影響を受け107ており、英米法のコモンロ
ーの法体系を採用している。
オーストラリア全土に適用される連邦法に加え、8 つの州、準州、特別地域の合計 9 つ
の司法制度があり、それぞれにおいて、議会が法を制定、行政政府が法を執行、司法機関
が同率してこれらの法を解釈し、適用している108。
オーストラリアはコモンローではあるものの、立法による法令が主要な法源のひとつで
あり、議会により制定される制定法（一般に Act と呼ばれる）と、立法権限を委任された
政府機関によって制定される規則等（Rule、Regulation、Orders 等と呼ばれる）に大別され
る。また、政府は規則等の他、法的拘束力を持つガイドライン109を発出するとともに、政
策等への理解を支援するために法的拘束力のないガイドラインも公表している。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。

Protection Act 2014 (Victoria)。なお、これら州・準州レベルの法は表掲載および詳述から割
愛する。
106
Federal Register of Legislation, Australian Government, Telecommunications (Interception and
Access) Amendment (Data Retention) Act 2015,
https://www.legislation.gov.au/Details/C2015A00039 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
なお、同法が 2015 年 10 月に発効された段階では、オーストラリアのインターネットサー
ビス事業者団体は遵守することが難しいとの立場であったとの報道がなされていた。BBC
News, Australia begins mass data retention under new law, 13 October 2015,
http://www.bbc.com/news/world-australia-34513124 （最終アクセス日：2018 年 2 月 7 日）
107
北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会、2004 年）
、p.474
108
Department of foreign Affairs and Trade, Australia Government, about Australia 司法制度、
http://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/AAF2008_legal_j.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 24
日）
109
たとえば、Office of the Australian Information Commissioner では、法的拘束力を有するガ
イドラインと規則（legally binding guidelines and rules）と助言的なガイドライン（advisory
guideline）を区別して情報提供を行っている。Office of the Australian Information
Commissioner、 Guides, https://www.oaic.gov.au/agencies-and-organisations/guides/ （最終アク
セス日：2018 年 2 月 6 日）
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図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（オーストラリア）

措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ
公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム
国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置

ビジネス情報（非個人情報）を
対象とする措置・ビジネス情報
に関連する措置

①1988 年プライバシー法
②2010 年健康保険識別子法
③2012 年「My Health Record」
法
④1979 年電気通信（傍受および
アクセス）法
⑤2006 年反マネーロンダリング
および反テロリズム金融法
⑦2017 年財務省法修正法
⑧1990 年データ突合プログラム
（補助および税制）法

④1979 年電気通信（傍受および
アクセス）法

④1979 年電気通信（傍受および
アクセス）法

⑤2006 年反マネーロンダリング
および反テロリズム金融法
③2012 年「My Health Record」
法

⑤2006 年反マネーロンダリング
および反テロリズム金融法

⑤2006 年反マネーロンダリング
および反テロリズム金融法
⑥1997 年電気通信法

⑤2006 年反マネーロンダリング
および反テロリズム金融法

⑦2017 年財務省法修正法
⑧1990 年データ突合プログラム
（補助および税制）法

政府・公的機関が保有する情報に関する措置
①1988 年プライバシー法
②2010 年健康保険識別子法
③2012 年「My Health Record」法
⑦2017 年財務省法修正法
⑧1990 年データ突合プログラム（補助および税制）法
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⑨1982 年情報公開法

① 1988 年プライバシー法（Privacy Act 1988）110111
（法律／承認 1988 年 12 月 14 日、発効 1989 年 1 月 1 日。最新修正発効 2017 年 8 月 23
日112）
1988 年プライバシー法は、個人情報の取り扱いについて分野横断的に規定する法である。
同法は、機微情報を含む個人情報の取り扱い、保持、使用、アクセスおよび修正に係る権
利と義務に関する基準を定める連邦プライバシー指針（Australian Privacy Principles; APPs）
113

を定めている。同指針は、個人情報の取り扱いにおける透明性の義務、個人の意思によ

る匿名化を含む取り扱いを選択する権利、個人情報を修正する権利、海外を含む個人情報
の利用および公開、個人情報の安全性等、13 項目から成る。これらのうち複数の項目にお
いて、健康、人種、政治的立場、宗教、犯罪歴といったセンシティブ情報についてより厳
格な取り扱いを求めている。同法の義務の対象となるのは、政府機関に加え、年間売上が
300 万豪ドル以上の企業等である。同法第 III C 部には、データの取り扱いに問題が発生し
た機関・企業等に対して報告を義務付け、その方法を規定する枠組み114も同法に規定され
ている。
前述のとおり、同法は累次の改正や下位規則により適用範囲の拡大や規定の詳細化が図
られてきている。最近の法改正で大幅に保護の強化が図られたものとして、2012 年プライ
バシー修正（プライバシー保護強化）法（改正法）
（Privacy Amendment (Enhancing Privacy
Protection) Act 2012 (the reform Act)）115が挙げられる。2014 年 3 月 12 日に発効した同改正
法は、プライバシー指針を導入したほか、データの国外移転を国内における個人情報保護
法と同等の保護を課している相手国に限ることとし、「EU の域外移転規制に近い内容116」
110

Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Privacy Act,
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
111
Federal Register of Legislation, Australian Government, Privacy Act 1988,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03712 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
112
Federal Register of Legislation の記録によれば、大小さまざまな 70 回以上の修正がなさ
れている。
113
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Privacy fact sheet
17: Australian Privacy Principles,
https://www.oaic.gov.au/individuals/privacy-fact-sheets/general/privacy-fact-sheet-17-australian-pr
ivacy-principles （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
114
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Notifiable Data
Breaches (NDB) scheme,
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/notifiable-data-breaches-scheme （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
115
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, History of Privacy
Act, https://www.oaic.gov.au/about-us/who-we-are/history-of-the-privacy-act （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
116
達野大輔、ベーカーアンドマッケンジー、コラム
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となった。
同法に分野横断的に関わる下位法としては 2013 年プライバシー規則（Privacy Regulation
2013）117があり、法の適用対象の詳細や緊急時の個人情報の扱い等について規定している。
同法においては、分野横断的な規定の他、消費者信用報告に関する規定（第 III A 部）
、
税務登録番号に関する規定（第 17 条）
、健康情報に関する規定といった分野に特化した規
定が設けられており、これらに関し、それぞれ下位規則やガイドライン、関連する他の法
令等が存在している。例えば、信用情報に関しては、2013 年プライバシー規則にも関連規
定があるほか、法第 26N(1)条の実施規則である 2014 年プライバシー（信用報告）コード
（Privacy (Credit Reporting) Code 2014）118が設けられている。また、健康情報については、
1998 年プライバシー法第 95 条の下のガイドライン（Guidelines under Section 95 of the
Privacy Act 1988,）
および同第 95A 条の下のガイドライン（Guidelines under Section 95A of the
Privacy Act 1988,）がそれぞれ規定されており、国家健康医療研究評議会および研究者が従
うべき個人情報の公開に関する手続き、同評議会が公共の利益のために本人の同意なしに
情報にアクセスする際の枠組みについてそれぞれ規定している119。
同法における個人情報の定義は次のとおりである。
Part II—Interpretation, Division 1—General definitions, 6 Interpretation
personal information means information or an opinion about an identified individual, or an
individual who is reasonably identifiable:
(a) whether the information or opinion is true or not; and
(b) whether the information or opinion is recorded in a material form or not.
Note: Section 187LA of the Telecommunications (Interception and Access) Act 1979 extends the
meaning of personal information to cover information kept under Part 5‑1A of that Act.
sensitive information means:
(a) information or an opinion about an individual’s:
(i) racial or ethnic origin; or
(ii) political opinions; or
(iii) membership of a political association; or
(iv) religious beliefs or affiliations; or
https://www.iij.ad.jp/global/column/column19-2.html （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
117
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Privacy
Regulations, https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/privacy-regulations （最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 5 日）
118
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Privacy (Credit
Reporting) Code 2014 (Version 1.2) ,
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-registers/privacy-codes/privacy-credit-reporting-code
-2014-version-1-2 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
119
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Health
information and medical research（最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
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(v) philosophical beliefs; or
(vi) membership of a professional or trade association; or
(vii) membership of a trade union; or
(viii) sexual orientation or practices; or
(ix) criminal record;
that is also personal information; or
(b) health information about an individual; or
(c) genetic information about an individual that is not otherwise health information; or
(d) biometric information that is to be used for the purpose of automated biometric verification or
biometric identification
(e) biometric templates.
健康・医療情報
② 2010 年健康保険識別子法（Healthcare Identifiers Act 2010 (HI Act)）120および 2010
年健康保険識別子規則（Healthcare Identifiers Regulations 2010 (HI Regulations)）
（法／2010 年 6 月 28 日承認）
オーストラリアの健康保険制度において、国民個人、健康保険提供者および医療サービ
ス提供者（病院等）のそれぞれに対して識別子を付与し、情報の管理と共有を円滑化する
ための法および規制である。識別子は個人、個人医療提供者（医師等）および機関医療提
供者（病院等）に対して付与され、個人の医療情報に対するアクセスを規制、管理する。
連邦保健省が所管するが、OAIC は個人情報保護の観点から関与する121。
③ 2012 年「My Health Record」法（My Health Records Act 2012）122
（法／2012 年 6 月 26 日承認、最新改正法 2017 年 9 月 20 日発効）
任意の国家システムである「My Health Record（私の健康記録）システム」を構築する
ことを目的とする法である。同システムは、国民がそれぞれ管理するポータルサイトにお
いて健康情報を医療関係者と共有するなどの選択が可能となるものであり、連邦保健省が
州・準州政府等と連携しつつ所管するものである。運営は、記録を保持するリポジトリ運
営者、ポータル運営者等によってなされる。同法は、第 48 条において、リポジトリ運営
者またはポータル運営者に対して、登録期間中は中心的な運営および管理はオーストラリ
120

Federal Register of Legislation, Australian Government, Healthcare Identifiers Act 2010,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2010A00072 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
121
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Healthcare
Identifiers, https://www.oaic.gov.au/privacy-law/other-legislation/healthcare-identifiers （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 5 日）
122
Federal Register of Legislation, Australian Government, My Health Records Act 2012,
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00313 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
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ア国内に設置しなければならないとの義務を課している。また、第 77 条は「オーストラ
リア国外に記録を保持・持出しない要求」として、記録の国外保持・国外持ち出しの禁止
を規定しており、罰則規定も設けられている。
なお、同法は、当初、
「2012 年個人管理電子健康記録法（Personally Controlled Electronic
Health Records Act 2012）123」という名で承認、発効された。発効当初から、第 48 条、第
77 条とも変更されていない124。
安全保障
④ 1979 年電気通信（傍受およびアクセス）法（Telecommunications (Interception and
Access) Act 1979）125および 2015 年電気通信（傍受およびアクセス）改正（データ保存）
法（Telecommunications (Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act 2015）
126

（法／1979 年 10 月 25 日承認、2015 年改正法は 2015 年 4 月 13 日承認、10 月発効）
1979 年電気通信法（傍受およびアクセス）法は、電気通信に対する傍受ならびにデータ
へのアクセスに関し、傍受可能な主体や条件、アクセス確保等に係る電気通信事業者の義
務等を規定している。発効以来累次の改訂を重ねているが、このなかで 2015 年電気通信
（傍受およびアクセス）改正（データ保存）法は、安全保障と犯罪捜査の目的から、イン
ターネットサービス事業者および移動電話ネットワークに対して、メタデータの保存なら
びに当局の捜査要請等に基づく提出を義務付けるものである。オーストラリア国内事業者
は義務の対象となる一方、海外プラットフォーマーは義務の対象外となっている127。128

123

Federal Register of Legislation, Australian Government, Personally Controlled Electronic
Health Records Act 2012, https://www.legislation.gov.au/Details/C2012A00063 （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
124
二次資料においては、発効当時の法令名を用いているものもある。例えば、Nigel Cory,
Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers, and What Do They Cost?, Information
Technology & Innovation Foundation (ITIF), May 1, 2017,
https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-th
ey-cost （最終アクセス日：2018 年 2 月 7 日）
125
Federal Register of Legislation, Australian government, Telecommunications (Interception and
Access) Act 1979, https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00308 （最終アクセス日：2018
年 2 月 7 日）
126
Federal Register of Legislation, Australian government, Telecommunications (Interception and
Access) Amendment (Data Retention) Act 2015,
https://www.legislation.gov.au/Details/C2015A00039 （最終アクセス日：2018 年 2 月 7 日）
127
BBC News, Australia begins mass data retention under new law, 13 October 2015,
http://www.bbc.com/news/world-australia-34513124 （最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
128
オーストラリアの産業界には反発も多いとの報道がなされている。なお、オーストラ
リアは米国、カナダ、ニュージーランドおよび英国との情報共有ネットワークを有する。
BBC News, Australia passes controversial new metadata law, 26 March 2015,
http://www.bbc.com/news/world-australia-32061421 （最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
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なお、同法は 2014 年 10 月に当初の法案が下院（House of Representatives）に提出129され
て以来、2015 年 3 月の議会通過まで議論を呼んだ130。
金融
⑤

2006 年反マネーロンダリングおよび反テロリズム金融法（Anti-Money Laundering

and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act),）131および 2007 年同規則
（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules (AML/CTF Rules)）132
（法／2006 年 12 月 12 日承認、規制 2007 年 12 月 21 日発効）
資金洗浄やテロリズムに対する金融を防止するための法であり、金融、賭博、送金サー
ビス等に対して報告義務等を課している。ただし、年間売上 300 万豪ドル以下の小規模
事業者は対象とはならない。義務には顧客確認義務（know your customer; (KYC)）も含ま
れる。また、信用情報機関等に対する本人確認を目的とする個人情報（氏名、住所、生
年月日等）の使用や公開は認められるといった規定が設けられている（法第 2 部第 5A）
。
電気通信
⑥ 1997 年電気通信法（Telecommunications Act 1997）133
（法／1997 年 4 月 22 日承認、1997 年 7 月 1 日発効。最新の改正法は 2017 年 10 月 31
日発効）
電気通信事業者等の義務を規定する法である。同法第 13 部は通信の保護を規定してお
り、そのなかで、通信事業者や通信サービス事業者、同事業者の従業員に対し、個人情報
や通信情報等の秘匿を義務付け、そのうえで、公開し得る主体や条件を定めている。この
なかで、1988 年連邦プライバシー法を引用しつつ、不正な個人情報公開を禁止している。
また、第 6 部において業界団体による行動規範および業界規格について規定を設けてお
り、そのなかで、業界規範において扱い得る事項の例のひとつとして、「プライバシー、
とりわけ個人情報の取り扱い」
（第 113 条）を挙げており、通信に関わる異なる事業者団
体（通信キャリア、コンテントプロバイダー、インターネットサービスプロバイダ、メッ
129

Parliament of Australia, Telecommunications (Interception and Access) Amendment (Data
Retention) Bill, 2015
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?b
Id=r5375 （最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
130
BBC News, Australia: Data retention bill introduced to parliament, 30 October 2014,
http://www.bbc.com/news/world-australia-29828677 （最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
131
Federal Register of Legislation, Australian government,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2006A00169 （最終アクセス日：2018 年 2 月 25 日）
132
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Anti-money
laundering, https://www.oaic.gov.au/privacy-law/other-legislation/anti-money-laundering, （最終
アクセス日：2018 年 2 月 25 日）
133
Federal Register of Legislation, Australian government, Telecommunications Act 1997,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A05145 （最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
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セージサービスプロバイダ等（第 110 条））特有の事情を踏まえた業界規範の整備を促し
ている。
 情報公開規制行為政策に関する協議用ドラフト（Consultation Draft: Freedom of
information regulatory action policy）134
（パブリックコメントのための政策文書／2018 年 1 月公開。同 2 月 16 日まで意見募集）
情報公開法の改正に向け、連邦情報コミッショナーの権限を強化する等の内容が盛り込
まれた案文が公開されている。具体的には、コミッショナーに対し、審査事案や調査実施
に対する決定、各省庁等を所管する大臣による個人情報に関するガイドラインに対する審
査、情報公開請求に対する審査期間の延長、他の政府機関による情報公開法遵守に監視等
の権利を新たに付与するものである。
税制
⑦ 2017 年財務省法修正法（Treasury Laws Amendment (GST Low Value Goods) Act
2017 (77 of 2017) ）135
（2017 年 7 月 1 日発効。2018 年 7 月 1 日からの税務年度から適用開始）
1953 年租税行政法（Taxation Administration Act 1953）136とともに、納税者の情報の公開
を禁止するとともに、税務職員に対する個人情報の守秘を義務付ける。
⑧

1990 年データ突合プログラム（補助および税制）法（Data-matching Program

(Assistance and Tax) Act 1990 (Data-matching Act)）137
連邦および州政府が保有する国民の個人情報に関し、税制の二重払い等を避ける目的で、
教育省、社会保障省、退役軍人省および人的サービス省等が、公的支援の実施および諸
税の支払いの円滑化を目的とし、省庁間での情報マッチングが必要となる場合に、必要
な情報について共有することを認める規定が設けられている。

134

Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Consultation
draft: Freedom of information regulatory action policy
https://www.oaic.gov.au/engage-with-us/consultations/freedom-of-information-regulatory-action-p
olicy/consultation-draft-freedom-of-information-regulatory-action-policy（最終アクセス日：2018
年 2 月 25 日）
135
Australian Taxation Office, Australian Government, Treasury Laws Amendment (GST Low
Value Goods) Act 2017 (77 of 2017),
https://www.ato.gov.au/law/view/document?DocID=PAC/20170077/ATOTOC （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
136
Taxation Administration Act 1953, https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00011 （最
終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
137
Federal Register of Legislation, Australian government,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04095 （最終アクセス日：2018 年 2 月 25 日）
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情報公開法（政府保有情報）
⑨ 1982 年情報公開法（Freedom of Information Act 1982）138139
（法律／1982 年 3 月 9 日承認）
オーストラリア政府保有の文書に対する国民のアクセス権に係る規定である。プライバ
シー保護についての規定や国民が政府所有の個人情報の修正を依頼する権利に係る規定
を含む。下位法として、政府機関がアクセス方法を変更する際の要件を規定する 1982 年
情報公開（変更）規則（Freedom of Information (Charges) Regulations 1982）、政府機関によ
る連邦情報コミッショナーへの報告義務を規定する 1982 年情報公開（雑則）
規則（Freedom
of Information (Miscellaneous Provisions) Regulations 1982）がある140。また、法的拘束力を
持たないガイドラインも発出されている141。
投資
以下の法、規則および政策が存在する。


1975 年外資による資産取得及び事業買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act
1975; FATA）



1975 年外国資本による企業買収（通報）規則（Foreign Acquisitions and Takeovers
(Notices) Regulations 1975）



1989 年外国資本による企業買収に関する規則（Foreign Acquisitions and Takeover
Regulations 1989）
上記に基づき、海外からの対内投資に関し、国益の観点から、外国投資審査委員会

（Foreign Investment Review Board: FIRB）による審査がなされ、許可、条件付許可又は不
許可の決定が行われる。データそれ自体を対象とする措置ではないため、表には記載して
いない。

【他国政府等からの指摘】

138

Federal Register of Legislation, Australian government, Freedom of Information Act 1982,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02562 （最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）
139
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Freedom of
information https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 8
日）
140
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, FOI Regulations,
https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/foi-decisions/foi-regulations/ （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
141
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, FOI Guidelies,
https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/foi-guidelines/ （最終アクセス日：2018 年 2
月 5 日）
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米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書142において次の点を指摘している
オーディオビジュアルサービス
（参考として記載：放送は対象、データ通信であるオンラインプログラムは対象外である）
-

2005 年オーストラリアコンテント基準（Australian Content Standard of 2005）は、テレ
ビの商用放送の制作と放送の時間割合制限（朝 6 時から深夜 0 時までの 55%をオース
トラリア製とする等）
、コマーシャルの年間放送時間割合制限（例外を除き朝 6 時から
深夜 0 時までのコマーシャルの 80%以上をオーストラリア製とする）を課している。
ただし、ローカルコンテント要求はケーブルテレビやオンラインプログラムには適用
されない。

-

オーストラリア放送サービス修正法は、テレビ放送局に対し、ドラマの制作費の 10%
を新たなオーストラリア製ドラマの制作に充てることを課している。このローカルコ
ンテント要求はケーブルテレビ、衛星テレビには適用されるが、デジタルのマルチチ
ャネル放送やオンラインプログラムには適用されない。

-

オーストラリア商用ラジオ産業実務指針（Australian commercial radio industry Code of
Practice）は、朝 6 時から深夜 0 時までの音楽放送の 25%をオーストラリア人演奏家に
よるものとすることを課している。2010 年 6 月にオーストラリア通信メディア当局は
デジタル商用放送を対象外とし、2014 年に延長され、効力は継続している。

投資
-

外国投資審査委員会（FIRB）が基準額以上の規模の外国投資家による対内投資を事前
審査し、国益の観点から、投資を禁止または条件を設定することが可能となっている。

-

外国投資家がメディア分野の企業に対する出資比率 5%を越える投資を行う場合には、
事前に FIRB の承認を得なければならない。

-

オーストラリアの州・準州政府による外国投資プロジェクトの中止が投資家に対する
リスクとなっている。

欧州委員会による市場アクセスデータベース 143においてはオーストラリアのデジタル貿
易に関連する障壁として、以下が登録されている。
-

142

バイオ医薬品の新薬の臨床試験データの保護期間が 5 年間と短い設定となっている144

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp35-38,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 5 日）
143
EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセス
日：2018 年 2 月 5 日）
144
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=10360 （最終アクセス日：2018
年 2 月 5 日）
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Australia by Michael Morris and Emily Cravigan, Allens, with Practical Law
Law stated as at 01-Oct-2017
https://content.next.westlaw.com/qacompare/report/country/f02cdb7981bc4728aa32796b36463ec0
?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)#/report
（最終アクセス日：2018 年 2 月 8 日）

70

３-５ EU
EU においては、個人情報の保護に関し、一般データ保護規則（Regulation(EU)2016/679/）
(General Data Protection Regulation; GDPR）が 2016 年 5 月 24 日に発効し、行政罰を伴う適
用が 2018 年 5 月 25 日から開始される。同規則は個人データの処理および EU 域外への移
転に関して規定するものである。前身のデータ保護指令（Directive 95/46/EC）
（Protection of
Personal Data）
（1995 年発効）は 2018 年 5 月 24 日までで失効する。データ保護指令の下、
各加盟国はデータ保護法をそれぞれ整備していたが、2018 年 5 月 25 日以降は GDPR が直
接適用されることとなる（ただし、雇用、ジャーナリズム、研究等の一定の事項について
は各国に個別の立法が認められている）
。
データ保護指令に基づき 31 加盟国のデータ保護法と監視機関はこの指令を基に立法さ
れてきた。また、EU レベルでもその後、個人情報を対象とする措置・個人情報に関連す
る措置が累次制定されてきた。具体的には、電子商取引指令（2000/31/EC）
、e プライバシ
ー指令（2002/58/EC）等が挙げられる145。電子商取引指令に関して146は、欧州デジタル単
一市場戦略の一環として見直しが図られ、2015 年より 2 件のパブリックコンサルテーショ
ンが行われている。すなわち、
「プラットフォーム、オンライン仲介者、データおよびク
ラウドコンピューティングおよび協調型エコノミーの規制環境に関するパブリックコン
サルテーション147」および「欧州におけるシッピングおよび情報へのアクセスに際するジ
オブロッキングおよび他の地理的制限に関するパブリックコンサルテーション148」である
149

。
E プライバシー指令については、見直しのための評価、検討を経て、GDPR との整合性

145

日本貿易振興機構（ジェトロ）
「
『EU 一般データ保護規則（GDPR）
』に関わる実務ハン
ドブック（入門編）
」
（2016 年 11 月）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/dcfcebc8265a8943/20160084.pdf（最終アクセス
2018 年 2 月 16 日）
146
European Commission, Archive - E-commerce directive - What happened before and since its
adoption, 24 March 2017, （最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/archive-e-commerce-directive-what-happened-a
nd-its-adoption
147
European Commission, Public consultation on the regulatory environment for platforms, online
intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy , 24 September 2015 to 6
January 2016,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-regulatory-environment-plat
forms-online-intermediaries-data-and-cloud（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
148
Public consultation on Geo-Blocking and other geographically based restrictions when
shopping and accessing information in the EU, 24 September 2015 to 28 December 2015,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-geo-blocking-and-other-geo
graphically-based-restrictions-when-shopping-and（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
149
European Commission, e-Commerce Directives,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive （最終アクセス 2018 年 2
月 16 日）
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を図るべく150、これを改正する 2017 年 1 月に、
「電子通信におけるプライバシーの尊重及
び個人情報の保護に関する規則案」を公表している151。
ビジネス情報に関しては、包括的な規制は設けられていなかったが、欧州委員会は 2015
年に「欧州単一デジタル市場戦略（A Digital Single Market Strategy for Europe）
」152を公表し、
その一環として、2017 年 1 月には「欧州データ経済の構築」153と題する政策文書を公表、
さらには 2017 年 9 月 19 日、欧州内の非個人データの自由移動に関するフレームワークに
係る規制案（Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a
framework for the free flow of non-personal data in the European Union (COM(2017)495)）を公表
した154。
同じく欧州単一デジタル市場戦略の下、2007 年 12 月、⑤視聴覚メディアサービス指令
（Audiovisual Media Service (AVMS) Directive）が採択された。これは、域内の放送に関す
る規制の枠組みに関する国境なきテレビ指令（Television Without Frontier (TVWF) Directive）
を改訂するものであり、TV 放送以外の情報通信メディアをも対象とするものとなった155。
電気通信については、2016 年 9 月、欧州単一デジタル市場戦略の一環として、電気通信
規制に関する現行 4 指令を一本化する電気通信指令改正案の提案も行った。
また、輸出管理に係る理事会実施規制 No.1042/2013 改正（実施規制 No.282/2011 ミニワ
ンストップショップ（MOSS）の改正実施規制）
、規制 No.428/2009 が安全保障の観点から
発出されている。156

150

島村 智子「立法情報 【EU】電子通信分野におけるプライバシーの保護に関する規
則案」国立国会図書館調査及び立法考査局 外国の立法（2017.4）
http://www.dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10322292_po_02710104.pdf?contentNo=1&alte
rnativeNo=（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
151
European Commission, Proposal for an ePrivacy, Regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive （最終アクセス 2018 年 2 月
16 日）
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation
（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）未だ発効には至っていない。
152
Digital Single Market Strategy, Brussels, 06 May 2015, Statement by Vice-President Andrus
Ansip, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm
153
JETRO 世界のビジネスニュース（通商弘報）
「データ経済」の推進目指し、欧州委が指
針発表－日本と韓国のデータ保護措置の「十分性認定」を優先－2017 年 02 月 08 日、
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/02/4f1b8ebe988ce0ee.html
154
European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
(COM(2017)495), 19 September 2017|,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-co
uncil-framework-free-flow-non-personal-data（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
155
生貝直人『情報社会と共同規制－インターネット政策の国際比較制度研究』勁草書房、
2011 年、pp.53-54。
156
このほか、電子署名のためのコミュニティフレームに関する指令（電子署名指令）、デ
ータベース指令、営業秘密指令等なども間接的にはビジネスデータに関わる。
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（参考 1）EU の法体系157
EU の法体系は、第一次法(Primary Legislation)と第二次法(Secondary Legislation)に分けら
れる。
第一次法は EU の基礎となる条約であり、現行の基本条約は 2009 年 12 月に発効したリ
スボン条約を通じて改正された EU 条約および EU 機能条約を指す。加えて、両条約の付
属議定書および付属文書を指すこともある。これらの条約は加盟国間の交渉によって内容
が合意され、各国議会によって批准される。改正も同様のプロセスである。基本条約に加
えて、第一次法には基本条約と「同一の法的価値」を有するとされる EU 基本権憲章、EU
司法裁判所が依拠する法の一般原則などを含むことがある。158
第二次法は第一次法である基本条約に法的根拠を持ち、そこから派生する法である。第
二次法は別名 EU 法とも呼ばれ、適用範囲および法的拘束力の強い順に、規則、指令、決
定、勧告、意見の 5 種がある。それぞれの内容は以下の通りである。
図表 EU 法の種類159
規則
(Regulation）

指令
(Directive）

決定
(Decision)
勧告
(Recommendations)
意見
(Opinions)

加盟国の国内法に優先して、加盟国内のすべてのステークホルダー
（政府、企業、個人）に直接適用される。ゆえに、国内立法を必要と
せず、加盟国の政府等に対し直接的な法的拘束力を及ぼし、そのまま
国内法体系の一部となる。
指令の中で命じられた結果（政策目標と実施期限）についてのみ、加
盟国を拘束するが、その結果達成のための手段・方法は加盟国に委ね
られる。国内立法等、どのような措置を取るかは各加盟国の一存によ
る。企業・個人には直接適用されない。加盟国の既存の法体系に合っ
た法制定が可能になるが、規則よりも履行確保が難しくなる。
特定の加盟国政府・企業・個人などに一定の行為・措置を取ることを
期待する旨を欧州委員会が表明する。対象となる加盟国の政府等、限
定された対象に対しては直接に効力を発揮する。
欧州委員会等の機関が自らの見方を公表することにより、法的拘束力
はないものの、対象に対して一連の行動を起こすことを推奨。
勧告と同様法的拘束力はない。欧州委員会、欧州連合理事会および欧
州議会といった主な EU 機関や地域委員会、欧州経済・社会委員会に
よって出されるものである。法律が立法されている間、上記の機関は
特定の地域的・経済的・社会的観点から意見を述べる。

出所）総務省、国会図書館資料、EU ウェブサイト等より作成

157

総務省「世界情報通信事情（EU）」
http://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/eu/pdf/eu.pdf (最終アクセス 2018 年 2
月 19 日)
158
国会図書館リサーチ・ナビ「EU（欧州連合）
」https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/eu-law.php
（最終アクセス 2018 年 2 月 19 日）
159
European Union ,EU law, Regulations, Directives and other acts,
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en (最終アクセス 2018 年 2 月 19 日)
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（参考 2）デジタル単一市場戦略
欧州委員会は 2015 年 5 月、EU 域内のデジタル市場において、
「デジタル単一市場戦略」
を発表した。これは、欧州域内のデジタル市場において、障害撤廃を目指す新たな施策で
あり、欧州委員会は、IoT 等の新しい概念への法整備構築に向けて、デジタルプラットフ
ォーム事業者の市場に与える影響度を調査・分析するためのエビデンス指標を設けるとし
ている。
図表 デジタル単一市場戦略概要160

■国境を越えた消費者と企業によるデジタル製品やサービスのアクセスを改善する
 国境を越えた電子商取引の簡便化を図る規則を設置
 消費者保護に関する規則を見直し、迅速かつ一貫した消費者保護の規則を施行
 より効率的で、かつ利便性の高い荷物の配送体制を確立
 商取引における不当な地域制限を撤廃
 欧州の電子商取引市場の競争にかかわる懸念材料を明確化
 現代的な著作権法を制定
 放送事業者によるオンライン配信や国境を越えたサービス提供の進展をふまえ
て衛星やケーブルテレビ関連の指令の見直し
 付加価値税（VAT）制度の違いのような事業展開に際して障壁となる行政上の課
題を撤廃
■デジタル・ネットワークや革新的なサービスの反映に繋がる適切な条件や公平な競争領
域を創出する


現行の EU の電気通信関連規則を徹底的に見直す



視聴覚メディアのフレームワークを 21 世紀の時代に即すように再検討



検索エンジン、ソーシャルメディア、アプリストアといったオンラインプラット
フォームの役割について包括的な分析を実施



個人情報の適切な運用のため、セキュリティを強化



サイバーセキュリティ分野で産業界とのパートナーシップの強化

■デジタル経済の成長と潜在性を最大化する161


EU におけるデータの自由な移動を推進するためのイニシアティブの提案



e ヘルス、交通計画、およびスマートメーター等の分野で標準化するよう設定



インターネットスキルの向上や新たな電子機器普及により市民のデジタル社会
をサポート

出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「平成 27 年度産業経済研究委託事業（新たな技
術革新やビジネスモデルに対応した企業法制の在り方に関する実態調査）」調査報告書（平成
160

European Commission, Press Release, A Digital Single Market for Europe: Commission sets
out 16 initiatives to make it happen, Brussels, 6 May 2015,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm（最終アクセス日：2018 年 2 月 28 日）
161
平井智尚「EU のデジタル単一市場政策の動向」ITU ジャーナル Vol.45 No.8 (2015.8),
https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2015/08/2015_08-14-kenkyuin.pdf（最終アクセス日：
2018 年 2 月 28 日）
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28 年 3 月）

図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（EU）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①一般データ保護規則（2016 年
発効、2018 年施行）
②EU 米国プライバシーシール
ド（2016 年）
⑧電気通信指令案（2016 年）
⑩欧州機関文書への公衆のアク
セス欧州規制（2001 年）

知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ
公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
③欧州内の非個人データの自由
移動に関するフレームワークに
係る規制案（2017 年）

④EU 著作権指令（2001 年）
⑤視聴覚メディアサービス
（AVMS）指令
⑥輸入管理に係る理事会規則
（2011 年）

⑦個人情報の処理および電子通
信分野におけるプライバシー保
護指令（2002 年）
⑧ 電気通信指令案（2016 年）
⑨ 電子商取引指令（2000 年）

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置
⑩欧州機関文書への公衆のアクセス欧州規制（2001 年）

主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
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⑤視聴覚メディアサービス
（AVMS）指令
⑧電気通信指令案（2016 年）
⑨電子商取引指令（2000 年）

① 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation; GDPR）162
（EU 規則／官報掲載 2016 年 5 月 4 日、発効 2016 年 5 月 24 日、施行 2018 年 5 月 25
日）
GDPR は EU の個人情報保護法であり、EU 基本権憲章に定められた個人データの保護
に対する権利の保護を目的とする。EU において、個人データの保護に対する権利は基本
的人権であることから、違反には厳しい罰則規定を設けている。
GDPR では、個人データの処理および個人データを EU 域内から第三国に移転する際に
満たすべき法的要件を規定している。
GDPR における個人データ（Personal Data）の定義は、
「個人データとは、識別された又
は識別され得る自然人（以下「データ主体」という。）に関するあらゆる情報を意味する。
識別され得る自然人は、特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子のような
識別子、または当該自然人に関する物理的、生理的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的
もしくは社会的アイデンティティに特有な一つ、もしくは複数の要素を参照することによ
って、直接的にまたは間接的に、識別され得る者をいう」（第 4 条）である。個人データ
の例として、「氏名、識別番号、所在地データ、メールアドレス、オンライン識別子（IP
アドレス、クッキー識別子）
、身体的、生理学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的、
社会的固有に関する要因163」が挙げられる。
個人データの定義の条文は次のとおりである。
Article 4 Definitions
(1)‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person
(‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in
particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an
online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental,
economic, cultural or social identity of that natural person;
(13)‘genetic data’ means personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics
of a natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural
person and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural
person in question;
(14)‘biometric data’ means personal data resulting from specific technical processing relating to
the physical, physiological or behavioural characteristics of a natural person, which allow or
162

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(Text with EEA relevance),
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679（最終アクセス 2018
年 2 月 16 日）
163
ジェトロ（2016）
、p.2．
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confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or dactyloscopic
data;


1995 年 10 月 24 日の欧州議会および理事会の指令 95/46/EC「個人データの処理およ
び自由な移動に関する個人の保護」

（Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data）164
（指令/1995 年 10 月 24 日制定）
EU 内の個人情報の基幹となっていた規制である。指令の対象は、全体的または部分的
に個人情報の処理に自動的にかかるもの、またはファイリングシステム165の一部を形成さ
れている・意図されている個人情報にかかるものである。ただし安全保障や加盟国の刑法
に係る範囲には適用されない。


モデル契約による国際データ移送166167
個人データ保護の為の法的手段として、
1995 年 EU データ保護指令
（Directive 95/46/EC）

の第 26 条 4 項に基づき、欧州委員会はこれまでに 3 種類のモデル契約条項（Standard
Contractual Clauses: SCC）を採択してきた。モデル契約条項をひな形とした契約を締結し、
遵守することで、十分な保護措置に基づくデータ移送と認められるものである。
なお、GDPR では、第 46 条 2 項に基づき、欧州委員会が標準データ保護条項（Standard
Data Protection Clauses: SDPC）を採択するよう定めているが、今後 SPDC が新たに採択さ
れ、現行 SCC が修正・差し替えまたは廃止されるまでは、現行 SCC が有効である。
164

EUR-Lex,Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data:
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
165
ここで、ファイリングシステムとは、特定の基準に沿ってアクセス可能な個人データ
の一連の集合を指す。この集合は、中央集権的であっても分散していても構わない。 こ
こで、ファイリングシステムとは、特定の基準に沿ってアクセス可能な個人データの一連
の集合を指す。この集合は、中央集権的であっても分散していても構わない。
同上 http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
166
strategy on promoting international privacy standards,
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-tr
ansfer-personal-data-third-countries_en#international-data-transfers-using-model-contracts （最終
アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
167
JETRO ブリュッセル事務所海外調査部 欧州ロシア CIS 課「EU 一般データ保護規則
（GDPR）に関わる実務ハンドブック（実践編）」2017 年 8 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/76b450c94650862a/20170058.pdf （最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 22 日）
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②EU 米国プライバシーシールドフレームワーク（Privacy Shield Framework）
（米国⑤参照）
2016 年 7 月 12 日適用、2016 年 8 月 1 日発効のバイラテラルの取り決めであり、商業目
的で米国に転送される EU 域内の市民の個人情報を保護し、基本的権利を守ることを目的
とする。後述の欧州委員会国際プライバシースタンダード推進戦略に基づく措置である。
本取り決めは米国‐EU 間のデータ転送を担うビジネスにとって、法的透明性を高める。
当取り決めは、以下の項目を含んでいる。
i)

EU 域内から個人データを受け取る企業に、強固なデータ保護義務を課す

ii) 米国政府のデータアクセスに対し、制限を設ける
iii) 個人に対し、効果的な保護と補償を備える
iv) 取り決めの適切な適用を検証すべく EU と米国は、毎年合同で審査を実施する
なお、2017 年 10 月にプライバシーシールドの機能を審査した第 1 回報告書が欧州委員
会により発表されている。同報告書によれば、欧州委員会は「米国はデータ保護に関して
十分な水準を保持しているが、今後機能し続けるために枠組みの運用面の改善を検討すべ
き」としている。168


欧 州 委 員 会 国 際 プ ラ イ バ シ ー ス タ ン ダ ー ド 推 進 戦 略 （ strategy on promoting
international privacy standards）169
（戦略文書／2017 年 1 月 10 日公表）
欧州委員会は 2017 年 1 月 10 日に越境データ移転に関する政策文書 Exchanging and

Protecting Personal Data in a Globalised World を発表した。GDPR 第 45 条に基づく保護レベ
ルの「十分性認定（Transfers on the basis of an adequacy decision）
」について、日本及び韓国
をはじめとする東アジア・東南アジアの重要な貿易相手国や、ラテン・アメリカ諸国、EU
近隣諸国、インドなどとの可能性を探っていくとしている。十分性認定を取得している国
は、2017 年 12 月時点でスイス、カナダ（商業機関）
、アルゼンチン、ガーンジー島、マン
島、ジャージ島、フェロー諸島、アンドラ、イスラエル、ウルグアイ、ニュージーランド、
米国（プライバシーシールドフレームワークに限定）の 12 カ国170である。

168

European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the
Council, 2017/0611(COM),2017/0344(SWD)
169
Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A7%3AFIN（最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 21 日）
170
European Commission, Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protecti
on-personal-data-non-eu-countries_en（最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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③欧州内の非個人データの自由移動に関するフレームワークに係る規制案（Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free
flow of non-personal data in the European Union (COM(2017)495)）171
2017 年 9 月 13 日に欧州委員会は「非パーソナルデータの域内における自由な流通の枠
組みに関する規則草案を公開した。この規則草案は、非パーソナルデータの自由な流通を
実現するための規則案であり、今後の欧州域内における非パーソナルデータの流通に関す
る主要な指針となることが見込まれる。
本規則草案は第 1 条においてその目的を、データローカライゼーション規制、対象機関
のデータの利用可能性、および職業ユーザー（professional users）へのデータの移植（porting）
に関するルールを定めることにより、パーソナルデータを除くデータの域内における自由
な流通を確実にするためのものであるとしている。
第 3 条の定義条項では、データローカライゼーション法を「データ保存の場所または加
工の場所を特定の加盟国の領域内に強制する、または他の加盟国へのデータ保存または加
工を妨げる、加盟国による法、規制または行政規定のなかの義務、禁止、条件、制限また
は要求」と定義している。
データローカライゼーションの原則禁止を定める第 4 条では、安全保障の目的で正当と
見なされる場合を除き、EU 域内におけるデータのストレージその他のプロセッシングを
特定の加盟国の領土内に制限すること、及び他の加盟国におけるストレージその他のプロ
セッシングを禁止・制限することを認めないとしている。
さらに、第 5 条は本規則が所轄官庁によるデータへのアクセスを妨げないとし、データ
が他の加盟国において蓄積・プロセッシングされたとしても、当局のデータへのアクセス
が必ずしも拒否されないとしている。
また、第 6 条では、欧州委員会が EU レベルでの自主規制の行動規範の作成を促進する
と述べられており、これによりプロバイダの切り替えの際のベストプラクティスに関する
ガイドラインが明確化され、さらにプロバイダデータのストレージとプロセッシングの契
約がなされる前に、専門的なユーザーに十分に詳細で明確で透明性のある情報が提供され
るとしている。加えて、第 7 条では、各加盟国がこの規則をワンストップで実行する任務
を行う機関を設置し、委員会及び他の加盟国との連携が円滑に行われるように定めている
172

。

171

European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
(COM(2017)495)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-co
uncil-framework-free-flow-non-personal-data（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
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Regulation of the European Parliament and of the Council, 2017/0228(COD), Article 1,(24)～
(27)
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知的財産
④EU 著作権指令（Directive 2001/29 of the European Parliament and of the Councilof 22
May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the
information society）
（指令／2001 年 5 月 22 日の欧州議会及び欧州理事会の指令）173
EU 著作権制度の現行枠組みは、2001 年の著作権指令（Directive 2001/29/EC）に基づく。
現在 EU では、デジタル化時代に対応するため著作権制度改革が進められており、2016
年 9 月に欧州委員会は、デジタル単一市場戦略及びオンラインプラットフォーム戦略174を
踏まえた著作権に関する新指令案（European Commission (COM(2016)593), “Proposal for a
Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single
Market”175）を欧州議会及び理事会に提案した。
文化保護
⑤視聴覚メディアサービス（AVMS）指令（Audiovisual Media Service (AVMS) Directive）
2007 年 12 月、
視聴覚メディアサービス指令（Audiovisual Media Service (AVMS) Directive）
が採択された。これは、域内の放送に関する規制の枠組みに関する国境なきテレビ指令
（Television Without Frontier (TVWF) Directive）を改訂するものであり、TV 放送以外の情
報通信メディアをも対象とするものとなった176。データ流通の観点からは、放送のみであ
った同指令の対象範囲がデータの移動に拡大された点が重要となる。従前の指令において
も、放送における欧州制作番組のクォータが規定されていたが、本改訂により、オンデマ
ンドサービス事業者による欧州制作番組の制作や買収に対する財政的支援、番組のカタロ
グにおける欧州制作番組の割合の向上や際立たせた掲載により、欧州制作番組を促進する
（第 13 条）との規定が設けられた。

173

2016 年 AVMS 指令改正案

EUR-Lex, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council
of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the
information society
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML（最終ア
クセス日：2018 年 2 月 19 日)
174
European Commission, Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and
Challenges for Europe (COM (2016)288),
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-288-EN-F1-1.PDF （最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 26 日）
175
European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)593),
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF
176
生貝直人『情報社会と共同規制－インターネット政策の国際比較制度研究』勁草書房、
2011 年、pp.53-54。
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欧州委員会は 2016 年 5 月に AVMS 指令の改正案 を提出した。同改正案においては、第
13 条を改正し、
「1. オンデマンド事業者に対して、カタログに掲載する番組の最低 20%を
欧州事業者のものとし、これらの番組が際立つようにする」ことや、域内国はコンテンツ
に対する直接投資や国費への貢献などを通じて欧州制作番組に対するオンデマンド事業
者の貢献を求める」ことを課すなど、欧州域内コンテンツの優遇義務を強化する内容とな
っている177。本指令案は 2018 年 2 月現在、承認には至っていない178。
安全保障
⑥輸入管理に係る理事会規則 No.282/2011、改正実施規則 No.1042/2013 および規制
No.428/2009179
輸出管理に係る No.282/2011180の第 4 条において、電子機器、通信、情報セキュリティ
等に関し、二重用途物品（dual use items）
（民生および軍事目的両方に使えるすべての物品）
の輸出は規制の対象とされている。
さらに、この規制の改定規制として作られた No.1042/2013 改正実施規制第 9 条 a 項にお
いて、コンテンツ等の付加価値税は、コンテンツ分野を想定して、サービス供給が所在す
る場所で課税される宣言をしている。明確にプロバイダがサービス供給者であると被課税
者によって示されない限り、課税される人物はサービス供給者の代理として活動している
とみなされる。なお、付加価値税の水準は国によって異なるため、ポータルサイトを通じ
て任意選択することができる。さらに、同規制の序章(1)では、電気通信、放送、電子的に
供給されるサービスの BtoC の供給者に対し、すべての電気通信、放送、電子サービスに
対する付加価値税は、販売者の所在地ではなく、顧客の居住する場所で徴収されると記さ
れている。ただし、課税の対象とならない人物に対する他のサービスに関しては、販売者
が所在する加盟国で付加価値税を徴収されることとなる。181

177

European Parliamentary Research Service, Briefing, EU Legislation in Progress, The
Audiovisual Media Service Directive, 27 June 2017,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.
pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 27 日）
178
European Commission, Audiovisual Medai Services Directive (AVMSD),
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
179
一般財団法人安全保障貿易情報センター「欧州国別規制概要」
http://www.cistec.or.jp/service/iinkaidayori/houkokusho2010/data_seido/sogo3-3-2.pdf
180
EUR-Lex, Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community
regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0428
181
EUR-Lex, Council Implementing Regulation (EU) No 1042/2013 of 7 October 2013 amending
Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards the place of supply of services
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1042
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電気通信
⑦ 2002/58/EC「個人情報の処理および電子通信分野におけるプライバシーの保護に関す
る指令」(Directive on privacy and electronic communications)182
（指令/2002 年 7 月 12 日の欧州議会及び欧州理事会の指令）
本指令は、交通・位置データが通信目的で不要となった際には消去または匿名化されな
ければならないと規定している（第 6 条 1 項）。ただし、請求・支払に必要なデータに関
しては交通データおよび位置データを加工して用いることが認められるが、当該支払が消
費者による提訴の対象となる期間または支払可能な期間終了後は、プロバイダによる交通
データ・位置データの処理は無効になる（同第 2 項）。
また、EU 諸国ではインターネットプロバイダが交通データ加入者・利用者に対して処理
される交通・位置データの種類およびその処理期間を知らせなければならず、それに対し
て同意する必要があると規定されている（第 6 条 4 項）
。
⑧ 電気通信指令案（European Electronic Communication Code）183
欧州委員会は 2016 年 9 月、デジタル単一市場戦略の一環として、現行 4 指令を一本化
する電気通信指令案を提案した184。
本提案に対しては多くの加盟国が補完性原理185に反するとの立場をとり、2018 年 2 月現
在も決着をみていない。
現行の電子通信規制の 4 指令とは、枠組み指令（2002/21/EC）
、許可指令（2002/20/EC）
、
アクセス指令（2002/19/EC）およびユニバーサル・サービス指令（2002/22/EC））であり、
これらは 2009 年の改訂などを経ている 186 。2009 年に採択された「市民の権利」指令
（2009/136/EC）は、ユニバーサル・サービス指令（2002/22/EC）、プライバシー保護指令
（2002/58/EC）、消費者の権利保護に関する法の執行機関間における協力に関する規則

182

EUR-Lex, Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July
2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic
communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518769971948&uri=CELEX:32002L0058
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
183
European Commission, Proposed Directive establsihng the European Electronic
Communication Code, 14 September 2016,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electr
onic-communications-code （最終アクセス日：2018 年 2 月 27 日）
184
http://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/eu/（最終アクセス日：2018 年 2 月
27 日）
185
欧州委員会の権限の肥大化を防ぐべくマーストリヒト条約の制定時に導入された（EC
条約第 5 条第 2 項）
。加盟国の最強権を尊重する基本的な原理である。
186
総務省「世界情報通信事業 欧州委員会（EU）」（最終更新平成 28 年）
http://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/eu/（最終アクセス日：2018 年 2 月 27
日）
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（No2006/2004）を改正するものであり、プライバシー保護指令（2002/58/EC）の改正に
ついては 2 条の 1）～10）で規定している。
電子商取引
⑨2000/31/EC 電子商取引指令 (Directive on electronic commerce)
（指令/2000 年 6 月 8 日制定）187188
本指令は、域内の電子商取引の発展は欧州産業の競争力強化につながると期待できるも
のの、各国の法制度の違いがそれを妨げる恐れがあることから、共同内での高度な法的統
合の確保を目的として、2000 年に本制定された189。
本指令は、加盟国間で情報社会サービスの自由移動を確保し、域内市場の適切な機能へ
の貢献を目的としている。そのため、不要な規制の排除が主眼となっている。例えば、加
盟国は、情報社会サービス提供者の活動の開始および継続に対して事前認可等を課さない
ことを確保すること（第 4 条）
、電子的手段による契約の法的有効性を確保すること（第 9
条）
、サービスの受け手が提供する情報を通信ネットワークで転送する情報社会サービス
が提供される場合、加盟国は「サービス提供者は情報を修正しない」等の条件で、その情
報の自動的、直接的、および一時的保存に対する責任をサービス提供者に課さないことを
確保すること（第 13 条）
、サービスの受け手が提供する情報を保存する情報社会サービス
が提供される場合、加盟国は「サービス提供者は、違法な行為または情報を実際に知らな
い」等の条件で、サービスの受け手の要求によって保存された情報に対する責任をサービ
ス提供者に課さないことを確保する（第 14 条）こと、加盟国は、サービスの提供者に対
し、転送または保存情報を監視する一般的義務、および違法行為を示す事実または状況を
積極的に探す一般的義務を課してはならないこと（第 15 条）等が規定されている。
なお、本指令の発効日から 18 か月以内に加盟国はこの遵守に必要な法律、規制、行政
規則を発効させることが規定されている（第 22 条）。


187

プラットフォーム、オンライン仲介者、データおよびクラウドコンピューティングお

EUR-Lex, Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000
on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the
Internal Market ('Directive on electronic commerce')
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0031（最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
188
消費者庁による正式名の和訳は「域内市場における情報社会サービスの法的側面、特
に電子商取引の法的側面に関する欧州議会および理事会指令 2000/31/EC 」
。また、同指令
の説明における和訳も消費者庁にならった。
189
消費者庁政策調整課「EU の電子商取引指令について」平成 23 年 1 月 13 日、
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110117adjustments_3.pdf （最終アクセス日：2018 年 2
月 27 日）
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よび協調型エコノミーの規制環境に関するパブリックコンサルテーション190
（パブリックコンサルテーション／実施期間 2015 年 9 月 24 日～2016 年 1 月 6 日）
本パブリックコンサルテーションは、プラットフォームの規制環境、オンライン仲介者
の責任所在、データおよびクラウド、ならびに協調型エコノミーに関する意見を募集する
ことを目的として実施された。本節冒頭に記した「欧州デジタル単一市場戦略」に含まれ
ている経済・社会におけるプラットフォームの役割の分析の一部である。
回答結果では、オンラインプラットフォームは検索結果に関して透明性を一層高めるべ
きであるものの個人・非個人情報収集に関して十分な情報を提供していないとの見解があ
る一方、ほとんどのプラットフォームは十分な情報提供をしているとの見方もあり、意見
がが分かれた。
オンライン仲介者および違法コンテンツ撲滅に関し、多様な違法コンテンツに対してそ
れぞれアプローチが必要であるとの意見がある一方、仲介業者は“take down and stay down”
原則191の使用や特定の違法コンテンツに対する義務には懐疑的だった。
データおよびクラウドコンピューティングについては、既存の法的枠組みが IoT などで
生じ得る責任問題に対応しきれない、クラウドサービスのプロバイダがセキュリティやサ
ービス利用者のデータ保護に関して十分な透明性を提供していない、協調型エコノミーの
動きが活発だが多くの規制およびその他の障壁が存在してとの意見などもあった。


欧州におけるショッピングおよび情報へのアクセスに際するジオブロッキングおよ
び他の地理的制限に関するパブリックコンサルテーション192

（パブリックコンサルテーション／実施期間

2015 年 9 月 24 日～2015 年 12 月 28 日）

本コンサルテーションの目的は、利用者、消費者および企業による、国境を越えた情報
へのアクセス、情報提供、または財・サービスの売買を行う際に直面する規制につき意見
を求めるものであった。とりわけ音楽や映画、テレビ番組などの著作権保有者との間で、
利用者の地域によって制限をかける「ジオブロック」問題193が背景となった。
190

European Commission, Public consultation on the regulatory environment for platforms, online
intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy , 24 September 2015 to 6
January 2016,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-regulatory-environment-plat
forms-online-intermediaries-data-and-cloud（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
191
著作権者から違法性の通報を受けて取り下げたコンテンツは再アップロードされない
という原則。
192
Public consultation on Geo-Blocking and other geographically based restrictions when
shopping and accessing information in the EU, 24 September 2015 to 28 December 2015,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-geo-blocking-and-other-geo
graphically-based-restrictions-when-shopping-and（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
193
ロイター「欧州委、電子商取引業界の競争阻害について調査拡大へ」
https://jp.reuters.com/article/eu-competition-geoblocking-idJPKBN1861I5（最終アクセス日：
2018 年 2 月 21 日）
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回答した消費者の 9 割以上は、EU 全域において消費者や企業がサービスにアクセス、
購入可能であるべきとの点に賛意を示した。ジオブロッキングや地理的な規制は単一市場
の創成に大きな障壁であるとの意見が太宗であった。また、8 割以上の消費者はジオブロ
ッキングを経験したことがあるとし、不当なジオブロッキングに対する法的な対応を支持
した。
企業側も、ジオブロッキングによる差別は課題であり、消費者の選択や競争は重要であ
るという見方を示しており、企業の多くは他の加盟国に住む消費者が他国で入手できるサ
ービスにアクセスできないのは望ましくないと答えている。同時に企業は契約の自由を強
調し、企業が通常ビジネスを行わない地域での販売、運送の強制には反対している。
⑩欧州議会、理事会および委員会文書への公衆のアクセスに関する欧州規則（Regulation
(EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001
regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents）
（規則／2001 年 5 月 30 日公布、2001 年 12 月 3 日発効）
EU 加盟国に直接適用される欧州規則として発効している EU 法である。欧州連合の公
的機関が保有する情報へのアクセスを求めるための指針、権利ならびに手続き等を規定し
ている。情報公開の裨益者は欧州連合の自然人または EU 加盟国内に所在または登録され
た事務所を有する法人であり、対処となる情報は欧州機関が所有するすべての文書である。
ただし、機微情報については特殊な扱いの対象となる。文書は電子フォーマットの場合も
ある。例外条項として、公衆の安全、安全保障と貿易、委員会または加盟国の国際関係お
よび金融や経済政策といった公共の利益の保護、もしくは、とりわけ個人データ保護に係
る EU 法に従い個人のプライバシーの保護を損なう場合には、欧州機関は文書へのアクセ
スを拒否しなければならない（第 4 条 例外規定）
。

【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書194において次の点を指摘している。
-

データローカライゼーションについては、2017 年 1 月 10 日のスタッフワーキングペ
ーパーにおいて、21 加盟国における 50 の規制の分析が盛り込まれており、米国は欧
州委員会による規制の分析と対応に期待する。

-

OTT 規制に関しては、インターネットサービス業が新規参入の障壁が低いのに対し、
伝統的な電気通信業は新規参入に高い障壁があるため、直接的な競争が臨まれない。
ゆえに、非対称な規制が正当化されているのでは、という指摘がある。

194

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp35-38,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf（最終アクセス日：
2018 年 2 月 5 日）
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-

また、同規制について、ほとんどの伝統的な電気通信業は一国または限られた数か国
でのみサービスを提供しているが、ほとんどのコミュニケーションサービスはすべて
の加盟国で機能しているため、相反する NRA の管轄権の対象となる懸念もある。

-

AVMS 指令に従いオンラインプログラミングにも原産国主義が適用されると、権利者
が国ごとにライセンシングを続けたり、地域ごとに異なる価格で、異なる音声・映像
コンテンツを提供したりすることが難しくなるという懸念を米国映画産業は持ってい
る。

-

データ保護規制に関して、GDPR は直接的に全 EU 加盟国に適用されるため、米国の
ステークホルダーにとっても管理費が減る可能性が指摘される一方で、前規制より複
雑であるためにマイナスの影響を及ぼす可能性があるとの指摘もされている。

-

米国企業は新しい European Data Protection Board の DPA 間の紛争解消という目的に同
意しつつ、一部は DPA にはまだ加盟国によって異なるアプローチをとる余地があるこ
と、新しい仕組みが複雑かつ煩雑すぎることについて懸念を示している。

-

また、GDPR 下で委員会は新 EU データ保護法制を反故にした場合、そのグローバル
企業に対し、年間全世界歳入のうち最大 4％分の罰金を課せるとしていて、グローバ
ル企業にとってのひとつの関心事となっている。

-

加えて GDPR では管理者と遂行者が互いに責任を連帯することから、他企業のデータ
保護作業を監視するための管理費や負担の増加、データを管理者・遂行者の間で行き
来させるために、データ流出の危険性の上昇が危ぶまれている。

-

GDPR では、機密性の高いデータを大規模に処理する場合、データ保護事務担当者を
1 企業につき 1 人任命することを求めておりり、これに関して費用面と技術面で対応
できるかということを危惧する企業もある。

-

GDPR では、16 歳以下の個人情報の処理には保護者の承認がなければならず、EU 内
で異なる年齢制限が設定された場合、管理費が増えるのみならず、制限の引き上げで
16 歳以下という大きな顧客層へのサービス提供が難しくなるといわれている。

-

「忘れられる権利」に関して、GDPR は EU 市民の要求でデータ処理には不適切・過
剰な情報が削除されうるとしているため、表現の自由や公共の利益に通ずる正当な情
報へのアクセスも制限されるのではないかと危ぶむ企業もある。

-

欧州司法裁判所（CJEU）の判決から 2 年経っても明確な指令が出ていないため、非
EU 企業・個人がインターネットでアクセスできるものを制限されるのではないか、こ
の規制の対外的な適用により世界的ビジネスに不確実性をもたらすのではないかとい
う声も上がっている。

-

GDPR では「忘れられる権利」の条項は検索エンジンのみならず、データ管理者にも
適用されるため、
「忘れられる権利」に関する要求すべてに応えるコストは、特に中小
企業で負担の大きいものになるかもしれないという声も米国企業からは上がってい
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る。
-

GDPR は加盟国間の整合性を図る一方で、伝統的情報通信手段のサービスプロバイダ
に本来かかる規制の範囲を、インターネットにより可能になった通信・メッセージサ
ービスにまで拡大するためサプライヤの負担は増えるだろうといわれている。

-

2016 年 7 月 12 日に締結された米 EU プライバシーシールドフレームワークにより、米
EU 間ビジネスが個人データをやりとりする際、米国拠点の機関が EU のデータ保護要
件を満たしやすくなった。

-

個人データが欧州から米国に移転される際に関わる法的メカニズムには、他にも会社
法や標準契約条項等が含まれ、EU 法の要件に合致はしているものの、訴訟は 2016 年
末までに 2 件起きており、データ移転を行う企業に不確実性をもたらしている。

-

ジオブロッキングは国籍・居住地・拠点地によってビジネス慣習で差別が行われてい
る状態を指す。委員会のジオブロッキングを防ぐ施策は、顧客に合わせた財・サービ
ス提供や地域ごとの音声・映像作品のライセンシングに悪影響だという企業もある。

-

越境契約ルールに関して、オンラインショッピングにおける調和のとれた EU 法令は、
すべての販売者の負担を減らし、市場間の法律の違いに割くべきリソースの削減によ
り小規模のビジネスも EU 市場で活躍できるようになる。

-

一方で、越境的な E コマースが行うようなプロバイダとユーザー間の契約、
「有害な」
デジタルコンテンツによる被害、データ移送の要件等に新しい規制がどのように影響
するかについては未だに不明瞭な部分が多い。

参考資料
Nigel Cory, Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers, and What Do They Cost?,
Information

Technology

&

Innovation

Foundation

(ITIF),

May

1,

2017,

https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-th
ey-cost（最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
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３-６ ドイツ
ドイツでは連邦データ保護法に基づき、公的機関、民間企業による個人データの収集・
処理・利用等の運用がなされているが、EU 一般データ保護規則の適用（2018 年 5 月）に
向け、2017 年 7 月に新データ保護法を制定し、同規則の適用とともに新法に移行すること
となっている。
インターネット上のヘイトスピーチへの対応として、ドイツではソーシャルネットワー
クのプロバイダに対し、明らかに違法な投稿に関する苦情の報告義務、該当する投稿の削
除対応義務などを課した法律を 2017 年 10 月から施行している。ただし、同法は言論の自
由に関する権利侵害であるとの指摘もみられる。
また、電気通信法では、電気通信サービス事業者に対するトラフィックデータの保管・
利用・保護を規定している。特に、同法では事業者に対しドイツ国内で一定期間のトラフ
ィックデータの保管義務を課していることから、国内外からデータローカライゼーション
の観点に基づく指摘がなされている。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（ドイツ）195
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

個人情報を対象とする措置・ ビジネス情報（非個人情報）を対
個人情報に関連する措置
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
① 連 邦 デ ー タ 保 護 法 (1977 （EU 欧州内の非個人データの自由移
動に関するフレームワークに係る規制
年)
②ネットワーク執行法(2017年) 案（2017 年））
⑨情報公開法(2005 年)
（EU 一般データ保護規則（2016
年発効、2018 年施行）
）
（EU 米国プライバシーシール
ドフレームワーク（2016 年）
）

知的財産権／文化保護・
表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

②ネットワーク執行法(2017
年)

②ネットワーク執行法(2017 年)
④改正著作権法(1965 年)

③政府によるデジタル監視

公序良俗

②ネットワーク執行法(2017年)
③政府によるデジタル監視

⑤クラウドサービスの利用
⑦2004 年電気通信法(2004 年)
⑧テレメディア法(2007 年)
⑨情報公開法(2005 年)
※ドイツ商法,税法
※トラフィックデータの保管要件
と最長保管期間の適用に関する
法律
②ネットワーク執行法(2017 年)
（⑥オンラインギャンブルの規

195

（EU 輸入管理に係る理事会規
則（2011 年）
）

ドイツ国内法に加え、直接適用される EU 規則または将来的に直接適用される規制の
成立を企図する EU 規制案は（ ）内に記入する。
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政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引／
ドメインネーム

制）
⑦2004 年電気通信法(2004 年)
⑧テレメディア法(2007 年)
※トラフィックデータの保管要件
と最長保管期間の適用に関する
法律
⑤クラウドサービスの利用
⑨情報公開法(2005 年)

⑤クラウドサービスの利用
⑨情報公開法(2005 年)
⑦2004 年電気通信法(2004 年)
⑧テレメディア法(2007 年)
※トラフィックデータの保管要件
と最長保管期間の適用に関する
法律

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置
①連邦データ保護法(1977 年)
⑤クラウドサービスの利用
⑨情報公開法(2005 年)

①連邦データ保護法（Bundesdatenschutzgesetz (Federal Data Protection Act)
（法律／1977 年成立。最新改正 2017 年 7 月 5 日、*新法施行 2018 年 5 月 25 日）196

197

2009 年に最終改正された現行の連邦データ保護法は、公的部門、民間部門の個人データ
の収集・処理・利用等、本人への通知・同意、個人データの開示・修正・削除・利用停止、
データ保護の責任者の設置等について規定した法である198。なお、2018 年に移行予定の新
法施行まで運用される現行法が定める個人データ（Personenbezogene Daten / Personal Data）
とは、識別されたあるいは識別可能な個人（データ主体）の個人的または重要な状況に係
る全ての情報を指す199。
196

Bundesdatenschutzgesetz (Federal Data Protection Act) , https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
197
現行の 1977 年に成立した連邦データ保護法は 2009 年に最終改正されたものである。
2017 年 7 月に成立した「新連邦保護法」は、EU 一般データ保護規則（GDPR）の施行を
受け定められたものである。
（参考-現行のデータ保護法：https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/index.html）
198
総務省「世界情報通信事情（ドイツ）」,
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
199
EU 一般データ保護規則（GDPR）第４条(1)に総則として示された定義では、personal data
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また、
2016 年 4 月 27 日採択／2018 年 5 月 25 日適用される EU 一般データ保護規則（GDPR）
を受け、加盟国は関連法制度の改訂を進めているが、ドイツでも 2017 年 7 月 5 日に「（新）
データ保護法」が成立し 2018 年 5 月 25 日の施行により現行法から移行する。ドイツでは
現行の連邦データ保護法においても「データ保護の責任者の設置」に関する規定が設けら
れているが 200 、新法でも以下の企業に対するデータ保護責任者（DPO：Data Protection
Officer）の選任義務が課されている201。
＜(新)連邦データ保護法におけるデータ保護責任者の設置規定(例)＞

202

 継続的に個人データの自動処理を実行するために 10 人以上の従業員を雇用する場合
 データ処理がデータ保護影響評価(DPIA)の対象となる場合
本法における個人情報に係る規定の原文は次のとおりである。
Section 3
Further definitions
(1) “Personal data” means any information concerning the personal or material circumstances of an
identified or identifiable individual (the data subject).
②ネットワーク執行法（Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Network Enforcement Act)）
（法律／2017 年 9 月施行）203

について次のように規定されている。「‘personal data’ means any information relating to an
identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who
can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person」
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc
=OJ:L:2016:119:TOC （最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
200
日本貿易振興機構ブリュッセル事務所海外調査部欧州ロシア CIS 課「「EU 一般データ
保護規則（GDPR）
」に関わる実務ハンドブック（実践編）」(2017),
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/76b450c94650862a/20170058.pdf （最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 15 日）
201
EU 一般データ保護規則（GDPR）第 37 条ではデータ保護責任者の設置義務の対象ケー
スについて規定されているが、具体的な事業者規模に紐づく規定はない。ただし、同条 4
項には「EU あるいは加盟国の法が求める場合」という規定があり、ドイツ国内の新法の
規定（第 37 条）はこれに対応するものと考えられる。なお、ドイツでは現行法において
も同種の規定（第４条 f）がみられ、新法は現行法の規定を踏襲したものとなっている。
202
杉本武重(2017)「加盟国法を踏まえたデータ保護コンプライアンスを」日本貿易振興機
構『ジェトロセンサー（2017 年 10 月号）
』,
https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/special/2017/37d786f4de44651c/11.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 15 日）
203
Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG)
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html （最終アクセス日：2018 年 2
月 15 日）
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ドイツでは差別的なヘイトスピーチなど、ソーシャルメディアへの明らかに違法な投稿
について、苦情（削除要請）を受けた運営事業者が 24 時間以内に投稿を削除しなかった
場合には、最大 5000 万ユーロの罰金を科すことなどを定めた法案を 2017 年 10 月から施
行している。なお、明らかに違法な投稿は原則 24 時間以内の削除が求められているが、
投稿内容の違法性の判断が難しい場合には、対応が７日間を超えることが許容されている。
同法は、ソーシャルネットワークのプロバイダに対し、違法な投稿・コンテンツに対す
る苦情件数や内容等の報告義務、苦情への迅速な対応を規定するものであるが、登録ユー
ザが 200 万人未満のソーシャルネットワークについては、先の報告義務・苦情処理の義務
が免除されている。なお、同法に対し、言論の自由に関する権利を侵害するものであると
の指摘もみられる。204
③政府によるデジタル監視

205

2017 年６月、犯罪行為の疑いがある者などを対象に、PC や携帯電話など対象者が所

有する通信機器にソフトウェアをインストールし監視することができる新たなシステ
ム（Remote Communication Interception Software (RCIS)2.0）が、2017 年末からドイツ警
察当局により実用可能になるとの報道がなされている。
④改正著作権法（ancillary copyright law / Leistungsschtzrecht）
（法律／1965 年成立。最新改正 2016 年 12 月 20 日）206

207

2012 年 8 月、連邦議会は新聞や定期刊行物などの出版社のコンテンツに対する補助的な
著作権保護を認める著作権法の改正案を可決し、翌 2013 年 8 月から施行している。
同法は検索サイトやソーシャルメディアのプラットフォームが新聞等のコンテンツを
引用することにより、ユーザーに簡易な報道情報を提供することが新聞等の購買部数の減
少につながっているという判断等に基づき、ニュースを配信する新聞社等が不利益を被ら
ないよう保証するものである。同法により新聞や雑誌の報道記事等をオンラインで紹介す
204

参考：BBC-NEWS JAPAN「ドイツ、ヘイトスピーチ取締法を施行へ SNS 企業に削除
義務（Germany starts enforcing hate speech law）
」Jan 1,2018
http://www.bbc.com/japanese/42532490 （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
205
参考：International Business Times “Germany's state spyware set to hack WhatsApp and other
encrypted messaging apps by end of 2017” July 26,2017
http://www.ibtimes.co.uk/germanys-state-spyware-set-hack-whatsapp-other-encrypted-messagingapps-by-end-2017-1631993 （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
206
Act on Copyright and Related Rights：
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html （最終アクセス日：2018
年 2 月 15 日）
207
参考：Computer & Communications Industry Association（2015）” Understanding “Ancillary
Copyright” in the Global Intellectual Property Environment”
http://cdn.ccianet.org/wp-content/uploads/2015/02/CCIA-Understanding-Ancillary-Copyright.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
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る行為は引用と位置付けられ、使用料の支払いが課されることになった。
なお、法案の検討の段階で、
「最小限の文章の引用」については適用の対象外とされた
が、
「最小限の文書」に関する明確な定義はなされていないため、運用上の不確実性があ
ると指摘されている。また、同法の制定や国内の出版社業界団体（VG Media）による提訴
を受け、2014 年 10 月にグーグル社は検索結果に表示していたスニペット（短い要約）を
非表示にすることを決めた。しかし、その結果、自社サイトへのアクセスが減少した国内
出版社は、業界団体を通じてグーグル社に対し再度スニペットを表示するよう要請してい
る。
⑤クラウドサービスの利用
ドイツ銀行法208では、金融機関は適切な事業主体であることが厳しく求められており、
クラウドサービス等を含む IT 関連のアウトソーシング先の事業者にも、同様の水準を遵
守することが求められている。
また、政府は 2015 年 5 月に連邦行政機関における IT サービスやクラウドサービスの統
合に係る方針209を示し、2022 年までに１～２事業者の IT サービスへ利用の統合を図るこ
となどを打ち出した210。さらに、2015 年 8 月に内務省 IT 調達部局はクラウド上で連邦行
政機関が管理するデータの保護の柔軟性、安全性の向上を図るため、連邦行政機関が貿易
上の機密やセンシティブなデータについてクラウドサービスを利用する際、ドイツ国内で
データを保管する事業者からサービスを調達すること、事業者に対し当該データを国外開
示義務や国外からのアクセスの対象外とする機密保持契約に署名を求めることなどを定
めた「クラウドサービスの利用に関する新たな基準」211を公開した。しかし、European Centre
for International Political Economy (ECIPE)による調査結果212によると、同方針案は後日取り
下げとなっている。

208

Banking Act https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Aufsichtsrecht/dl_kwg_en.html
（最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
209
連邦内務省プレスリリース- “Kabinett beschließt IT-Konsolidierung der Bundesverwaltung”
May 20,2015
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2015/05/it-konsolidierung.html（最
終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
210
Inside Privacy. “Data Localization Requirements Through the Backdoor? Germany’s “Federal
Cloud”, and New Criteria For the Use of Cloud Services by the German Federal Administration”
Sep 15,2015
https://www.insideprivacy.com/cloud-computing/germanys-criteria-for-federal-use-of-cloud-services
/（最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
211
Beschluss Nr. 2015/5- Beschluss des Rates der IT-Beauftragten der Ressorts vom 29. Juli 2015
http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Bundesbeauftragter-fuer-Informationstechn
ik/IT_Rat_Beschluesse/beschluss_2015_05.pdf?__blob=publicationFile
212
European Centre for International Political Economy (ECIPE). “The Digital Trade Estimates
(DTE) database” http://ecipe.org/dte/database/（最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
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⑥オンラインギャンブルの規制213
ドイツではギャンブルについては州法において規制されており、国内 16 州では各州法
に基づき規制・監督がなされている。また、州間協定に基づき、オンラインギャンブル
（online games of chance）の運営や仲介は原則禁止（ただし同協定に基づき 2012 年から 7
年間は 20 ライセンスを上限にオンライン・スポーツ賭博のライセンスを付与）されてい
るが、シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州では、州法に基づきスポーツ賭博やオンライ
ンカジノ事業者へのライセンス付与が行われている。
⑦2004 年電気通信法（Telekommunikationsgesetz (telecommunications Act)）214
（法律／2004 年制定）
ドイツでは関連する EU 指令に対応するため、1996 年電気通信法及び関係法令の改正が
なされ、2004 年 6 月に電気通信市場参入のための免許制度の廃止、周波数取引の導入等を
規定した「2004 年電気通信法」が制定されている215。
また、同法はその後複数回の改正がなされているが、なかでも、電気通信サービス事業
者に対しトラフィックデータの保管・利用・保護に関する義務を定めた同法 113 条 a、当
該データのドイツ国内での保管を規定した 113 条 b、重大犯罪の訴追のために関係行政機
関からの要請に基づき保管データの提供の可能性があることを規定した 113 条 c について、
データローカライゼ―ションや個人に紐づく情報の取得・利用の観点から様々な指摘がな
されている。
＜電気通信法 第 113 条 b が定めるデータ保管＞


10 週間のデータ保管義務

 電話通信サービス事業者 － 電話番号、通信の開始日時と終了日時 ／等
 インターネット通信サービス事業者 － IP アドレス、通信の開始日時と終了日時 ／等
４週間のデータ保管義務

-

 携帯電話サービスの利用：呼び出しに使用する無線セルの名前
 インターネット通信の利用：接続開始時に使用する無線セルの名前
 各無線セルに紐づく位置情報を利用可能な状態で保管すること

213

参考：International Comparative Legal Guides “Gambling 2018 | Germany”
https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations/germany（最終アクセス日：2018
年 2 月 15 日）
214
Telekommunikationsgesetz (telecommunications Act)
https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
215
総務省「世界情報通信事情（ドイツ）」,
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15
日）
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トラフィックデータの保管要件と最長保管期間の適用に関する法律 (Gesetz zur
Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten)
（法律／2015 年 12 月施行）

216

電気通信法第 96 条の「トラフィックデータ」の定義では個別の通信内容ではなく、通
信の生成を対象としているが、こうしたデータは行政機関が重大犯罪や治安維持に関する
捜査活動を展開する際に重要なツールとなるとされている。
刑事訴訟法第 100 条に基づき、
法執行機関は電気通信事業者にトラフィックデータの提供を要請することができる217。


ドイツ商法、税法におけるデータローカライゼ―ション規定
ECIPE データベース218によると、ドイツ商法（Sect. 257 No. 1, 4）、税法（Section 146(2)）

には、関係書類等のドイツ国内における保管に関する規定がある。前者では、会計書類や
ビジネスレターの国内保管、後者では全ての国民及び企業（多国籍企業などに関する例外
あり）は納税記録の国内保管が義務づけられている。
⑧テレメディア法（Telemediengeset (Telemedia Act)）
（法律／2007 年 3 月施行）

219

テレメディア法はインターネット上のサービスを規定する法として、1997 年に施行され
たマルチメディア法を改正する形で 2007 年に定められた220。
同法では、同法あるいは関連する法規則が認めた場合、あるいはサービス利用者が同意
した場合にのみ、サービス提供事業者はテレメディアサービスの提供を目的に個人に紐づ
くデータを収集することができると規定（第 12 条）している。
また、他のサービス提供事業者にこれらのデータを移管する場合、利用者に通知しなけ
ればならないこと（第 13 条 5 項）
、警察当局による治安維持などの目的のため所管官庁か
らの命令がある場合、サービス提供事業者は保管データを提供しなければならないこと
（第 14 条 2 項）が定められている。なお、同法では、(1)ユーザーを個人識別する特徴情
報、(2)サービスの利用開始と終了、利用の範囲に関する情報、(3)ユーザーのテレメディ
216

Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten,
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Hoechstspeicherfrist.
pdf?__blob=publicationFile&v=3 （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
217
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Einfuehrung_Speicherfrist_Hoech
stspeicherfrist_Verkehrsdaten.html, （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
218
European Centre for International Political Economy (ECIPE). “The Digital Trade Estimates
(DTE) database”. http://ecipe.org/dte/database/（最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
219
Telemediengeset (Telemedia Act) , http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=462253
（最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
220
総務省「世界情報通信事情（ドイツ）」,
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15
日）
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アによって利用された情報の 3 点を利用者や利用に関する個人に紐づくデータとして定義
している（第 15 条 1 項）
。
■その他関連する事項
項目

内容

企業買収後の他

ハ ン ブ ル グ の デ ー タ 保 護 当 局 （ Hamburg Commissioner for Data

SNS 事業者が取得

Protection and Freedom of Information）は Facebook 社により 2014 年

したユーザーデー

に買収された WhatsApp 社について、WhatsApp のアカウントを

221

タの取扱い

Facebook に紐づけるか否かは各ユーザーの判断であるが、Facebook
社は同意を取得していないと指摘し、Facebook 社に対し、直ちに
WhatsApp 社のユーザーのデータ収集と保管を止めるよう行政命令
を出した。また、Facebook 社に対し、既に収集した WhatsApp 社の
ユーザーデータの消去を命じた。（2016 年 9 月）

ユーザーデータの

ハ ン ブ ル グ の デ ー タ 保 護 当 局 （ Hamburg Commissioner for Data

利用制限、同意取

Protection and Freedom of Information）は、Google 社が年齢や家族構

222

得に対する指示

成等のデータに基づき利用者特性を無断で解析しているとし、ドイ
ツ国内のユーザーの個人データの利用に関するプライバシーポリシ
ーを変更（Google 社がデータ利用を制限するか、データ利用に関す
る同意をユーザーから取得することを）するよう命じた。
（2015 年 4 月）

EU- 米 国 間 の 民 間

2000 年から運用が開始されたセーフバーバー協定が、2013 年の米国

企業の商用データ

政府による大規模な通信監視プログラムの存在が明らかになり、同

223

の移送

協定が見直し・無効化されたことを受け、ハンブルグのデータ保護
当局（Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of
Information）は、Google 社や Facebook 社等を対象に EU から米国へ
のデータ移送に関する調査224を実施。 （2015 年 10 月）

221

The Hamburg Commissioner for data protection and freedom of information. “Administrative
order against the mass synchronization of data between Facebook and WhatsApp” 27 Sep. 2016
https://www.datenschutz-hamburg.de/fileadmin/user_upload/documents/Press_Release_2016-09-27_
Adminstrative_Order_Facebook_WhatsApp.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
222
総務省「世界情報通信事情（ドイツ）」,
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15
日）
223
総務省「世界情報通信事情（ドイツ）」,
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15
日）
224
同機関の調査結果（ハンブルグに立地し国際的に事業を展開する 35 社を対象に、デー
タの国外移転に関する規約等について調査） - ” Inadmissible data transfer to the USA : First
fines are final, other cases still pending” 6 June, 2016
https://www.datenschutz-hamburg.de/fileadmin/user_upload/documents/Press_Release_2016-06-0
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※2016 年 8 月から、セーフハーバー協定に代わるデータ移転の枠組
み（EU-US プライバシーシールド）が施行
⑨ 情 報 公 開 法 （ Federal Act Governing Access to Information held by the Federal
Government (Freedom of Information Act)
（法律／発効 2005 年 9 月 5 日、改正 2013 年 8 月 7 日）225
本法令は第 1 条で連邦政府機関の公式情報へのアクセス権を保障する原則を規定し、第
3 条で情報アクセス権限が認められない場合を列挙している。そのうち第 3 条 1 項では(a)
国際関係 (b)軍事及びその他連邦軍の安全―犯罪に係る権益、(c)国外・国内安全保障、(d)
金融、競争、規制当局の監視・監督業務等に悪影響を及ぼす情報公開、2 項では公共の安
全を危険にさらす情報公開、3 項では国際交渉に必要な機密、機関内で妥結した相談事に
関するものと明記している。
また、第 5 条は個人情報保護に係る規定である。(1)では個人情報へのアクセスが認めら
れるのは、情報取得の際要請者の利益が情報アクセスへの例外を正当化する第三者の利益
を上回る場合、または第三者自身が承認する場合であるとしている。
このほか、第 6 条では知的財産の保護に抵触する情報アクセス権限は認められず、ビジ
ネス・貿易機密へのアクセスはデータ主体から承諾を得た場合のみ可能となるとしている。
以下 7 条は情報アクセス手続き、8 条は第三者が関与する手続き、9 条は法的救済、10 条
は費用、11 条は情報公開義務、12 条は情報の自由に関する規定となる。

【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書226において、ドイツのデジタル貿易に関する
障壁は指摘されていない。

6_Data-Transfer_to_the_USA.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
225
Federal Act Governing Access to Information held by the Federal Government (Freedom of
Information Act) http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ifg/index.html （最終アクセス日：
2018 年 2 月 26 日）
226
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 21 日）
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３-７ フランス
フランスは、2016 年 10 月にデジタル共和国法を成立させ、ICT 普及政策の原則などを
定め、総合的な制度改正を行った。EU 一般データ保護規則の開始やこれまで個別に対応
されていた各種データの保護制度を統合すべく対応したと推察される。このような中で、
デジタル共和国法ではデータポータビリティについては、個人情報に限らないすべてのデ
ータを回復する権利があるなど、プライバシー保護や消費者保護などの領域を超えた規定
が定められている。このほか、フランスでは個人情報保護なども進めてきたが、未成年の
データの削除要請に迅速に対応するなど、インターネット事業者に対する規制も盛り込ま
れている。
また、データの保護に限らず、映画や放送局に対して進められてきた視聴覚メディアに
おけるクォータ制度を VOD 事業者にも同様に要求している。
加えて、反テロ法や国防令などに基づいたデータの流通規制や、オンラインギャンブル
の免許制度と無免許者に対するインターネットからのブロック、行政データは非ソブリン
クラウド（非国営クラウドサービス）の利用禁止などデータの流通に関して様々な規定が
みられる。他方で、Hadopi 法（著作権を繰り返し侵害した侵害者に対して最大 1 か月の間
インターネットアクセスから切断）などは廃止されるなど、状況は変化がみられる。
（参考）フランスの法体系227
フランスは法律中心主義をとっており、法令は個別的に制定されるが、多くは法典の形
で統合される。法令の種類は、法律（loi）、大統領が署名する委任立法（ordonnance）、政
令にあたる首相によるデクレ（décret）
、省令にあたる大臣令（arrêté ministriel）がフランス
全土に適用される法令である。地方令としては、県知事または州知事令（arrêté préfectoral）
、
市町村長令がある（arrêté du president du conseil général）がある。なお、通達（circulaire）
や指示（instruction de service）は行政の内部措置に関わるものとされてはいるものの、影
響力はある。

227

北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会、2004 年）
、pp.92-97
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図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（フランス）228
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①フランスデジタル共和国法
(2016 年)
②フランスのデータ保護法
(2011 年)
③2002 年 3 月 4 日法律番号
2002-303
④デジタル経済の信頼性に関す
る法律(2004 年)

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
①フランスデジタル共和国法
(2016 年)
（EU 欧州内の非個人データの自由
移動に関するフレームワークに係る
規制案（2017 年）
）

（EU 一般データ保護規則（2016 年
発効、2018 年施行）
）
（EU 米国プライバシーシールドフ
レームワーク（2016 年）
）

知的財産権／文化保
護・表現の自由

競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

公序良俗

政府調達・公共調達

⑤著作物の流通と著作権の保護
のための HADOPI 法と廃止につ
いて(2009 年)
⑥視聴覚メディアサービス
（AVMS）に関する EU 指令なら
びにオンデマンド視聴サービス
に関するデクレ(2011 年)
⑦知的所有権法典に関する 1992
年 7 月 1 日の法律（法律第 92-597
号）第 311 の 5 条
⑧ 国 防 令 に お け る 「 Spécial
France 」 や 「 拡 散 レ ベ ル
（Diffusion Restreinte）」につい
て(2011 年)
①フランスデジタル共和国法
(2016 年)
（EU 輸入管理に係る理事会規
則（2011 年）
）
①フランスデジタル共和国法
(2016 年)

⑧ 国 防 令 に お け る 「 Spécial
France」や「拡散レベル（Diffusion
Restreinte）」について(2011 年)
①フランスデジタル共和国法
(2016 年)

⑨オンラインギャンブルの認証
と、認証されていないギャンブ
ルサイトへのブロック(2010 年)
①フランスデジタル共和国法
(2016 年)

⑩ 非ソブリンクラウドに関す
る閣僚回覧(2016 年)

投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
228

フランス国内法に加え、直接適用される EU 規則または将来的に直接適用される規制
の成立を企図する EU 規制案は（ ）内に記入する。
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基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

①フランスデジタル共和国法
(2016 年)
④デジタル経済の信頼性に関す
る法律(2004 年)
⑪ 非ソブリンクラウドに関す
る閣僚回覧(2016 年)

国内産業保護・内国民優
遇

⑥視聴覚メディアサービス
（AVMS）に関する EU 指令なら
びにオンデマンド視聴サービス
に関するデクレ(2011 年)

その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置
⑪情報公開法(1978 年)
反テロ法など(2006 年)
⑧ 国 防 令 に お け る 「 Spécial France 」 や 「 拡 散 レ ベ ル
（Diffusion Restreinte）」について(2011 年)
⑨地方自治体における非ソブリンクラウドの利用について
(2016 年)

① フランスデジタル共和国法（LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique229）
（法律／2016 年 10 月発効）
2016 年 10 月に発効したデジタル共和国法（LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique）は、産業及び市民生活全体のデジタル化を推進し、今後の ICT 普及
政策の原則を示すものと位置付けられた。3 部構成で 15 の主要目標を提示され、関連法規
則の改正を指示している230。
第 1 部：イノベーションの自由化
①公益に資する政府データの公開
②研究者、統計関係者のためのデータアクセスのセキュリティ確保
③公共の機関による研究の成果への自由なアクセスとデータ収集の許可
第 2 部：ネット空間における信頼性の確立
①ネット中立性
②データ持ち運びの権利
229

フランス政府「Legifrance」https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo
（アクセス：2018 年 1 月 24 日）
230
訳出は総務省「平成 29 年情報通信白書」より引用
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③消費者向け情報の信頼性
④個人情報保護
⑤リベンジポルノへの罰則
⑥故人の情報の収集に関する生前の本人の意思の尊重
第 3 部：開放的かつ包括的に保証されるデジタル共和国の設立
①インターネット接続維持の権利
②SMS による寄付の容易化
③超高速ブロードバンド網のカバレッジ拡大推進
④デジタル・サービスへのアクセシビリティ向上
⑤全国レベルでのデジタル・サービスの展開と普及の支援
⑥e スポーツの公的な承認と規制の確立
その中では、データポータビリティについても記載さており、第 2 部の同法 48 条「デ
ータの持ち運びの権利（Portabilité et récupération des données）
」をみると、消費法典(code de
la consommation)を改正し、同法にて「データの回復と移植性」を設置し、L224-42-1「ユ
ーザーはすべての状況において、すべてのデータを回復する権利がある」ことや、オンラ
インサービスプロバイダーを対象とした法制が導入される。対象とするデータは、「利用
者がアップロードしたすべてのファイル」が含まれるなど、個人情報に限られないデータ
となっている231。改正時期については、関連する法律の改正はその性質により異なるが、
同項目においては 2018 年 5 月 25 日に改正するという。
このほか、1978 年 1 月 6 日法律第 78-17 号個人情報保護法（Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés）を一部改正し、未成年者が自らのコンテ
ンツをより容易・迅速に削除依頼できる権利（第 63 条）および個人ユーザーが死亡後に
自らのコンテンツを消去又は保存する意思をあらかじめ表明できる権利（同条）が記載さ
れた。
② フランスのデータ保護法232（(Loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur
des droits）
（法律／2011 年制定、2012 年 9 月 1 日施行）
EU では「個人データの処理およびそのようなデータの自由な移動に関する個人の保護
231

訳出は前掲書ならびに生貝直人「EU の状況：データポータビリティの権利を中心に」
平成 28 年 10 月を参考にした。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_dai4/siryou
1.pdf （最終アクセス：2018 年 1 月 25 日）
232
フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252 最終アクセ
ス：2018 年 1 月 24 日）
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に関する 1995 年 10 月 24 日欧州議会及び理事会の指令」
（95/46 / EC）に基づき、加盟国
は適切な措置を採択することとなっており、その制裁については各国にゆだねられていた。
フランスでは、2011 年 3 月より「擁護者の権利」(Loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative
au Défenseur des droits)という名称のデータ保護規制を設定している。同法は市民の権利と
自由を保護し、子供の権利を促進することを目的として制定され、その中で個人情報保護
への違反者による制裁が記載されている。関係当局は、警告、正式な要求、処理を中止す
るための差止命令の発令、金融制裁、処理許可の取り消しなど、さまざまな罰則を発する
ことができる。
③ 2002 年 3 月 4 日法律番号 2002-303233（Act number 2002-303 of 4th March 2002）
（法律／2002 年制定、2016 年 1 月 1 日改正）
患者のデータは「情報処理および自由に関する全国委員会」(Commission nationale de
l'infromatique et des libertes、CNIL と略記)のアドバイスを踏まえて保険省によって承認され
たプロバイダのみが、患者データのホスティング活動を可能にするとされていた234。しか
し、同法は EU データ保護指令などを受けて、全体的に見直しが進められている。
2002 年 3 月 4 日「病気と健康システムの質に関する権利の法律」第 2002-303 号（Loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé）にお
ける 2018 年 1 月 25 日現在での条文をみると、患者の私生活と情報の秘密を守る権利があ
るとして、専門家・施設・保険ネットワークなどの関連団体に対してデータの利用を拘束
している。
ただし、2 人以上の医療従事者はケアの継続性を保証するために同一患者に対して意見
交換をすることや、介護施設の保険チームが関連する情報をチーム全体で共有することは
可能である。その中で、コンピュータを通じて専門家の間で電子的に伝達する場合には、
欧州委員会の規制の対象となるとし、健康保険カードの使用を必須としている（第 L1110-4
条）
。この条項に違反した場合には 1 年間の懲役と 15,000€の罰金が課せられる。なお、こ
れらの情報取得においては家族・親戚などを排除するものではない。
④ デジタル経済の信頼に関する法律235
（法律／2004 年制定、2016 年 12 月 30 日改正）
指令 2000/31/EC（E コマース指令）では、EU 加盟国におけるインターネットサービス
233

フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015 最終アクセ
ス：2018 年 1 月 25 日）
234
EC(2015)”Facilitating cross border data flow in the Digital Single Market”
235
フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164 最終アクセ
ス：2018 年 1 月 25 日）
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プロバイダ（ISP）の責任を規定する法的根拠である。この指令における責任の制限は、
サービスプロバイダの種類や情報の種類ではなく、インターネット仲介業者によって行わ
れる明確に区別できる活動（単なる導管、キャッシング、ホスティング）に適用される。
指令でハイパーリンクや検索エンジンをカバーする必要はないと考えられていたが、欧州
委員会は加盟国に対し、インターネット仲介機関の法的セキュリティをさらに発展させる
よう促した。しかし、すべての加盟国が関連条項を一貫して転載したわけではないため、
国家の判例法は散発的であり、EU レベルでは法的に不安定となっている。
こうした背景の中で、2004 年 6 月 21 日の「デジタル経済における信頼のための法律」
第 2004-575 号（Loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique
»）は、電子的手段によるコミュニケーションの自由を規定したものである（第 1 条）。同
法では、E コマース指令で提供される責任の制限を記載している。まず、第 2 章「E コマ
ース」ではその定義を「人が商品やサービスの供給を遠隔および電子的に提案または提供
する経済活動」
（第 14 条）とし、これらのサービスプロバイダに対する特別な免除はなく、
「E コマース活動を行う自然人または法人は、契約に起因する義務の適切な履行のために
買い手に対して法的責任を負うこと、これらの義務は履行されること」など訴訟の権利を
損なうことはないとしている（第 15 条）236。また、永続的にサービスを提供することを
保証するため、氏名や事業名、連絡先、登記簿住所などを標準で公開して、容易で直接的
に連絡が取れるようにしなければならない。
⑤ 著作物の流通と著作権の保護のための HADOPI 法と廃止について
（HADOPI 法：2009 年）
指令 2000/31 / EC（電子商取引指令）は、EU 加盟国が、送信または保管する情報を監視
する一般的な義務、または違法行為を示す事実や状況を積極的に求める一般的な義務をプ
ロバイダに課すべきではないとしている。しかし、2013 年 7 月 9 日以前ではフランスの知
的所有権法典 R335-5 III237において HADOPI 法（Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009
relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits
sur internet238）と呼ばれる制度があった。これは著作権侵害のための「3 ストライク」手続
236

EC(2012)” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
AND THE COMMITEE OF THE REGIONS”
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
237
フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022392027&categorieLie
n=id 最終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
238
フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000021573619&dateTexte=v
ig 最終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
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きを実施することによって、プロバイダへの間接的な監視要件を導入している。違法ダウ
ンロードをした人は一度通知を受けたのち、法律違反の警告を受け取り、その後、繰り返
し侵害した場合には最終的に最大 1 か月の間インターネットアクセスから切断される。
その後、2013 年 7 月 9 日の文化省交付令第 0157 号239（Décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013
supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de
communication au public en ligne et relatif aux modalités de transmission des informations prévue
à l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle）を発表し、知的所有権法典 R335-5 の
Ⅲを削除した。インターネットアクセスからの遮断に関するペナルティは不均衡であると
して取り消された。なお、繰り返し侵害した場合の罰金やその他の制裁についてはいまだ
有効である。
⑥ 視聴覚メディアサービス（AVMS）に関する EU 指令ならびにオンデマンド視聴覚サ
ービスに関するデクレ
（オンデマンド視聴覚サービスに関するデクレ 2011 年 1 月発効）
2007/65/EC 視聴覚メディアサービス（AVMS）に関する EU 指令240（on the coordination of
certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States
concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive)）は、
従来の放送サービスだけでなく、インターネットを含むオンデマンドで提供されるオーデ
ィオビジュアルメディアサービスも対象としている。
この AVMS 指令では、厳格なクォータの対象とはならないものの、「第 4 章オンデマン
ド・オーディオ・メディア・サービスのみに適用される条項」のうち第 13 条において、
オンデマンドサービスプロバイダが欧州作品を宣伝する義務を加盟国に課し、加盟国は 4
年ごとに欧州委員会に報告する義務があるとしている。
AVMS の指令ではこの第 13 条を達成するための具体的な手段までは規定していないた
め、各国がそれぞれ制度に落とし込んでいる。各国の報告を踏まえて整理した欧州委員会
(2014)「Promotion of European works in practice241」によると、フランスでは、クォータ、欧
州・フランス語を用いるプロダクションへの投資、サイトのレイアウトなど 3 つの手段に
おいて実施されている（下表参照）。具体的な規定は「オンデマンド視聴覚サービスに関
239

フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027678782&categorieLie
n=id 最終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
240
欧州委員会「EUR-Lex」
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN 最
終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
241
欧州委員会(2014)「Promotion of European works in practice」
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/promotion-european-works-practice 最終アク
セス：2018 年 2 月 2 日）
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するデクレ」（Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias
audiovisuels à la demande242）などにおいて規定されている。VOD 事業者が欧州映画やフラ
ンス語を使用するプロダクションへの投資は第 4～6 条やクォータは第 12 条に規定されて
いる。

-ビデオオンデマンド（VOD）サービスプロバイダは、ヨーロッパ作品の少なくとも 60％、
フランス語を使用する作品の 40％（一部はカナダなどの非 EU 地域からのものの可能性
もある）を特徴とする。
（第 12 条）
-ヨーロッパの著作物の生産または権利取得への財政的貢献の必要がある。2011 年以来、
売上高 1,000 万ユーロを超えるフランスのサブスクリプション・ビデオ・オン・デマンド・
プロバイダーは、年間売上の 26％を欧州映画に投資し、フランス語を使用するプロダク
ションの収益の 22％を投資しなければならない。
（第 4～6 条）
-ヨーロッパ作品やフランス語を使用する作品のかなりの部分をホームページに表示する
など、ヨーロッパ作品に顕著なツールを使用する必要がある。これは、タイトルに言及
するだけでなく、ビジュアルや予告編を表示することによっても達成する必要がある。
⑦ 知的所有権法典に関する 1992 年 7 月 1 日の法律（法律第 92-597 号）第 311 の 5 条
（法律／1992 年 12 月 30 日発効、2018 年 1 月 1 日最終改正）
EU 著作権指令（Directive 2001/29）243は著作権者に「公正な補償」を認めており、いく
つかの加盟国が国家徴収制度を導入している。
フランスでは、知的財産権法典（Code de la propriété intellectuelle）244245において著作権
の報酬は、容量の範囲によって決定される内部ストレージ容量を持つメディアおよび機器
に対する課金によって収集される。支払いに責任を負うのは、地域での配送時に、提出さ
れたキャリア/デバイスの輸入者および製造者である。
料金設定などについて、WIPO “International Survey on Private Copying”によると、以下の
料金が適用されている。

242

フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/MCCE1019142D/jo 最終アクセス：2018
年 2 月 2 日）
243
欧州委員会「EUR-Lex」
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML 最終
アクセス：2018 年 2 月 2 日）
244
フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20
180203 最終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
245
訳出は CRIC「知的所有権法典に関する 1992 年 7 月 1 日の法律 （法律第 92-597 号）」
http://www.cric.or.jp/db/world/france/france_c3.html#3311 （最終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
108

- データ CD R、CD-RW：100,000 Mb あたり 50.00 EUR。
- 100 GB あたりのデータ DVD RAM、DVD RW 19.15 EUR。
- テレビ、ビデオレコーダー、または TV デコーダ/ ADSL ボックスに内蔵されたメモリー
ハードディスク：最高 8 Gb：6.30 EUR、最大 500 Gb のメモリ容量に応じて：45EUR。
- ウォークマン（MP3 ウォークマン）またはラウンジデバイス（ユーロ/ギガバイト（EUR
/ Gb）の報酬）
：8 Gb まで：1.50 EUR / Gb、8 Gb 以上 32 Gb まで：1 ユーロ/ Gb。
- USB キー（2 ギガバイト（ユーロ/ギガバイト）のユーロでの報酬）
：最大 2 Gb：0.20 EUR
/ Gb 8 Gb：0.10 EUR / Gb。
- メモリカード（ギガバイト（EUR / Gb）のユーロ/ 2Gb からの報酬：0.09El / Gb、8Gb 以
上：0.06El / Gb が適用される。
- 標準的な外付けハードディスク（ユーロでの個人的なコピーの報酬）は、最大 120 Gb：
8.40 EUR から 5000 Gb まで、そして最大 10 000 Gb：0.012 EUR / Gb が課せられる。
- 音楽やビデオの表示が可能な携帯電話では、例えば、以下の課金が徴収される：最大 8
Gb：0.7000 EUR / Gb。
- 全地球測位システム（GPS）またはカーラジオに統合され、ナビゲーションソフトウェ
アおよび任意の容量のロードマップ情報などの他の要素に費やされた容量から分離され
たオーディオの保存および表示専用メモリおよびハードディスク 1.25 ユーロ/ Gb が適用
される。
- 特定のオペレーティングシステムまたはモバイルデバイスのオペレーティングシステ
ム（ギガバイトあたりのユーロ（EUR / Gb）での報酬）で稼働するタブレット等にも課金
が適用される。
⑧ 国防令における「Spécial France」や「拡散レベル（Diffusion Restreinte）」について
（法律／2011 年制定、2016 年 10 月 10 日最終更新）
2011 年 11 月 30 日「国防総省の秘密保護に関する司法省の一般命令第 1300 号を承認す
る 命 令 」（ Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale）は 2011 年に成立し
た。同法によると、「国防の機密事項は、国家や社会を不安定化させることを目的とする
外国のサービスや隔離された団体や個人の主要なターゲットとなりやすい」（一般条項）
とし、この脅威は、防衛や国家安全保障に関連するすべての活動分野（政治、軍事、外交、
科学、経済、産業など）に及ぶことから、防衛や国家安全保障に関連する情報には、この
命令で定義された条件の下で、その拡散を制御し制限するとしている。
同法では、すべての中央政府、閣僚の権限の下に置かれた国家および国家公共施設のす
べての非集中化されたサービス、すべての団体、公的または私的の国家防衛ならびに暫定
的であっても契約の執行および遂行に関連する人、暫定的な秘密も含んだものとなってい
109

る（第 3 条）
。認可の承認や拒否についての決定は、司法機関によって発せられる（第 25
条）
。
書面の右上に青いスタンプで「Spécial France」と記載された書面はフランス国民のみに
開示されるべきものとして位置付けられており、書面全体ならびに書面の一部のみに適用
されることがある。これは紙媒体だけではなく、電子的な手段においても適用される（第
65 条）
。
また、拡散レベル「Diffusion restreinte」（DR と略される）は、同法 Annex3 条に記載さ
れており、保護の水準を指す。DR はパブリックドメインでの拡散を回避し、機密情報の
セキュリティ確保、民間企業等の利益の侵害から保護することを目的としている。情報の
制限は各州の行政当局の事業所長や部門長により決定され、DR に定められた情報の保護
のために、書面については施錠管理が求められ、情報システムにおいては French National
Cybersecurity Agency
（ANSSI）によって定められた一定以上のセキュリティが求められる。
⑨ オンラインギャンブルの認証と、認証されていないギャンブルサイトへのブロック
（法律／2010 年制定、2017 年 3 月 3 日最終更新）
オンラインカジノ・ギャンブル部門の自由競争化及び調整に関する 2010 年 5 月 12 日法
律第 2010-476 号（オンラインギャンブル法、LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)）
246

では、ギャンブルは一般の商取引やサービス提供と異なるものとし、公序良俗や青少年

保護、マネーロンダリング、テロ組織の収益化を阻止すること等を目的として、厳格に運
用されるべきものとして位置づけ、オンラインギャンブルにかかわる規定が定められてい
る（第 1 条）
。
同法ではすべてのフランスのインターネットサービスプロバイダ（ISP）は、未成年が
ギャンブルサイトにアクセスしないようにする義務があるとしている（第 5 条）
。また、.fr
のドメインを使う必要があるほか（第 24 条）
、消費者が違法なオンラインギャンブルサイ
トにアクセスしないように規制当局はパリの高等裁判所に略式起訴でき、アクセスを停止
することができる（同法第 61 条ならびに「デジタル経済における信頼性について」[Loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).]第 6 条247）としてい
る。この規制当局は政府機関である Jeux en Ligne(ARJEL248)によって担われており、同団
246

フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510 （最終アク
セス：2018 年 2 月 2 日）
247
フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164 （最終アク
セス：2018 年 2 月 2 日）
248
ARJEL ウェブサイト
http://www.arjel.fr/
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体によってオンラインギャンブルはライセンスが発行249されるほか、同団体によってオン
ラインギャンブルの規制や、違法ギャンブルウェブサイトの取り締まりが行われている。
⑩ 非ソブリンクラウドに関する閣僚回覧
（2016 年 4 月 5 日署名）
公共の調達に関する 2016 年 4 月 5 日付の閣僚回覧250（Note d'information du 5 avril 2016
relative à l'informatique en nuage (cloud computing).）において内務省は地方自治体と共同署名
した。これによると、公的（国家および地方）な業務によって生産されたデータに非ソブ
リンクラウド（非国営クラウドコンピューティング）を使用することは違法であるろ、行
政が保有するすべてのデータはアーカイブとみなされ、フランスで処理されることとなっ
ている。ソブリンクラウドの利用は行政自身だけではなく、行政に対してサービスを提供
している団体も含まれる。
⑪ 情報公開法
（法律／1978 年 7 月制定、1980 年施行、2002 年改正）
行政文章へのアクセスに関する法律（Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal）において、行政主体の「行政庁」
（autorit�eadministrative）
には、国の行政機関、地方公共団体、公役務（行政サービス）を担う公施設法人や私法上
の法人も含まれる（第 1 条）と定義され、法令の増大及び複雑化への対処として、まず市
民の法令へのアクセスを確保することが行政にとっての重要な任務であることを確認し、
その任務の遂行を義務づけている（第 2 条）
。
担当職員を匿名とすることは、行政の秘密を守るためのフランスの行政の伝統的な原則
であったが、透明性を高めるため、これまでも何度か首相による通達が出されて、その解
除が図られてきていた（第 3 条）
。また、行政文書へのアクセスに係る規定として、1970
年代に制定された 3 つの法律（個人情報保護法（情報処理、情報ファイル及び自由に関す
る 1978 年 1 月 6 日）
、情報公開法（行政と公衆との関係を改善する諸措置並びに行政的、
社会的及び財政的性質を有する諸規定に関する 1978 年 7 月 17 日の法律）
、文書保存法（文
書に関する 1979 年 1 月 3 日の法律）
）を整理するため、第 5 条から第 9 条において「行政
文書のアクセスに関する委員会」
（Commission d’acc�es aux documentsadministratifs：CADA）

249

Diane Mullenex and Annabelle Richard, Pinsent Masons LLP「Gaming in France: overview」
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-634-4247?transitionType=Default&contextData=(sc.
Default)&firstPage=true&bhcp=1 （最終アクセス：2018 年 2 月 2 日）
250
フランス政府「フランスアーカイブ」
https://francearchives.fr/file/f7ace4517613a246583fd2dd673a0e6d0f86c039/static_9151.pdf（最終
アクセス：2018 年 2 月 2 日）
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の権限を強化している。
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反テロ法など
（法律／2006 年制定、2014 年 11 月 15 日改正）
フランスでは、2006 年に反テロ法（テロとの戦い、治安および国境管理に関する諸規定、

Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.251）を制定し、国民保護に関するデー
タの規定（第 3 章個人データの自動処理に関する規定）が規定され、治安維持を目的とし
て収集した個人情報（たとえば、身分証明書、各種ビザ等の情報）を分析・処理されるこ
とがあると規定している。この権限は内務大臣に与えられており、航空会社は内務省の業
務として提供することが求められる。その義務や提供データ（フルネーム、国籍、生年月
日など）については指令 2004/82/EC252に規定されている。
また、2013 年 12 月には軍事計画法（LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale (1)）によって、軍事や国民保護に関するデータ保護について
の規制が拡大された。同法の採択により、様々な省庁（防衛、内務、経済、予算各当局）
のセキュリティ担当、情報サービス担当は、
「リアルタイムで」
「電子とデジタル通信」を
監視できることとなった。同法のもとでは、警察は、国家安全保障会議（CNCIS）長官の
承認を求める監視が開始されてから 48 時間、決定を待つ間、監視を継続することができ
る。
その後、
「情報活動に関する 2015 年 7 月 24 日の法律第 2015-912 号」
（Loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement.）が設立し、それに伴い国内安全法典(Code de la
sécurité intérieure）に第 8 編「情報活動（Du renseignement）253」が新設された。これによ
れば、
「当該者の電気通信網又はサービスにより取り扱われた又は保存された情報、
（中略）
使用された端末機器の位置の特定、受信者及び発信者番号、通信の時間及び日時の一覧に
記載された加入契約者の通信に関する技術的データを含む情報又は文書の収集を許可す
ることができる」
（L851-1 条）とし、
「テロの防止の必要性のためにのみ、脅威を与える者
として事前に識別された人物に関する情報」
（L851-2 条）を条件に、ネットワーク上での
常時収集を個別に許可することができる。情報を得るための手段としては、国家情報技術
251

フランス政府「Legifrance」
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053177 最終アクセ
ス：2018 年 2 月 2 日）
252
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0024:0027:EN:PDF
（最終アクセス：2018 年 2 月 19 日９
253

「情報活動に関する 2015 年 7 月 24 日の法律第 2015-912 号の訳出にあたっては、豊田

透(2017)「フランスにおける国の情報監視活動を規定する法律」に依拠しており、本パラ
グラフの記載は本論文を参考にしている。
http://www.dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10362192_po_02720002.pdf?contentNo=1&alte
rnativeNo=
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監視委員会の意見を徴した後に交付される首相の事前の許可が必要となる（L821-1 条）
。
国防大臣、内部大臣などが書面により実施の許可申請を行うことができる（L821-2 条）。

【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書254において次の点を指摘している
-

2016 年 7 月、フランスは創造の自由法（Freedom of Creation Act）を可決した。同法第
30 条は「サムネイル修正」と呼ばれ、自動画像参照サービスに対して規制を導入する

ものである。同条項の実施条例はフランス議会を通過していないため実施に至ってい
ないが、2018 年以降、同条項が実施されれば貿易障壁となるおそれがある。
参考資料
麻生典(2014)「フランス Hadopi 法の終焉と著作権侵害に伴うインターネット規制のあり方」
http://www.taf.or.jp/files/items/570/File/001.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
豊田透(2017)「フランスにおける国の情報監視活動を規定する法律」
（最終アクセス日：2018
年 2 月 21 日）
http://www.dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10362192_po_02720002.pdf?contentNo=1&alte
rnativeNo=
独立行政法人労働政策研究・研修機構「シェアリングエコノミーの拡大と法律上の問題、
労働者保護上の課題」
http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2018/01/france.html （最終アクセス日：2018 年 2
月 21 日）

254

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p182,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 8 日）
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３-８ 韓国
韓国では 2011 年に個人情報保護法（PIPA）が制定されている。本法令の第 15 条は、一
定の例外を除き個人情報収集時の同意取得を義務化している。さらに同意取得時にデータ
主体に伝える事項についても利用目的、収集する情報の種類、保持・利用される期間、拒
否権等についての伝達を義務としている。また、同法の第 17 条は、個人情報を第三者に
提供する場合の条件を定め、個人情報収集時と同様の同意取得が求められる。
さらに、2001 年に制定された情報通信ネットワーク利用促進法は第 22 条において PIPA
と同様に個人情報収集時の同意取得を要求し、前述の事項に加え事業者の個人情報管理者
の情報を通知することを定めている。また、本法令に基づく施行令は、第 16 条において
迅速な個人情報の破棄を定めている。また、個人的なインターネット投稿におけるアクセ
ス制限要求についてのガイドラインにおいて、「忘れられる権利」として、利用者の自身
の投稿削除を求める権利が認められている。
2015 年クラウドコンピューティングの開発及び利用者保護法は、第 25 条で情報漏えい
時の報告義務を定めている。また、第 26 条で国外サーバへの情報保存時には、情報の保
存場所について利用者が情報開示要求をできるとしている。
次に、非個人情報に係る規制として、2009 年の新聞の促進に関する法令はオンラインニ
ュースサービスを含む新聞事業者に対し、本社が所在する自治体における登録義務を定め
ている。
1961 年に制定された韓国の特許法及び 2014 年の実用審査基準では、コンピュータプロ
グラム自体は発明にならないとしており、産業界からは、媒体に保存されていないオンラ
インのプログラムの保護が十分でないとの指摘がある。
韓国の著作権法は、第 102 条でインターネットサービスプロバイダの著作権侵害発生時
のセーフハーバーを規定しており、また、同法第 103 条では、ノーティスアンドテイクダ
ウン措置について規定している。
韓国では、国家安全保障目的での情報流通に係る規定が複数存在する。2014 年に制定さ
れた空間データの措置・管理等に関する法令の第 16 条において地理データの国外持ち出
しが禁止されており、米国等の他国政府は懐疑的な見解を有している。また、通信秘密保
護法では、
第 15－2 条において電気通信事業者の諜報・捜査等への協力義務を定めており、
事業者が有するデータを定められた期間保存する義務を規定している。
韓国では、政府調達において、独自の認証プロセスや暗号モジュール認証が必要とされ
ており、国際的な相互認証ルールや、国際的な暗号基準からの逸脱が指摘されている。
1996 年に制定された情報公開法では、公的機関が有する情報について、同法第 9 条に定
められた情報公開の対象とならない一部の情報を除き、公開が定められている。

115

（参考）韓国における法体系255
韓国の立法制度は、最高法規としての憲法、憲法上の概念を実現するための法律、大統
領令、首相令、省令等の法律を効果的に実施するための行政規則がある。法令は一定の階
層構造をなしており、法令によって委任された権限の下で制定された下位法令や、法令の
執行目的で制定された規則は、法令に矛盾する内容を含むことは禁止されている。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（韓国）
個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

①個人情報保護法（PIPA）(2011
年)
②情報通信ネットワーク利用
促進法(2001 年)
③2015 年クラウドコンピュー
ティングの開発及び利用者保
護法

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
②情報通信ネットワーク利用促
進法(2001 年)
⑨通信秘密保護法(2007 年)
⑪クレジット情報の利用及び保
護法(1995 年)

④APEC 越境プライバシールー
ルシステム(2011 年)
⑨通信秘密保護法(2007 年)
⑪クレジット情報の利用及び保
護法(1995 年)

⑤新聞の促進に関する法令
(2009 年)
⑥特許法及び特許・実用審査基
準(1961 年)
⑦著作権法(2011 年)

知的財産権／文化保
護・表現の自由

安全保障・サイバーセキ
ュリティ

⑨通信秘密保護法(2007 年)

⑧空間データの設置・管理等に
関する法令(2014 年)

⑨通信秘密保護法(2007 年)
⑩電子文書保安措置施行指針、
国
家サイバー安全管理規定等
公序良俗
政府調達・公共調達

⑩電子文書保安措置施行指針、
国家サイバー安全管理規定等

投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限
競争環境の維持

255

Korea Legislation Research Institute, Korea Legislative System,
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/struct.do（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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基準認証／暗号

⑩電子文書保安措置施行指針、
国家サイバー安全管理規定等

金融

電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

⑪クレジット情報の利用及び保
護法(1995 年)

⑪クレジット情報の利用及び

②情報通信ネットワーク利用促
進法(2001 年)
③2015 年クラウドコンピューテ
ィングの開発及び利用者保護法
⑨通信秘密保護法(2007 年)

②情報通信ネットワーク利用促
進法(2001 年)
⑨通信秘密保護法(2007 年)

保護法(1995 年)

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置

⑫情報公開法(1996 年)

①個人情報保護法（Personal Inrformation Protection Act; PIPA）256
（法律／2011 年 3 月 29 日制定、2011 年 9 月 30 日施行）
本法令は、個人情報を違法な収集、漏洩、濫用又は詐欺から守ることにより、市民の権利
と関心を高め、個人の尊厳と価値をさらに実現するために個人情報処理に備えることを目
的としている（第 1 条）
。また、第 2 条 1 項は個人情報の定義を、
「氏名、住民登録番号、
画像等（他の情報と組み合わせた場合にある個人を特定することを可能にする情報を含む）
により個人を特定することを可能にする情報」と定めている。
本法令第 15 条は個人情報の収集及び利用について定めており、1 項において収集が認め
られる場合として、(1)同意が得られた場合、(2)法的義務として定められる場合、(3)公的
機関がその法的管轄のもとで収集する場合、(4)データ主体と契約を結ぶために不可欠な場
合、(5)データ主体の同意や意思確認ができない場合に、データ主体の生活や身体、経済的
利益の保護のために必要な場合、(6)個人情報処理者がデータ主体との関係において正当な
利害をもつ場合を挙げている。さらに、第 2 項は同意取得時にデータ処理主体がデータ主
体に伝達すべき情報として、(1)個人情報の取得及び利用目的、(2)具体的に収集される個
人情報、(3) 個人情報が保持され利用される期間、(4)データ主体の拒否権と拒否により生
じる不都合な点、の 4 つをあげ、いずれかの内容が修正される場合には、同様に同意が必
256

本法令の英語訳は下記の二次情報に依った。Korean LII, Personal Information Protect Act,
http://koreanlii.or.kr/w/images/0/0e/KoreanDPAct2011.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 8
日）
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要となるとしている。
また、同法第 17 条は 1 項において、データ主体から同意を取得した場合や、同法 15 条
1 項の(2)、(3)、(5)（前述）に該当する場合には、個人情報を第三者に提供することを認め
ている。第 2 項は、同意を取得する場合には(1)情報の受託者、(2)当該受託者の利用目的、
(3)提供される個人情報、(4)個人情報の保持・利用期間、(5) データ主体の拒否権と拒否に
より生じる不都合な点を示さなければならないと定めている。さらに、第 3 項で、海外の
第三者に個人情報が提供される場合には、前述の同条 2 項についての同意取得を要求して
いる。また、本法を違反して個人情報の越境移転契約を結ぶことを禁じている。
なお同法は第 31 条 1 項において、全ての個人情報処理者は、個人情報処理について包
括的に責任を有するプライバシー責任者を任命しなければならないと定めている。
②情報通信ネットワーク利用促進法（ネットワーク法）
（Act on Promotion of Information
and Communications Network Utilization and Information Protection, etc.）257
（法律／2001 年 1 月 16 日制定、同年 7 月 1 日施行（2015 年までに累次改正））
本法令の第 1 条は本法令の目的について、情報通信ネットワークの利用を促進し、利用
者の個人情報を保護し、利用者が個人の生活や一般の社会福祉を向上させる目的で安全に
情報通信ネットワークを使える環境を構築することとしている。
本法令は第 22 条において、情報通信ネットワークサービス提供事業者が個人情報を収
集する際の規則を定めている。同条第 1 項では、事業者が個人情報を収集する場合には、
利用者の同意が必要であると定めている。但し適用が除外される場合として、(1)サービス
の契約を実現する際に必要な場合、(2)サービスの料金を調整する場合、(3)本法令又は他
の法令において特別の規定がある場合、を定めている。また、第 2 項は第 1 項の同意を取
得する事業者は、以下の情報を事前通知、若しくは標準化されたサービスの利用契約にお
いて特記しなければならないとしている。具体的には、(1)個人情報の管理責任者の氏名、
部署、役職、電話番号、その他通信方法、(2)個人情報の収集及び利用の目的、(3)第三者
に個人情報が提供される場合には、第三者に提供される情報、目的、内容、(4)利用者の権
利と法廷代理人、権利の行使方法、(5)大統領令によって規定されるその他の個人情報保護
に係る事項としている。
なお、2014 年に大規模個人情報流出事件が相次いだことを背景に、個人情報保護を強化
する旨の改正が同年 5 月に行われ、新たに個人情報保護措置の強化、情報流出業者への罰
則強化、法定損害賠償制度の導入が定められた258。
257

United Nation Public Administration Network, Act on Promotion of Information and
Communication Network Utilization and Information Protection,
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025694.pdf （最終アク
セス日：2018 年 2 月 8 日）
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（総務省 資料１）光澤かおり「韓国における個人情報保護の動向」2015.5.20
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http://www.soumu.go.jp/main_content/000360554.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
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ネットワーク法施行令 259 （Enforcement Decree of the Act on Promotion of
Information and Communications Network Utilization and Information Protection,
etc.）
（政令／2008 年 2 月 29 日に全面改正後、2014 年まで複数回改正が施されている）
本施行令は、前述のネットワーク法により示された事項や、その施行のために必
要な事項を示している（第 1 条）
。
本施行令の第 16 条は、個人情報の破棄について定めている。同条 1 項はネット
ワーク法 29 条において求められる「迅速な個人情報の破棄」について、その他の
法令等で定められた場合や、利用者の要求によって期間が変更された場合を除き具
体的な期間を 1 年と定めている。第 2 項は、利用者が第 1 項で定めた期間中に情報・
コミュニケーションサービスを利用しない場合には、事業者は期間の経過後直ちに
情報を破棄するか、利用者の個人情報を他の利用者の個人情報とは分けることを要
求している。さらに 3 項では、2 項に従って個人情報を分けた場合には、他の利用
者から区別した情報は法律において定められた場合を除いて誰にも提供してはな
らないとしている。4 項は、情報破棄や保存を分けて行う旨及びどの個人情報に対
してその措置がおこなわれるのかを、メール、ファックス、電話、その他同様の手
段によって通知しなければならず、1 項に定められた期間の 30 日前までにこの通知
をすることを要求している。
また、2008 年の上位法令の及び本施行令の改正後、施行令の 29 条等においてポ
ータルサイトへのコメント投稿機能の利用者について個人を特定するための措置
をとることを定めていたが、当該規定が表現の自由に反する旨の 2012 年 8 月 23 日
の憲法裁判所判決により、関連規定は廃止された260。



個人的なインターネット投稿におけるアクセス制限要求権に関するガイドライン
261

（ガイドライン／2016 年 4 月 29 日発表）

259

ENFORCEMENT DECREE OF THE ACT ON PROMOTION OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS NETWORK UTILIZATION AND INFORMATION PROTECTION, ETC.
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=33261&type=part&key=43 （最終アクセス
日：2018 年 2 月 8 日）
260
Constitutional Court of Korea “Identity Verification System on Internet,” 2012.8.23.,
http://search.ccourt.go.kr/ths/pr/eng_pr0101_E1.do?seq=1&cname=%EC%98%81%EB%AC%B8
%ED%8C%90%EB%A1%80&eventNum=28678&eventNo=2010%ED%97%8C%EB%A7%8847
%0A&pubFlag=0&cId=010400 （最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
261
ガイドライン本文の一次情報が見つからないため、KCC のニュースリリースの内容を
参照している。
Korea Communications Commission, “KCC Takes Measures to Guarantee “Right to be
Forgotten”’2016.6.20,
http://eng.kcc.go.kr/user.do?boardId=1058&page=E04010000&dc=E04010000&boardSeq=42538
&mode=view （最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
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本ガイドラインは韓国放送通信委員会（Korea Communication Commission; KCC）
が「忘れられる権利」を定めている。ガイドラインは利用者が自身の投稿の削除を
求める権利を認め、そのプロセスを次のように定める。利用者はまず自身で当該投
稿の削除をおこない、不可能な場合にはウェブサイト管理者にアクセス制限を求め、
さらに検索結果からも削除してほしい場合には検索エンジン管理事業者に削除を
要求できる。なお、サイトの終了等によりウェブサイト管理者が投稿を削除できな
い場合には検索エンジン管理事業者に直接削除を要求することができる。ウェブサ
イト管理者及び検索エンジン管理事業者は、削除要求をした利用者が投稿者である
という証拠に基づき、アクセスを制限することができる。但し、法律により保持が
定められる場合や公共の利益に基づく義務がある場合には、管理者はアクセス制限
の要求を拒否することができる。
③2015 年クラウドコンピューティングの開発及び利用者保護法（Act on the Development
of Cloud Computing and Protection of its Users）

262

（法律／2015 年 5 月 27 日施行）
本法令はその目的を第 1 条において、クラウドコンピューティングの発展及び利用を促
進することにより、またクラウドコンピューティングサービスの安全な利用環境を構築す
ることにより、市民の生活と国の経済発展の促進に貢献することとしている。
本法令の第 25 条はクラウドコンピューティングサービス事業者（以下、CSP）に対し、
サービスへの侵入や、情報漏えい、妨害等が発生した場合に、その事実を顧客及び未来創
造科学省大臣に報告しなければならず、大臣は適切な措置を講ずると定めている。また、
第 26 条は、CSP が国外に情報を保存する場合、利用者は CSP に対して情報が保存される
場所の情報開示要求をおこなうことができるとしている。また、27 条は利用者の情報保護
について定めており、利用者の合意なく CSP がサービスを提供する目的外で第三者に情報
を提供することを禁じている。さらに、第 29 条においては CSP が故意又は過失によって
本法律に違反し、顧客が損失を被った場合には、顧客は CSP に対して賠償請求をおこなう
ことができると定めている。
④APEC 越境プライバシールールシステム（APEC Cross-Border Privacy Rules System ;
CBPR System）263

262

Korea Legislation Research Institute, ACT ON THE DEVELOPMENT OF CLOUD
COMPUTING AND PROTECTION OF ITS USERS,
https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=35630&type=part&key=43 （最終アクセス
日：2018 年 2 月 8 日）
263
CBPRs, Cross Border Privacy Rules System
http://www.cbprs.org/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
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（任意の多国間認証システム／2011 年制定、韓国は 2017 年 6 月に参加）
本システムは、APEC メンバー国間においてプライバシーに配慮したデータ流通を促進
する目的で 2011 年に APEC 首脳らにより承認された任意の認証に基づいたシステムであ
る。現在、5 か国（米国、メキシコ、日本、カナダ、韓国）が参加している。以下、本章
(1) 日本⑦に同じ。
⑤新聞の促進に関する法令（Act on the Promotion of Newspapers ）264
（法律／2009 年 7 月 31 日に大幅改定）
本法令はその目的を第 1 条において、新聞等の出版及びその機能の自由及び独立を保障
し、新聞についての社会的責任を促進し、新聞産業の奨励を支援することによって、表現
の自由の拡大と民主的な世論形成に貢献することとしている。第 9 条は、新聞、オンライ
ン新聞、オンラインニュースサービスを出版・配信する事業者は、事業者の本社がある自
治体において、事業者及び発信するコンテンツの概要等を登録しなければならないとして
いる。また、13 条は新聞等の出版において不適格な場合を定めており、同条 4 項は個人向
けに新聞を出版する場合を除いて、(1)外国政府、外国の管轄の法人又は外国の組織、(2)
韓国国民以外の代表者を有する法人又は組織、(3)日刊新聞については 30%以上、日刊以外
の新聞については 50%以上のシェア又は株式を、外国人、外国法人又は外国の組織が保有
する場合、においてインターネット新聞を含む新聞等の発行を認めないとしている。
⑥特許法及び特許・実用審査基準（Patent Act）

265

（法律／1961 年 12 月 31 日制定）
（審査基準／2014 年 6 月 30 日）
韓国の特許法は、同法第 2 条 3 項において、「実用（executing）
」の定義を(a)物の発明：
物の製造、使用、販売、リース、輸入又は物の販売又はリースの提供（販売・リース目的
で物を展示することを含む；以下項目も同様）
、(b) プロセスの発明：プロセスの利用、(c)
物の製造過程の発明：プロセスにより製造された物の利用、販売、リース又は輸入、又は
(b)で言及された行為を除いた物を販売又はリースの提供、と定めている。
また、2014 年 6 月 30 日に韓国特許庁によりに新たに制定された特許・実用審査基準で
は、コンピュータプログラムについての特許申請について、以下のような定めがある266。
264

Korea Legislation Research Institute, Act on the Promotion of Newspapers, etc.,
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=18440&type=sogan&key=8 （最終アクセス
日：2018 年 2 月 8 日）
265
WIPO, Patent Act (Act No. 950 of December 31, 1961, as amended up to Act No. 14112 of
March 29, 2016, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=455959 （最終アクセス日：
2018 年 2 月 8 日）
266
特許庁、
「特許・実用新案審査基準」
https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/korea6.pdf （最終アクセス
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4. 審査の留意事項
4.1.8 コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体
コンピュータプログラムは、コンピュータを実行する命令に過ぎないものであり、コン
ピュータプログラム自体は発明となり得ない。
但し、コンピュータプログラムによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現
される場合には、当該プログラムと連動して動作する情報処理装置（機械）、その動作方
法、及び当該プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を
利用した技術的な思想の創作として発明に該当する。
⑦著作権法（Copyright Act）267
（法律／第 102 条は 2011 年 6 月新規追加、第 103 条は 2011 年 12 月 2 日新規追加）
本法令の第 102 条は、オンラインサービス事業者の責任の制限を定め、第三者による著
作権侵害のみについて、セーフハーバーが適用される旨を定めている。同条 1 項では、著
作権侵害におけるオンラインサービス事業者の免責が認められる場合の条件を定めてい
る。条件の概要は、(1)事業者が移転に必要な期間内に、当該著作物の内容を変更したり、
自動的、仲介の、又は一時的な当該著作物の保存を変更したりすることなく、作品への接
続等を送信、ルーティング、又は提供する場合。(2)利用者の要求に基づき送信された作品
自動的に、又は仲介として、又は一時的な方法で補完し、後続の利用者が当該作品に効率
的にアクセスしたり、受信できるようにした場合。(3)再生装置又は対話型送信装置の要求
に応じてオンラインサービス提供者のコンピュータに作品等を格納する行為、(4)利用者が
情報検索ツールを利用して情報・コミュニケーションネットワーク上の作品の所在を知る、
又はそれらに接続する行為について、免責が認められる場合がある。
また、同法第 103 条は、ノーティスアンドテイクダウンに関する規定を定めている。同
条 1 項は、本法令により保護された著作権を含む権利が侵害されたと主張するものは、オ
ンラインサービスプロバイダーに対しその事実を証明し、複製や自動送信の停止を要求す
ることができるとしている。また 2 項においてそのような要求を受けたオンラインサービ
スプロバイダーは、直ちに停止の措置をとらなければならず、また複製者や自動送信者に
対しても通知をしなければならないと定める。さらに 3 項は、複製者や自動送信者が合法
性を主張する場合には、オンラインサービスプロバイダーは、侵害を主張する者に対して、
複製や自動送信の再開を開始する旨及び期日を通知し、侵害主張者が期間内に主張をしな
日：2018 年 2 月 8 日）
267
Korea Legislation Research Institute, COPYRIGHT ACT,
http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=25455&lang=ENG （最終アクセス日：2018
年 2 月 8 日）
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い場合には、複製・自動送信を再開するとしている。なお 4 項はオンラインサービスプロ
バイダーに対し停止を要求する者や複製・自動送信をする者を告知し、サービスの利用者
が容易に知れるようにする必要がある旨を規定している。そして 5 項は、オンラインサー
ビスプロバイダーが 4 項の告知や 2 項及び 3 項に定められた措置を講じた場合には、当該
侵害行為及びそれにより生じた損害についての責任が免除されるとしている。
⑧空間データの設置・管理等に関する法令（Act on the Establishment, Management, etc of
Spacial Data）

268

（法律／2014 年制定）
本法令はの目的は、測量及び水路調査の基準及び手続、並びに知的財産記録と包括的な
不動産記録の準備、管理等に関する事項を定めることにより、効率的な国土管理、安全な
海上交通、市民の所有権の保護に貢献することである（第 1 条）。本法令の 16 条は、基礎
的測量結果の国外への持出を禁じている。同条第 1 項は、国土交通大臣の許可なく、根本
的な調査結果のうち、測量のために作成された地図や撮影された写真を持出してはならな
いとし、基本的な調査の結果が外国の政府と交換される場合など、大統領令に定められた
場合はこの限りでないと定めている。同条第 2 項では、第 14 条 3 項のいずれかの項目（国
家安全保障に関わる場合や、機密情報等）に該当する場合には、基礎的測量の結果を海外
に持ち出してはならないと定めている。但し、海外に持ち出す決定が、国土交通大臣によ
って関係機関の長（科学技術大臣、未来企画官、外務大臣、統一大臣、国防大臣、安政大
臣、貿易産業大臣、国家情報院長等を含む）と共に組織された協議機関において、海外に
持ち出す決定がなされた場合には、この限りでないと定めている。
⑨通信秘密保護法（Protection of Communications Secrets Act ）269
（法律／2007 年の改正により下記規則を導入）
本法令の第 1 条はその目的を、通信及び会話の秘密と自由の範囲を制限し、厳格な法的
プロセスの義務を課すことにより、通信秘密を保護し、通信の自由をさらに拡大すること
としている。また第 2 条 11 項は電気通信記録データを「通信確認データ（communication
confirmation data）
」と定義し、(a)利用者の電気通信日時、(b)電気通信開始時刻、(c)電話の
着信及び発信回数と相手の利用者の番号、(d)利用頻度、(e)利用者の電気通信の事実に関す
るコンピュータ通信又はインターネットのログ記録、(f)情報通信ネットワークに接続され
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Korea Legislation Research Institute, ACT ON THE ESTABLISHMENT, MANAGEMENT,
ETC. OF SPATIAL DATA ,
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=45348&lang=ENG （最終アクセス日：
2018 年 2 月 7 日）
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Korea Legislation Research Institute, Protection of Communications Secrets Act,
http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=31731&lang=ENG （最終アクセス日：2018
年 2 月 14 日）
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た情報通信機器の位置情報の追跡データ、(g)情報通信ネットワークに接続するために利用
者が使用した情報通信機器の位置を確認可能なコネクターの位置情報の追跡データ、を含
むとしている。
第 5 条において、通信制限措置の適用は刑法に定められる「犯罪を計画、実行、または
実行中であると疑うに足る理由」があり、犯罪の阻止、犯人の逮捕、証拠の収集が困難で
ある場合に限定しており、同手続きを第 6 条において定めている。また、第 7 条は国の安
全保障目的での通信制限手段について定め、同条 1 項は、国家安全保障が危機におかれ、
その危機を回避するために機密情報の収集が必要とされる場合にのみ、大統領令に定めら
れた諜報及び捜査機関は通信制限を行使することができるとしている。そして、通信の両
当事者が韓国国民である場合には、高等裁判所の上級主席判事からの許可（軍事関連の通
信を除く）
、 韓国の敵国及び反国家活動の疑いのある外国組織、韓国国内の統治が及ばな
い人員又は組織とその包括団体で国外に存在するものについては、大統領の承認が必要と
なる。第 2 項は通信制限について(1)4 か月を越えてはならず、目的を達成した場合には通
信制限を停止しなければならないとし、期間を鉛鉱する場合には前述の許可が必要となる
としている。また、戦争、事件、国家の緊急事態等においては許可なく延長が認められ得
る。
同法令の第 15-2 条は、電気通信事業者の協力義務を定めており、1 項において電気通信
事業者は、検察官、司法警察官、諜報・捜査機関が本法令の下でおこなう通信制限措置お
よび通信確認データの提供要請に協力しなければならないとしている。2 項は、通信確認
データの保存期間等、1 項の規定による通信制限措置の実施のための通信事業者による協
力において必要な事項は大統領令により定めるとしている。


通信秘密保護法施行令（Enforcement Decree of the Protection of Communications
Secrets Act）270

本施行令の第 41 条は、通信秘密保護法第 15-2 条において定められた電気通信事業者の協
力義務の詳細を定めている。同条 1 項は、通信秘密保護法第 15-2 条に従い、殺人や人質強
盗といった個人の命や健康に差し迫った危機がある場合には、電気通信事業者は通信制限
措置又は通信の事実を確認するデータの提供の要求が遅滞なくおこなわれるように協力
する義務があるとしている。2 項は、電気通信事業者に対する通信の事実を確認するため
のデータの保存期間は、長距離電話及び国内電話サービスに関するデータであり、かつ情
報通信秘密保護法第 2 条 11 項（前述）のさだめる事項のうち、(a)利用者の電気通信日時、
(b)電気通信開始時刻、(c)電話の着信及び発信回数と相手の利用者の番号、(d)利用頻度、(f)
270

Korea Legislation Research Institute, Enforcement Decree of the Protection of
Communications Secrets Act
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=33283&type=part&key=43 （最終アクセス
日：2018 年 2 月 14 日）
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情報通信ネットワークに接続された情報通信機器の位置情報の追跡データ、については 6
か月としている。また、(e)利用者の電気通信の事実に関するコンピュータ通信又はインタ
ーネットのログ記録、(g)情報通信ネットワークに接続するために利用者が使用した情報通
信機器の位置を確認可能なコネクターの位置情報の追跡データ、については 3 ヶ月として
いる。
⑩電子文書保安措置施行指針、国家サイバー安全管理規定等（National Cyber Security
Management Regulation）271272
（指針・規定／2005 年）
韓国における政府調達においては、Korea IT Security Evaluation and Certification Scheme
（KECS）の認証取得（Common Criteria Recognition Agreement; CCRA273の対象となってい
る）が必要であり、また製品に暗号モジュールが搭載される場合には、国家機関用暗号モ
ジュール認証（認可暗号アルゴリズム非公開）も必要となる。また、対国民行政業務用シ
ス テ ム で は 韓 国 版 暗 号 モ ジ ュ ー ル 認 証 プ ロ グ ラ ム （ Cryptographic Module Validation
Program; CMVP）認証取得が必要となり、この韓国版 CMVP とは、韓国国家情報院が運営
する韓国独自の認証制度を指す。
⑪クレジット情報の利用及び保護法（Use and Protection fo Credit Information Act）274
（法律／1995 年 1 月 5 日制定、最新では 2015 年に一部改正）
本法令は 1 条においてその目的を、クレジット情報ビジネスの促進と、クレジット情報
の効率的な利用及びシステマチックな管理、誤用や悪用からの適切なプライバシーの保護
によりクレジットに秩序をもたらすこととしている。また、2 条 1 項において、
「クレジッ
ト情報」の定義を、(a)特定のクレジット情報の主体を識別できる情報、(b)クレジット情報
主体の取引の詳細を決定する情報、(c)クレジット情報の主体のクレジットの価値を決定す
る情報(d)クレジット情報の主体のクレジット取引能力を決定する情報、(e)その他同様の情
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本規則について、英語の一次情報等は公開されていない模様。神田雅透「各国政府の
暗号政策動向」http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~tsujii/pdf/150620kanda.pdf（最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
272
国家サイバー安全管理規定等の英語名及び発効年は次に依った。Korean Internet &
Security Agency, Laws on the Internet and Information Security of Korea,
https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/ictLaws.jsp （最終アクセス日：2018 年 2 月 27 日）
273
各国の政策実施機関が IT 製品等の安全性を客観的に評価した結果を国際的に相互認証
するための仕組み。経済産業省「CCRA とは」
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/CCRA_join_Appendix01.pdf （最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
274
Ministry of Government Legislation, Use and Protection of Credit Information Act, 2008,
http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47589（最終アクセス日：2018 年 2 月 16
日）
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報、と定めている。
本法令の第 32 条は、クレジット情報の提供者／利用者が第三者に個人的なクレジット
情報を提供しようとする場合には、事前に適切なクレジット情報の主体から個別の同意を
取得しなければならないとしている。但し、既に同意された目的や利用の範囲内で情報が
提供される場合はこの限りでないとしている。また、同条 6 項において、クレジット情報
事業者が、中央管理及び利用、別のクレジット情報事業者やクレジット情報収集事業者と
の中央管理、利用、契約を実行するのに要求される場合は、同意取得義務は適用されない
としている。
⑫情報公開法（Official Information Disclosure Act）275
（法律／1996 年 11 月制定、1998 年 1 月 1 日施行）
本法令は、1 条で公的な機関が保管・管理する情報の公開要請と、公的機関の情報開示
義務を規定することにより、人々の知る権利、国務に参加する権利及び国務の実施の透明
性を確保することであると定めている。3 条は、情報公開の原則として、公的機関により
保管・管理されている情報は、人々の知る権利を確実にするために、本法令で述べられる
ような積極的な方法で公開されなければならないとしている。また、9 条は必ずしも情報
公開の対象とならない情報として、他の法令で機密情報に分類されている情報（1 項）や、
国家安全保障、統一、外交関係等に関わるため公開が国益に反する情報（2 項）、
（公開が）
人々の生活や身の安全、財産の保護に深刻な損失を及ぼす情報（3 項）、進行中の裁判、犯
罪防止、刑罰の決定等、情報公開によりその実施が妨げられる情報（4 項）
、監査、監督、
検査、試験、規制、入札契約、技術開発、人事管理に関する情報や意思決定プロセスや内
部レビュープロセス段階の情報等（5 項）、個人情報（6 項）
、営業秘密に係る情報（7 項）
、
市場の推測のための情報等特定の人に利益や不利益を及ぼす情報（8 項）が定められてい
る。また、2 項は 1 項に該当する情報であっても一定期間後に非公開とする必要がなくな
った場合には公開が求められると定めている。さらに 3 項は、公的機関は情報を非公開と
する場合の基準を市民に公開しなければならないとしている。
【他国政府等からの指摘】
米国代表部 2017 年版外国貿易障壁報告書276は、韓国のデジタル貿易に関連する障壁とし
て以下の事項に言及している。

275

Korea Legislation Research Institute, Official Information Disclosure Act,
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=38898&type=lawname&key=information （最終
アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
276
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
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・韓国は CCRA の参加国であり、CCRA 認定された参加国内の審査機関で認証を受けた製

品は、参加国において認証要件を満たしているとみなされる。しかしながら、韓国政府
はルータ、スイッチ、IP-PBX 電話機等について、追加の認証要件として、韓国政府機
関による韓国国内での認証を追加要件として課している。韓国国家情報院はこの要件の
制定をパブリックコメントの募集等なく、不透明な形で進め、学校、地方政府、図書館、
ミュージアム等、対象となる組織を広範に解釈している。米国は追加の国内審査なく
CCRA 認証機器を認め、より透明化することを求めている。
・2015 年 3 月に承認されたクラウドコンピューティングの促進と利用者保護法（上述③）
は、好意的に受け入れられている一方、それに続いて韓国政府により発表されたガイド
ライン
「クラウドコンピューティングサービスのデータ保護基準（CCPA ガイドライン）」
は、現地のクラウドコンピューティング提供者に有利な効果をもっており、結果として
外国のサービスプロバイダに不利益を生じている。CCPA ガイドラインは、パブリック

セクター向けのクラウドコンピューティングネットワークについて、一般利用者が利用
するクラウドサービスとは物理的に分けることを要求しており、セキュリティ専門家か
ら評判を失っている。さらに、これらのガイドラインは、パブリックセクターの機関が
政府によって認められた特定の暗号アルゴリズムを用いるよう制限しており、国際的に
利用されている多くの世界標準のアルゴリズムを排除している。韓国政府の定義では、
10,000 を超える機関が CCPA ガイドラインの対象となっており、教育機関や、公的金融

機関、公立病院等が含まれる。CCPA ガイドラインは「レコメンデーション」であり、
違反した場合の罰則等はないが、韓国の機関は通常こういったガイドラインに従ってお
り、そのため市場アクセスの機会を限定している。
・韓国は公的セクターの機関（政府機関及び準政府機関）により調達されるネットワーク
機器について、韓国国家情報院によって認められた暗号機能を有することを条件として
いる（上述⑩）
。国家情報院は、国際的に用いられている国際標準の AES アルゴリズム
ではなく、韓国の ARIA 及び SEED 暗号アルゴリズムに基づいた暗号モジュールを認証
している。一部の米国事業者はこの規制のために、VPN 及び firewall システムを韓国の
公的セクターの機関に供給することが不可能となっている。
・韓国は外国の衛星サービス事業者が伝送容量等のサービスを韓国に設立された会社を介
さず直接エンドユーザに販売することを禁じている。現在の投資規制の下では韓国支店
を設立することが経済的に正当とされていないことを踏まえれば、この規制は外国の衛
星サービス事業者の韓国市場における競争力を大きく制限している。
・地理データの輸出規制（上述⑧）は、通常海外のデータプロセッシング拠点に依存しな
い国内の競合に比べ、国際的な交通情報やナビゲーションサービスの事業者に不利な内
容となっている。2014 年に通過した規定は、地図製作その他の地理データの輸出の認
可のためのより包括的な委員会のプロセスを制定しているが、海外事業者による輸出は
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未だ認めていない。2016 年には、そのような輸出申請を関連機関が再度拒否し、この
ような措置は 10 回目にのぼっている。米国は、このような措置と国家安全保障の関連
性に懐疑的である。
・2011 年に制定された個人情報保護法（PIPA）
（上述①）における越境データ移動時の顧
客への広範な報告義務は、韓国国内におけるデータ移転に比べて厳格である。このため、
第三者のデータストレージやデータプロセッシングサービスを用いるインターネット
サービスにおいて、韓国国内の第三者サービス事業者が優位となっている。
・韓国は、支払ゲートウェイサービスの設備について国内設置要求を定めており、事業者

の国外設備への投資を妨げている。これは、支払データが韓国国内に保持されるように
設定されているものの、国際的なネットワークに依存したテクノロジーやサービスが増
える中で、流れに逆行する規定である。
・クレジット特化型金融ビジネスの監督に係る規則の下、韓国ウォンで物品を販売する電

子商取引事業者は韓国人顧客のクレジットカードを、事業者の情報システムに保持する
ことを禁じている（米国電子商取引事業者は価格を米ドルで定めて合法に韓国市場で販
売をおこなうが、韓国ブランドのクレジットカードは許可できない状況となっている）。
その結果、韓国専用の支払システム構築を望まない電子商取引事業者は、韓国市場への
参入を妨げられている。
・韓国金融委員会は、2013 年 11 月に支払ゲートウェイサービスの規則を部分的に改正し、
5 か国以上でオンラインデジタルコンテンツストアを展開し本社を外国に有する事業者
については「支払ゲートウェイ」登録を受理し、海外に IT 設備を設置して顧客のカー
ド番号を保持し、携帯機器からワンクリックで購入することを許可している。このよう
な改正に米国は好意的であるが、この改正がどこまで実施されるのかは不明であり、国
際的な慣習とは異なる韓国の電子支払における問題に疑問をもつ事業者は依然として
存在する。
欧州委員会による市場アクセスデータベース においては韓国のデジタル貿易に関連する
障壁は言及されていない。
産業団体からは下記のような意見が示されている。
・個人情報保護法（PIPA）
（上述①）の個人情報の越境移転時の顧客への報告義務が企業
への負荷になっているといった見解が示されている 。
・特許法（上述⑥）に関する見解 ：2014 年改正審査基準により、「コンピュータプログ
ラム」を発明の対象として記載することができるようになったが、「ハードウェアと結
合して媒体に保存された」との限定を請求の範囲に記載することが求められる。即ち、
媒体に保存されたプログラムだけが特許の保護対象になり、プログラム自体だけでは特
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許の保護対象になれないと理解される。しかし、相当数のプログラムが媒体ではなくオ
ンラインを通じて流通、伝送されている実情を考慮すると、現在の制度ではプログラム
発明を充分に保護することができない。
参考資料
Korea Inernet & Security Agency, Laws on the Internet and Information Security of
Korea, https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/ictLaws.jsp#（最終アクセス日：2018
年 2 月 27 日）

３-９ ロシア277278
ロシアにおいては、個人情報保護に関して、非常に厳格なデータローカライゼーション
規定を設けている279。①2006 年個人情報保護法第 152-FZ 号および 2014 年改正法第 242-FZ
号が包括的な個人データ保護・プライバシー保護法として整備されており、ヨーロッパの
地域と同様のデータ保護措置を課している。すなわち、ロシア国外に個人データを移転す
るには、原則として個人データが十分に保護されているとロシア政府が認めた国である必
要がある。2013 年法務省指令によれば、ロシア政府が個人データを十分に保護していると
認めた国は、47 ヵ国とされている280。なお、同改正法 2014 年改正法第 242-FZ 号に、デー
タローカライゼーション義務が含まれている。
また、ロシアは、2016 年 1 月 1 日に施行される「忘れられる権利」法案も可決した。
個人情報・非個人情報のいずれにも関連し、ロシアにおいては 2016 年から 2017 年にか
けて、安全保障やテロ対策を目的とする立法が相次いでいる。すなわち、④2017 年重要情
報インフラストラクチャーの安全性に関するロシア連邦法第 187-FZ 号、テロ対策を目的
とした⑤2016 年「ヤロヴァヤ法」連邦法第 374-FZ 号および、政府調達において国産ソフ
トウェアの使用義務などを盛り込んでいる⑥2015 年調達契約に関する連邦法第 188-FZ 号
である。
なお、ロシアにおいては情報公開法に当たる法令は存在しない。

277

ロシアは英語の一次情報が限られていることから、二次情報に依らざるを得ない法
令・措置も多く、詳細まで把握できないものについては、可能な範囲での記載としている。
278
法令の訳文は仮訳を含む
279
Albright Stonebridge Group, Data Localization A Challenge TO Global Commerce and the
Free Flow of Information, September 2015,
https://www.albrightstonebridge.com/files/ASG%20Data%20Localization%20Report%20-%20Sep
tember%202015.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
280
経済産業省「平成 28 年度 越境データフローに係る制度等の調査研究報告書」
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000504.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
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（参考）ロシアの法体系281282283
ロシアの法律は、全体として、大陸法体系に属する法律である。すなわち、ロシア法は
判例法を中心におく英米法と異なり、ドイツ、フランス等の西欧や日本と同様、成文法（法
典法）に中心をおいている。契約その他の民事及び商事に関しては民法で規定されている。
判例法ではないが、法解釈に関しては、あらゆる法律について強行解釈をする権利を有す
る憲法裁判所による決定、最高裁判所および最高商事裁判所の立場が尊重されている。
連邦の管轄の立法には、憲法、憲法的法律、法律、大統領令・大統領命令、政府決定・
政府命令、その他の法令（省庁等行政機関の決定・規則・命令・指令・指示等） があり、
契約その他の民事及び商事に関する民法も連邦法であり、コーポレ－ト・ガバナンス等の
会社に関する基本的な事項は連邦レベルの法令で規定されている。
連邦管轄以外の立法として、共和国・地方・州等の連邦構成主体の管轄事項に関する立
法並びに連邦との共同管轄事項のものがある。
ロシアの民法典は当初、1962 年に施行されたソビエト連邦民事基本法及び 1964 年に制
定されたロシア共和国民法典の 2 つの法律を基本とし、1991 年にゴルバチョフが指導した
ペレストロイカ期に民法基本法として作成された。その後連邦崩壊を経て、1992 年にロシ
ア連邦最高会議において採択されるに至った。現在のロシア民法典は第 1 部が 1994 年 11
月 30 日、第 2 部が 1996 年 1 月 26 日、第 3 部が 2001 年 11 月 26 日に制定され、第 4 部が
2006 年 12 月 18 日に制定されている。その後、第 1 部、第 2 部は多くの修正が施されなが
ら施行されてきた。当初の段階では社会主義から市場経済化への過渡期として、国家の役
割や介入部分が残されていたが、改定の度に欧州の資本主義に準じたものになっている。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（ロシア）

プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
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個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
① 2006 年 個 人 情 報 保 護 法 第
152-FZ 号および 2014 年改正法
第 242-FZ 号
②2015 年忘れられる権利連邦法
第 264-FZ 号
③ 2014 年 著 作 権 侵 害 対 策 法

ビジネス情報を対象とする措
置・ビジネス情報に関連する措置

③2014 年著作権侵害対策法

ロ

JETRO「ロシアにおける契約行為と実務上の留意点」2010 年 3 月
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000293/russia_keiyaku.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 15 日）
282
公益社団法人日本監査役協会「国別海外監査ガイドブック ロシア連邦編」
http://www.kansa.or.jp/support/el009_130730_15.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
283
北海道 HP ロシアビジネス法律データベース／2-1、2011 年 4 月 22 日
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ksk/hc/2-1.htm （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
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護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

ロシア連邦法 No.364-FZ

シア連邦法 No.364-FZ

④2017 年重要情報インフラス
トラクチャーの安全性に関す
るロシア連邦法第 187-FZ 号
⑤2016 年「ヤロヴァヤ法」連
邦法第 374-FZ 号

④2017 年重要情報インフラス
トラクチャーの安全性に関す
るロシア連邦法第 187-FZ 号
⑤2016 年「ヤロヴァヤ法」連
邦法第 374-FZ 号

公序良俗

⑥2012 年子どもの健康と開発に
有害な情報から児童の保護に関
するロシア連邦法第 139-FZ 号
⑦2015 年調達契約に関する連邦
法第 188-FZ 法

政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融

⑧2003 年通貨規制および通貨管
理に関する連邦法第 173-FZ 号
電気通信／電子商取引 ⑨2003 年電気通信に関する連邦
／ドメインネーム
法 126-FZ
⑩2006 年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連邦
法第 149-FZ 号
⑪2014 年ブロガー法ロシア連邦
法第 97-FZ 号
⑫2017 年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連邦
法改正法第 276-FZ 号
 2017 年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連
邦法第 10.1 条および第 15.4
条改正法第 241-FZ 号
国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

⑨2003 年電気通信に関する連邦
法 126-FZ
⑩2006 年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連邦
法第 149-FZ 号
⑫2017 年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連邦
法改正法第 276-FZ 号
 2017 年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連
邦法第 10.1 条および第 15.4
条改正法第 241-FZ 号

政府・公的機関が保有する情報に関する措置

①2006 年個人情報保護法

ロシア連邦法第 152-FZ 号

Federal Law No. 152-FZ on

Personal Data 2006 (Personal Data Protection Act)）284285
284

Roskomnadzor, Federal Law of 27 July 2006 N 152-FZ ON PERSONAL DATA
132

（法律／2006 年 7 月 8 日発効、2006 年 7 月 14 日）施行）
2006 年に公布された個人情報保護法は、個人情報取扱者の義務や安全管理に関する規定
を定めており、ロシアにおける包括的な個人情報保護・プライバシー保護法となっている。
この法律では、ロシア国外のデータ転送は、原則として個人情報が転送される管轄区域が
原則として、ロシア政府により個人情報が十分に保護されていると認められた場合に限り、
データ主体からの追加の同意を必要としない。ロシア政府が認めていない場合には、デー
タ主体が同意している場合や契約履行に必要な場合など、限定された場合のみ移転が可能
とされている286。


2014 年個人情報保護法を改正するロシア連邦法第 242-FZ 号

Federal Law No.

242-FZ of July 21, 2014 on Amending Some Legislative Acts of the Russian
Federation in as Much as It Concerns Updating the Procedure for Personal Data
Processing in Information-Telecommunication Networks (with Amendments and
Additions)

287288289290291292293

（法律／2014 年 7 月 21 日発効、2016 年 9 月 1 日施行予定、改定 2015 年 9 月 1 日

https://pd.rkn.gov.ru/authority/p146/p164/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
285
RUSSIAN FEDERATION FEDERAL LAW PERSONAL DATA No.152-FZ
https://iapp.org/media/pdf/knowledge_center/Russian_Federal_Law_on_Personal_Data.pdf
286
ZDNet Japan https://japan.zdnet.com/article/35107016/3/（最終アクセス日：2018 年 2 月
19 日）
287
Roskomnadzor, Federal Law No. 242-FZ of July 21, 2014 on Amending Some Legislative Acts
of the Russian Federation in as Much as It Concerns Updating the Procedure for Personal Data
Processing in Information-Telecommunication Networks (with Amendments and Additions)
https://pd.rkn.gov.ru/authority/p146/p191/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
288
Computer Law &Security Review 32(2016 ),128-145,
https://pravo.hse.ru/data/2017/03/22/1169832328/2015%20Savelyev%20AI%20Russian%20New
%20Personal%20Da..ward%20or%20a%20Self-Imposed%20Sanction.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 14 日）
289
Deloitte, Legislative Tracking,
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/legislative-tracking/english/ru_
en_lt_03-07-2015e.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
290
Proskauer, A Primer on Russia’s New Data Localization, August 27, 2015, Law
https://privacylaw.proskauer.com/2015/08/articles/international/a-primer-on-russias-new-data-local
ization-law/（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
291
アンダーソン・毛利・友常法律事務所「AMT アジア・新興国 Legal Update」2015 年 6
月 http://www.amt-law.com/pdf/bulletins13_pdf/Asia_EC_150619.pdf（最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
292
総務省「国別にみる世界情報通信事情：ロシア連邦」
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/russian/pdf/007.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
293
Information Technology & Innovation Foundation, May 1, 2017,
https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-th
ey-cost （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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施行）
新しいデータローカライゼーション法であるロシア連邦法 242-FZ294は、個人情報保護法
の改正案として採択された。第 18 条 5295において、事業者は、ロシア国民の個人データは、
ロシア領内に設置されたデータベースで管理（収集、保管、処理）すべきことを要求して
いる。また、通信事業者は、ロシアの個人情報が格納されているサーバの場所について、
通信、情報技術、および大量通信を監督するロシア連邦通信局（Roskomnadzor）に通知す
る必要があり、法律を遵守していないことが判明したインターネットアドレスはブロック
される可能性がある。

294

経済産業省「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備事業（越境データ
フローに係る制度等の調査研究）報告書」（平成 28 年 3 月）
、
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000504.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
295
同上。
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2013 年ロシア司法省令第 28212 号296297（The Order No. 274 of March 15, 2013, of
Roskomnadzor, registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on
April 19, 2013; registration number 28212）
（指令／2013 年 3 月 15 日承認）
個人情報の自動処理と個人データの権利行使における欧州理事会条約の締約国ではな

い外国のリストの承認についての指令。個人情報はロシアと同水準の保護水準をもった
国・地域のみに移転を認める298。欧州理事会条約の締約国でない国に対して、個人データ
の自動処理における適切および、個人データの主体の権利を認めることを求める。この
2013 年法務省指令によれば、ロシア政府が個人データを十分に保護していると認めた国は、
EU 加盟国 28 のほか、先進国、一部アフリカおよび南米等の 47 ヵ国299とされている。
②2015 年忘れられる権利 ロシア連邦法第 264-FZ 号300301

Federal Law No. 264-FZ,

Amending the Federal Law “On Information, Information Technologies, and Data
Protection” and Articles 29 and 402 of the Civil Procedural Code of the Russian
Federation (aka Right to be Forgotten Law)
（法律／2015 年 7 月 13 日発効、2016 年 1 月 1 日施行）
この法律は、検索エンジンに対し、不法に流布されたり、信頼できないもの、また情報
が古くなっているもの、または無関係な個人に関する情報を記載した検索結果を削除する
ことを、ロシアの消費者に対し公表する義務を課している。
296

The Ministry of Communications and Mass Media of Russian Federation, The Federal Service
for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media, Report ‘Activity of
the Competent Authority for Protection of the Rights of Personal Data Subjects in 2012’,
http://eng.pd.rkn.gov.ru/docs/report2012.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
297
Pravo, The order of Roskomnadzor of 29.10.2014 N 152 "About modification of the order of
Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass
Communications of March 15, 2013 N 274 "About the approval of the list of the foreign states
which are not the parties of the Convention of the Council of Europe on protection of physical
persons at the automated processing of personal data and the rights of subjects of personal data
providing adequate protection"" http://en.ipravo.info/russia1/act79/123.htm （最終アクセス
日：2018 年 2 月 26 日）
298
経済産業省「平成 28 年度 越境データフローに係る制度等の調査研究報告書」
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000504.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
299
EU 加盟国（28 ヵ国）に加えて、オーストラリア、アルゼンチン共和国、イスラエル、
カナダ、モロッコ王国、マレーシア、メキシコ連邦共和国、モンゴル、ニュージーランド、
アンゴラ共和国、ベニン共和国、カーボベルデ、韓国、ペルー共和国、セネガル共和国、
チュニジア、チリ共和国、中華人民共和国 香港特別行政区、スイス連邦の 19 ヵ国
300
Stanford Law School, The Center for Internet and Society,
http://cyberlaw.stanford.edu/page/wilmap-russia （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
301

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182637#04413452864162809
（ロシア語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
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知的財産
② 2014 年著作権侵害対策法 ロシア連邦法第 364-FZ 号 Federal Law No. 364-FZ of
November 24, 2014, on Amendments to the Federal Law on Information, Information
Technology and Information Protection and the Civil Procedure Code 302 303 304
（Anti-Piracy Law）
（法律／承認 2014 年 11 月 24 日、発効 2015 年 5 月 1 日）
2006 年 7 月 27 日の連邦法第 149-FZ 条第 15.2 条に基づく情報、情報技術及び情報の保
護に関する違法コンテンツへのアクセスを制限する司法手続きの変更を導入し、映画やテ
レビ映画（ドラマなど）だけでなく、書籍や音楽、ソフトウェアを含むインターネットに
配布することができる著作権および関連する権利のすべての対象（撮影作業および写真撮
影に類似したプロセスによって得られた作品を除く）に拡大された。
著作権・著作隣接権者とウェブサイト所有者間の論争の裁判外解決の手続きが導入され、
著作権・著作隣接権者から権利侵害の通知を受領した後、ウェブサイト所有者は 24 時間
以内に違法なデータを削除するか、著作権・著作隣接権者から追加情報を要求するか、あ
るいは当該情報掲載の法的根拠を権利者に通知する義務があるとされた。また、繰り返し
著作権・著作隣接権が侵害された場合の処罰として、ウェブサイトを永久にブロックする
可能性が導入された。
安全保障
④2017 年重要情報インフラストラクチャーの安全性に関するロシア連邦法第 187-FZ 号
305306307

Federal law dated 26 July 2017 No. 187-FZ "On the security of the critical information
infrastructure of the Russian Federation”
302

WIPO Federal Law No. 364-FZ of November 24, 2014, on Amendments to the Federal Law on
Information, Information Technology and Information Protection and the Civil Procedure Code
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15580 （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
303
JETRO ロシア知的財産権ニュースレター2014 年度第 3 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2014-3.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
304
JETRO ロシア知的財産権ニュースレター2015 年度第 1 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2015-1.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
305
LP Law Firm
http://www.lp.ru/Latest_initiatives_on_Internet_regulation_in_Russia_2017?lang_id=2 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 22 日）
306
Borenius,
https://www.borenius.ru/en/2017/08/23/law-security-russias-critical-information-infrastructure/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
307
Grata International,
http://www.gratanet.com/en/news/details/protecting_critical_information_infrastructure_2018
（最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
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（法律／2017 年 7 月 26 日公布、2018 年 1 月 1 日発効）
重要な情報インフラのセキュリティに関する規定。重要情報インフラストラクチャオブ
ジェクト（CIIO）は、防衛産業、輸送、通信、金融部門などの情報およびプロセス制御シ
ステムとして識別される。規制の主な分野は、1）CIIO のセキュリティを確保するための
要件、2）CIIO 情報への不正アクセスを防止、3）ロシアの情報資源に対するコンピュータ
攻撃の結果の検出、防止、緩和の状態システムとの相互作用である。
⑤テロ対策法の改正およびテロ対策と公安を促進するための追加措置の確立に関する
2016 年ロシア連邦法第 374-FZ 号（「ヤロヴァヤ」法）308309310 Federal law dated 6 July
2016 No. 374-FZ “On amending Federal law “On the counteraction of terrorism” and
certain legislative acts of the Russian Federation with regard to establishing additional
measures designed to counteract terrorism and promote public security”（“Yarovaya” law）
（法律／2016 年 7 月 6 日公布、2018 年 7 月 1 日発効）
テロ対策法に規定されている通信事業者および事業者の義務を規定。通信事業者および
通信事業者は、受信、送信、配信が終了してから最大 6 ヶ月間、通信サービスユーザーの
テキストメッセージ、音声情報、画像、音声、ビデオ、その他のメッセージを保存および
処理する義務がある。順序、特定の条件とストレージの量については、まだロシア政府に
よって確立されていない。
公序良俗
⑥2012 年子どもの健康と開発に有害な情報から児童の保護に関するロシア連邦法第
139-FZ 号（ブラックリスト法）311312

Federal Law No. 139-FZ, on the Protection of

Children from Information Harmful to Their Health and Development and Other Legislative
Acts of the Russian Federation (aka “Blacklist law”), July 28, 2012
薬物使用に関する情報を含む有害なコンテンツから子どもを保護するための手段とし
て位置付けられ、自殺幇助や自殺幇助を主張したり、児童ポルノを含むウェブサイトの統
308

LP Law Firm
http://www.lp.ru/Latest_initiatives_on_Internet_regulation_in_Russia_2017?lang_id=2 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 22 日）
309
Leology,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=54b37fa5-2f3f-4e6a-b684-8698d2e7b4da （最終
アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
310
Официальные сетевые ресурсы ロシア公式ネットワークリソース、
http://kremlin.ru/acts/bank/41108 （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
311
Stanford Law School, The Center for Internet and Society,
http://cyberlaw.stanford.edu/page/wilmap-russia （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
312
原文 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133282/（ロシア語）
（最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 16 日）
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一登録簿を作成した。 登録簿は法律により、ロシア連邦通信局（Roskomnadzor）によっ
て管理され、そのような違法なサイトのブロックメカニズムを導入した。
政府調達
⑦情報、情報技術および情報保護に関するロシア連邦法および国家および地方自治体の需
要の保証のための商品、労働、サービス調達の分野における契約システムについて第 14
条の改正についての 2015 年ロシア連邦法第 188-FZ 法 Federal Law No.188-FZ of
June 29, 2015 on the amendments to the Federal Law on information, information
technologies and on protection of information and Article 14 of the Federal Law on the
contract system in the purchase of goods, works, services for state and municipal
needs-register of home –made software313314315
（法律／2015 年 6 月 29 日発効、2016 年 1 月 1 日施行）
2015 年 4 月 1 日付ロシア連邦通信・マスコミュニケーション省命令第 96 号の輸入代
替ソフトウェア計画の国家および地方自治体の需要目的のソフトウェア購入に関してロ
シア製ソフトウェアに対する特恵を確保するとの規定に関連し、ロシア連邦法第 188-FZ
号『連邦法「情報、情報技術及び情報保護について」および連邦法「国家および地方自治
体の需要の保障のための商品、労働、サービス調達の分野における契約システムについて」
第 14 条の改正について』が採択された。
本法は、ロシア製コンピュータプログラムおよびデータベースの統一登録簿の作成を規
定し、あらゆる国家および地方自治体の発注者は、ロシア製ソフトウェア登録簿を参照し、
そこに掲載されているソフトウェアを購入することが求められる。ロシア製ソフトウェア
登記簿に登録されるソフトウェアは一定の基準を満たさなければならない。本連邦法の目
的はロシア製ソフトウェア開発者の支援と保護であると同時に、国家安全保障上の問題に
対処することも目的としている。
金融
⑧2003 年通貨規制および通貨管理に関するロシア連邦法第 173-FZ 号（Federal Law No.
173-FZ of December 10, 2003 on Currency Regulation and Currency Control）316317318
313

Lexology, IP, IT and mass communications. Major Russian Legislation Changes for 2015,
Jan.15, 2016,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c82846f-cdd4-420f-8692-659576269f10 （最終
アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
314
JETRO ロシア知的財産権ニュースレター2015 年度第 2 号
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/russia_cis/ru/ip/news/pdf/russia_ip_news_2015-2.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
315
Garant. Daily monitoring of the Federal legislation at 2.07.2015,
http://www.garant.ru/subscribe/eng/20150702/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
316
International Money Laundering Information Network, Federal Law No.173-FZ of the Russian
Federation of December 10, 2003
139

（法律／承認 2003 年 12 月 10 日）
ロシア法人･個人と海外法人･個人との間の通貨取引に関する規制について定める外国
為替管理法。
2004 年 6 月、2007 年 1 月と順を追って改正されており、2009 年 2 月現在では、殆どの
規制が廃止されている。319
電気通信
⑨2003 年電気通信に関する連邦法第 126-FZ 号

Federal Law No. 126-FZ of July 7, 2003,

on Communications (as amended up to Federal Law No. 75-FZ of April 17, 2017)
320321322323324

（法律／承認発効 2003 年 7 月 7 日）
、Federal Law No. 75-FZ of April 17, 2017 (the
Amending Law).（2017 年 4 月 17 日公布）
データ伝送および集団的アクセス拠点の利用に伴うインターネット網へのアクセス提
供に関するサービスの総合的通信サービスの分類、及び人口 500 人以上の集落にひとつ以
上のインターネット網への集団的アクセス拠点を作ることに関する規定。第 64 条（1）で
は、通信サービスプロバイダに対し、ロシアの法執行当局の要求に応じてあらゆるデータ
を開示するという一般的な義務を課している。
2017 年 4 月 17 日付けで、通信に関するロシア連邦法律第 60 条及び第 68 条並びに行政
https://www.imolin.org/doc/amlid/Russia/Federal_Law_On_Currency_Regulation_and_Currency_
Control.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
317
北海道ロシアビジネス法律データベース/ i2/14 通貨規制法
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ksk/hc/j2-14.htm （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
318
WTO https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS58_LEG_212.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
319
農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_enkatu/pdf/russia3.pdf
320
WIPO, Federal Law No. 126-FZ of July 7, 2003, on Communications (as amended up to
Federal Law No. 75-FZ of April 17, 2017) http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=17088
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
321
WTO https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS58_LEG_264.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
322
社団法人ロシア東欧貿易会ロシア技術ニュースレター「ロシアにおけるインターネッ
ト普及」2006 年 2 月 28 日 No.5 http://www.rotobo.or.jp/publication/RTNL/2005No.5.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
323
瓜生・糸賀法律事務所アジア経済法令ニュース
http://uryuitoga.com/aenews/%E7%AC%AC3%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82
%A2%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6
%B3%95%E4%BB%A4%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B917-16%EF%B
C%89 （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
324
Jones Day, New Russian Legislation on Massive Telecoms Surveillance, July 2016,
http://www.jonesday.com/new-russian-legislation-on-massive-telecoms-surveillance-07-12-2016/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
140

的違反行為に関するロシア連邦法典への変更の導入に関する法令ロシア連邦法 No.75-FZ
が公布され、公布の日から 30 日の期間経過後に施行された。
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⑩2006 年情報、情報技術およびデータ保護に関するロシア連邦法第 149-FZ 号 Federal
Law No. 149-FZ of July 27, 2006 on Information, Informational Technologies and the
Protection of Information (Data Protection Act).

325326327328

（法律／承認 2006 年 7 月 14 日、発効 2006 年 7 月 27 日。最新修正発効 2014 年 7 月 21
日）
ロシアの通信サービスプロバイダは顧客のコミュニケーションおよびメッセージに関
するすべてのメタデータ情報（音声データ、テキスト、画像、サウンド、ビデオまたはそ
の他のタイプのメッセージの受信、送信、配信および/または処理に関する情報）を 3 年
間保持する必要がある。また、インターネット上の情報普及促進者は、インターネットユ
ーザーとそのコミュニケーションとメッセージに関するアーカイブデータを 1 年間維持す
ることが義務づけられている。インターネット上の情報普及促進者には、メッセージング
サービスプロバイダ、パブリックメールサービスプロバイダ、ソーシャルメディア、ブロ
グ、ニュースおよびその他のプラットフォーム、および IP テレフォニープロバイダが含
まれる。通信サービスプロバイダおよびインターネット上の情報普及促進者に対しては、
顧客およびインターネットユーザーのメールおよびメッセージ（メタデータに加えて）の
内容を最大 6 ヶ月間保持するという追加の義務を課している。 保持された内容の手順、
保持期間、および範囲は特定されておらず、特別規則においてロシア政府によってさらに
決定されるものとする。さらに、電子メッセージングサービスに暗号化を使用するインタ
ーネット上の情報普及促進者については、インターネットユーザーに暗号化機能を提供し
て、関連する解読ツールをロシア連邦セキュリティサービスに開示することも求められて
いる。 これらの要件を遵守しないと、最大 1 百万ルーブル（約 15,500 米ドル）の管理罰
金が課される可能性がある。
さらに、
2014 年 8 月公共の場所における匿名での Wi-Fi 接続を禁止する規則が承認され、
利用者はフルネームを提供して ID を確認され、端末の身分証明をした後でなければ Wi-Fi
サービスを利用できなくなった。

325

WIPO, Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006, on Information, Information Technologies
and Protection of Information (as amended up to Federal Law No. 222-FZ of July 21, 2014)
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=371388（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
326
Jones Day, New Russian Legislation on Massive Telecoms Surveillance, July 2016
http://www.jonesday.com/new-russian-legislation-on-massive-telecoms-surveillance-07-12-2016/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
327
ITI Data localization Snapshot, Jan.19, 2017
https://www.itic.org/public-policy/SnapshotofDataLocalizationMeasures1-19-2017.pdf（最終アク
セス日：2018 年 2 月 16 日）
328
総務省「国別にみる世界情報通信事情：ロシア連邦」
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/russian/pdf/007.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16
日）
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⑪2014 年ブロガー法

ロシア連邦法第 97-FZ 号329330331

Federal Law No. 97-FZ, on

Amending Federal Law “On Information, Information Technologies and Protection of
Information” and Other Legislative Acts of the Russian Federation Concerning Putting in
Order Information Exchange Using Information and Telecommunication Networks, May
5, 2014 (aka "Bloggers Law")
（法律／2014 年 5 月 5 日公布）
本法は、情報通信ネットワークを利用した情報交換に関するロシア連邦の情報、情報技
術および情報の保護およびその他の法律上の連邦法（149-FZ 号）の改正に関するロシア連
邦法である。この法律では、ブロガー（3,000 人以上／日の訪問者を抱えるサイトの所有
者）に対し、違法行為のためにブログを使用することを控え、公表された情報の正確性を
確認し、連絡先の詳細を開示し、選挙、マスメディア、 名誉毀損などのすべての適用法
を鎮守することを義務付けている。違反の罰則に加えて、ロシア連邦通信局（Roskomnadzor）
は、サービスの停止やサイトのブロックを行うこともあるとしている。
⑫情報、情報技術およびデータ保護に関するロシア連邦法改正法 2017 年ロシア連邦法第
276‐FZ 号332333334335

Federal law dated 29 July 2017 No. 276-FZ "On amending

Federal law "On information, information technologies and data protection"
（法律／2017 年 7 月 29 日公布、2017 年 11 月 1 日発効）
本法は、ブロックされたロシアのウェブサイトへのアクセスを可能にする VPN ベース
のリソースを含むアンチブロッキングサービスを禁止している。これらのリソースの所有
者は、関連する要求に応じて必要な情報を提供することを含め、Roskomnadzor への連絡が
義務づけられる。なお、限られた数のユーザーによって実行され、技術的な必要性によっ
329

Stanford Law School, The Center for Internet and Society,
http://cyberlaw.stanford.edu/page/wilmap-russia （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
330
原文
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166124;fld=134;dst=1000000
001,0;rnd=0.7866850562859327#08281577610487731 （ロシア語）（最終アクセス日：2018
年 2 月 19 日）
331
University of Washington School of Law, Law Review Article, Privacy in the Russian
Legislation, https://www.law.uw.edu/media/1394/russia-intermediary-liability-of-isps-privacy.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
332
LP Law Firm
http://www.lp.ru/Latest_initiatives_on_Internet_regulation_in_Russia_2017?lang_id=2 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 22 日）
333
RGRU, https://rg.ru/2017/07/30/fz276-site-dok.html （最終アクセス日：2018 年 2 月 22
日）
334
Library of Congress
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-new-legislation-restricts-anonymity-of-internet
-users/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
335
改正ネット規則法とも呼ばれる。
143

て推進される場合は、VPN の商業的使用の例外を定めている。


情報、情報技術およびデータ保護に関するロシア連邦法第 10.1 条および第 15.4 条改
正法、2017 年ロシア連邦法第 241-FZ 号336337338 Federal law dated 29 July 2017 No.
241- FZ “On amending Articles 10.1 and 15.4 of the Federal law “On information,
information technologies and data protection”

（2017 年 7 月 29 日公布、2018 年 1

月 1 日発効）
インスタントメッセンジャー（IM）ユーザーの必須識別を規定している。IM 事業者は、
IM 事業者と通信事業者との間で締結された特別な契約書に基づいて、加入者番号を適用
して事前に特定された利用者のメッセージを送信しなければならない。また、IM 事業者
は、身分証明書の技術的および法的能力を確保する義務がある。


電 気 通 信 法 の 改 正 に 関 す る 法 案 339

Draft law “On amending Federal law “On

communications”
コミュニケーション省は、ロシアのインターネットセグメントについて、外国からの干
渉からの保護の程度を高めることを目的とした法案を準備している。法案では、特別状態
登録簿に含まれるトラフィック交換ポイントを介してのみ、インターネットアクセスサー
ビス加入者の接続を提供する。ロシア連邦の領土にそのような拠点を持つ企業への外国人
参加の割合は、20％に制限されることが提案されている。

【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書340において次の点を指摘している
データローカライゼーション
336

LP Law Firm
http://www.lp.ru/Latest_initiatives_on_Internet_regulation_in_Russia_2017?lang_id=2 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 22 日）
337
Официальный интернет-портал
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300031?index=0&rangeSize=1 （最
終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
338
Library of Congress
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-new-legislation-restricts-anonymity-of-internet
-users/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
339
LP Law Firm
http://www.lp.ru/Latest_initiatives_on_Internet_regulation_in_Russia_2017?lang_id=2 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 22 日）
340
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp382-383,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 15 日）
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-

2015 年の法律は、国境を越えたサービスの提供に関わるだけでなく、データ保管用の
サーバの設置場所に関する企業の選択肢も制限しているが、ロシアは現在、この法律
に関係するすべてのデータのローカルストレージに対する需要を満たすのに十分な
サーバ容量を持っていないという懸念がある。

-

コストの負担だけでなく、以前に他の場所に保管されていたデータをロシアで複製す
ると、サプライヤのネットワークに別の不要なアクセスポイントを作成してサイバー
セキュリティの脆弱性を引き起こす可能性がある。

暗号
-

Yarovaya Amendments（
「ヤロヴァヤ」法）
（上述①）は、企業がユーザーの通信を解読
する際に政府当局を援助することを要求し、要求に応じて解読キーがロシア当局に提
供されない限り、暗号化対策を禁止すると主張している。

欧州委員会による市場アクセスデータベース341 においてはロシアのデジタル貿易に関連
する障壁として、以下が登録されている。
-

2010 年 3 月、ロシア・デュマ（連邦議会下院）は、規制データ保護（RDP）に関する

条項を含んでいない医薬品法を可決した。このようなデータの開示は、医薬品の革新
的研究と新薬の開発を阻害する可能性があり、規制データの効果的な保護が欠如する
と、外国の競合企業が市場に参入する可能性がさらに低下し、消費者の選択肢が減少
し、人為的な薬価の上昇を招く。

参考資料
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
“Russian Federation Federal Law on Circulation of Medicines N0.61-FZ March 24, 2010”
https://www.unodc.org/res/cld/document/rus/federal-law-on-circulation-of-medicines_html/Russia
n_Federation_Federal_Law_On_Circulation_of_Medicines_61-FZ_EN.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 15 日）

341

EU Market Access Database,
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=11273 （最終アクセス日：2018 年
2 月 15 日）
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３-１０ ブラジル342
ブラジルにおいては、個人情報保護に関する分野横断的な法令は存在しない343。
現在、インターネットに関する国民の権利についての規律の整備が進められており、そ
の成果の一端には、インターネット分野に特化した、2014 年のインターネット法（インタ
ーネットに係るブラジル国民の権利枠組み （Brazilian Civil Rights Framework for the
Internet））の施行も含まれる。同法では、個人データまたは通信データの収集、格納およ
び保存に関し、接続事業者およびインターネット事業者は、国家領域内に少なくとも１か
所は拠点を有しなければならないというデータローカライゼーションの規定を有する。
さらに、以下の法令にも個人情報保護の要素がみられる344。
-

消費者保護法における消費者関連データベースに含まれる個人情報（主にクレジット
情報）の保護

-

負債申立人リスト法における、優良資産状況支払者のクレジットデータベースに登録
される情報の収集、使用、共有

-

税法における税の秘密

-

銀行秘密法における銀行業務の秘密

-

情報公開法における公的データベースに登録される個人情報
なお、より広く個人情報保護全般に関して、法務省は 2011 年にデータ保護法（bill on Data

Protection）の草案作成に着手した345。2015 年 10 月に最終草案が完成して公開され、2016
年 5 月 13 日の国民議会に提出される前には一部改訂がなされ、名を改め 5276/2016 として
2017 年 1 月現在、国会審議中であるが未だ発効していない346347。
342

法令の英訳はブラジル政府以外による仮訳を含む。ブラジルの法規制に係る入手可能
な情報は他国に比して限定的であることから、日本語および英語等の二次情報より特定し
た法令に関しては、法令名の列記ならびに把握可能な場合にはポルトガル語の法令オフィ
シャルサイトへのリンク先の記述に留めることとしている。なお、本表に記載している法
規制情報の件数が少ないことは、情報入手が困難であることが理由であり、デジタル貿易
に関わる法規制による、または実務上の制限が少ないことを意味するわけではない。
343
Data protection in Brazil: overview, by Claudio R Barbosa and Pedro Vilhena, Kasznar
Leonardos Advogados, Law stated as at01-Jan-2017,
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I02064fc61cb611e38578f7ccc38dcbee/View
/FullText.html?transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&navId=98FE64D76
E4EC63DEC6DAAD57D4BEA2C&comp=pluk （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
344
Id., Setoral laws.
345
Id.
346
TMI 総合法律事務所、TMI Associates Newsletter, Vol.30,Winter 2017, P.26,
http://www.tmi.gr.jp/wp-content/uploads/2017/02/TMI_vol30.pdf （最終アクセス日：2018 年 2
月 26 日）
347
Getting The Deal Trough, Data Protecton & Privacy, Sept,2017,
https://gettingthedealthrough.com/area/52/jurisdiction/6/data-protection-privacy-2017-brazil/ （最
終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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（参考）ブラジルの法体系348
ブラジルは連邦制度をとっており、連邦法と州法が存在するものの、米国に比して連邦
の所掌範囲が広いため、制定法の中心となるのは連邦法である。主要な法令は、大法律と
いわれる憲法以下、憲法改正、補足法、通常法、委任法、暫定措置、決議、政令となって
いる。このうち、通常法は単に法律とも称され、日本の法律に相当する。委任法は、内容
と行為形態を明記した決議を通じて国会が委任し、執行府が作成する。暫定措置は、重大
かつ緊急の場合に大統領により発令される、法律の効力を有する規範である。決議は国会
や各議員が定める行政的内容の規範である。政令は執行権により法律の執行のために定め
られる規範である。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（ブラジル）

プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ
公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム
国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①2014 年インターネット法
②1990 年消費者保護法
③コンプライアンス債務者リス
ト法（2011 年）
④情報公開法（2011 年）

ビジネス情報を対象とする措
置・ビジネス情報に関連する措置

⑤銀行秘密法（2001 年）

⑥ 国 税 コ ー ド 法 律 第 5,172 号
（1966 年）

政府・公的機関が保有する情報に関する措置
348

北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会、2004 年）
、pp.530-531。
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④情報公開法（2011 年）

① 2014 年インターネットに係るブラジル国民の権利枠組み（インターネット法。
「イン
ターネット憲法」ともいわれる）
（Brazilian Civil Rights Framework for the Internet, Marco
Civil Law of the Internet in Brazil, Law No. 12.965, April 23 2014(Internet Act)）
（Marco Civil
da Internet）349
（法律／2014 年 4 月署名）
インターネットの中立性や表現の自由、個人情報の保護などを規定している。同法では、
インターネットの中立性に関して、電気通信事業者よるユーザーへの料金に応じた差別化
を禁止するとともに、特定コンテンンツ事業者への有償優遇措置を禁じている350。
同法第 11 条においては、個人データまたは通信データの収集、格納および保存に関し、
接続事業者およびインターネット事業者は、国家領域内に少なくとも１か所は拠点を有し、
以てブラジルの法に準じなければならないと規定している。さらに、ブラジル国民に対し
てサービスを提供する場合には、外国の法人に対してもブラジル法の適用が及ぶと規定し
ている（第 11 条 3）
。
② 1990 年消費者保護法（Law no. 8078 of September 11, 1990 About consumer protection
and other considerations (Consumer Defense Code)）351
（法／1990 年 9 月 11 日発布）
1990 年消費者保護法は、消費者の保護全般に係る法令である。市場条件において消費者
が脆弱な立場にあることを認め、政府が実効的に消費者を保護することを確保しようとす
るものである352。当該法は消費者の基本的権利を列挙しており、このなかには「情報」も
含まれる（第 6 条）
。その他潜在的に問題となる分野についての規定もある。
同法によれば、消費者は自身について報告される登録簿、フォーム、個人消費データ、
及び自身に関連する情報源に存在する情報にアクセスできる（第 43 条）
。消費者登録及び
データは客観的かつ明確で、真実であり、わかりやすい言語でなければいけない。5 年以
349

Marco Civil Law of the Internet in Brazil,
https://www.cgi.br/pagina/marco-civil-law-of-the-internet-in-brazil/180（最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
350
総務省世界情報通信事情「ブラジル」
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
351
Code of Consumer Defense and Protection, Law n 8.078 os September 11, 1990, PRoCONRI,
Autarquia de Prrotecao e Defesa do Consuidor do Estado do Rio de Janeiro,
http://www.procon.rj.gov.br/procon/assets/arquivos/arquivos/CDC_Novembro_2014_Ingles.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
352
Ministry of Justice, Brazilian government, Foreign Consumer Guide,
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/guia-do-consumidor-estrangeiro-ingles
.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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上前の日付に関する否定的情報353を含んではいけない。また、消費者からの要請がない場
合には、ファイル、記録、個人情報、消費データの公開前には書面による消費者の承諾が
求められる。さらに、消費者がファイル、記録に自身に関する不正確な情報を発見した場
合、即座に訂正を求めることができる354。


データ保護に関する法案（Draft Bill of Law on Personal Data Protection）
法務省消費者保護局（National Office of Consumer Protection; SENACON）が 2015 年 10

月に公表した同法案は、政府、個人、企業およびその他の機関による個人情報の取り扱い
を規定する法案である355。同法案の主な目的は、市民の個人情報の保護を強化することで
あり、違反に対する罰則強化も盛り込まれている356357。
草案は国民の意見の聴取の期間を経て、この間の意見等が段階的に組み込まれ、2015
年 10 月に最終草案が完成して公開され、続いて検討のために大統領主席顧問に送付され
た。2016 年 5 月 13 日の国民議会に提出される前には一部改訂がなされている。草案は名
を改め 5276/2016 として 2017 年 1 月現在、国会審議中である358。プロセスとしては、憲法・
司法・市民権委員会、科学技術・コミュニケーション情報科学委員会、労働・行政委員会
の 3 委員会による検討と法案承認に続き、国民の意見の聴取や公開議論が開催される。
③コンプライアンス債務者リスト法 連邦法第 12,414 号359360 （Compliant Debtors List
353

条文上も「否定的情報」の定義はもうけられていない。
複数の報道では、
「米国家安全保障局（NSA）の通信監視が暴露されたことを受け、ブ
ラジル国民のデータは国内データセンターに保管するよう義務付ける条項が追加されて
いたが、これについては反対も多かったため、最終法案からは削除された。代わりに、グ
ーグルやフェイスブック等のインターネット事業者はブラジル国民の情報が関与する事
件においては、それらのデータが国外サーバーに保管されていてもブラジル国内法と裁判
所の権限が及ぶとの条項が盛り込まれた」とされている。南米ニュース「ブラジル議会 イ
ンターネット憲法に可決」2014 年 5 月 22 日、
http://www.south-america-news.com/news_MTVpJKzY.html（最終アクセス日：2018 年 2 月 16
日）
、ITC グローバルトレンド「ブラジル議会がインターネット憲法を可決」
https://www.fmmc.or.jp/ictg/country/brazil.html（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
。
355
Privacy and data protection: recent developments in Brazil, International Bar Association,
https://thanks4friends.wordpress.com/2016/01/06/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%8
3%ab-data-privacy-1/（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
356
Id.
354

357

https://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=5f5aab45-7e98-4ced-a1ec-d1a59c7d6b32
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
358
以降の公開情報は確認できない
359
Thomason Reuters, Practical Law,
https://content.next.westlaw.com/4-520-1732?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&
__lrTS=20170627135257767&firstPage=true&bhcp=1
360
ブラジル政府オフィシャルサイト
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Act） （2011 年 6 月 9 日）
コンプライアンス債務者リスト法は、良好な立場の支払人のクレジットデータベースに
登録されたデータの収集、使用、および共有に関する法令で、信用データベースを運営す
る民間企業に適用される。個人データの収集、保存、保持、処理、伝達を含む個人データ
の処理の規制を含む。
④情報公開法 連邦法第 12,527/2011 号（Information Access Act Law No. 12.527/2011）
361362363364

（2011 年 11 月 18 日）

ブラジル憲法第 5 条 XXXII は、
「誰も、法律で定める時間内に与えられる、公的機関か
らの自己の利益または公益の情報を受ける権利を有する」と定めている。 また、連邦法
第 8.159 / 1991 条の第 22 条は、
「公の書類への完全なアクセス権」を付与している。 2011
年に制定され、2012 年に施行される法律（2011 年 11 月 28 日に公布された連邦法 12.527 /
2011）は、公的データベースに登録された個人情報に関する情報公開法であり、ここでは
国から情報が提供される方法と、そのスケジュールを規定している。
⑤銀行秘密法365366 Bank Secrecy Act, concerning the secrecy of banking operations.
Bank Secrecy Act (Complementary Law 105/01)（2001 年 1 月 10 日）367
銀行による個人情報の取り扱いについての規定を含む法律である。ユーザーの財務運
営および金融サービスの秘密を侵害する金融機関（および類似の団体）に対して、懲役お
よび罰金の罰金を課している。

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm （ポルトガル語）
361
Thomason Reuters, Practical Law,
https://content.next.westlaw.com/4-520-1732?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&
__lrTS=20170627135257767&firstPage=true&bhcp=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
362
Lexology, Data Security & Cybercrime in Brazil,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a1b949b5-5644-4941-858e-96c983ca7e42（最終
アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
363
The Global Network of Freedom of information advocates
http://www.freedominfo.org/2012/05/access-to-public-information-in-brazil-what-will-change-with
-law-no-12-5272011/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
364
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm（ポルトガル語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
365
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp105.htm （ポルトガル語）（最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 22 日）
366
Thomason Reuters, Practical Law,
https://content.next.westlaw.com/4-520-1732?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&
__lrTS=20170627135257767&firstPage=true&bhcp=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
367
Getting The Deal Trough, Data Protecton & Privacy, Sept,2017,
https://gettingthedealthrough.com/area/52/jurisdiction/6/data-protection-privacy-2017-brazil/ （最
終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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⑥国税コード法律第 5,172 号368369

National Tax Code (Código Tributário Nacional)

（1966 年 10 月 25 日）
税における個人情報の取り扱いについての規定を含む法律である。
【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書370において次の点を指摘している。
ローカルコンテント要件

中でも主要な規制となるのは the Certification of National Technology Software and Related
Services (or CERTICs) と the Basic Production Process (8248/1991) である。
-

ブラジルの Bigger IT Industrial Plan(“IT Maior”)は the CERTICs 認証要素を含み、政府
調達手続においてブラジルで開発されたソフトウェアに有利な待遇を与えるもので
ある。利害関係者の中には当該政策は近年では適用されていないという声もあるもの
の、正式に廃止されているわけではない。

-

the Basic Production Process の下では、ブラジルは現地調達情報・ICT 機器に税制上の

優遇措置を与えている。
データローカライゼーション
データローカライゼーションはブラジルの 2014 年 Civil Rights Framework for the
Internet、すなわち Marco Civil（インターネット法）の原文には含まれていない。しかし
ブラジルは現在データの越境移動とデータ保存要件の規制する法案作成を検討中であ
る。
-

これらの法案は 2016 年に委員会での審議を通過したが、2017 年半ばまでに国会投票
に至ることは見込まれていない。

-

ブラジルが包括的データ保護とプライバシー立法により Marco Civil を補完する目的
で、ブラジルは EU の取り組みに倣った提出案を複数検討している。

-

米国は柔軟な規制枠組み、堅固な越境データフロー、自由かつ開放的なインターネッ
トを通じて技術革新、経済成長、社会福祉を促進すべく、立法過程においてブラジル
と強調することを意図している。

368

ブラジル政府オフィシャルサイトにおける法令条文
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm （ポルトガル語）
（最終アクセス日：2018
年 2 月 22 日）
369
Thomason Reuters, Practical Law,
https://content.next.westlaw.com/4-520-1732?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&
__lrTS=20170627135257767&firstPage=true&bhcp=1 （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
370
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp216-217,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 11 日）
152

技術要求
ソースコード

・大統領令 8135/2013371 は、政府機関はブラジルの連邦データ処理機関である SERPRO と
いった連邦ブラジル公的機関から e メール、ファイルフィルタリング、テレビ会議、VoIP
サービスを受けるよう求めている。
・それに続く実施規則（Portarias 141 and 54）は政府契約者のシステム及びそのソースコ
ードへのアクセスの監査を含む付加的要件を課している。
・2016 年、企画省は認可されたハードウェア・ソフトウェアソリューションが政府機関
に有利になるような法令を廃止する意図を表明したが、代替案はまだ出されていない。
インターネットサービス
法的責任/セーフハーバー
・オンライン企業にユーザーの通信および広告全てに責任を負わせる条項を盛り込んだイ
ンターネット法（Marco Civil）の改正案が提出されたものの、これらの提出案は実際に
はブラジルの議会での審議は進んでいない。
・Industry submission はブラジル議会諮問委員会（CPI）サイバー犯罪委員会が提出した 8
つの関連提出案を引用している。
・最も進んだ提出案は PL 5204/2016 で、サイバー犯罪を阻止するために裁判官が公共の利
益、均衡性、範囲、スピードを考慮してインターネットサイト及びアプリケーションを
閉鎖できるようにするよう、インターネット法（Marco Civil）を修正する内容である。
欧州委員会による市場アクセスデータベース372においてはブラジルのデジタル貿易に関
連する障壁は登録されていない373。
参考資料
371

大統領令原文
2013http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8135.htm（ポルトガル語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
Information Technology Industry Council (ITT), October 27, 2016,
http://www.itic.org/public-policy/ITI2017NTEPublicComments.pdf（最終アクセス日：2018 年 2
月 27 日）
372
EU Market Access Database,
http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=BR （最終アクセス日：
2018 年 2 月 16 日）
373
EU Market Access Database,
http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=BR （最終アクセス日：
2018 年 2 月 16 日）
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Data protection in Brazil: overview, by Claudio R Barbosa and Pedro Vilhena, Kasznar Leonardos
Advogados,
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I02064fc61cb611e38578f7ccc38dcbee/View
/FullText.html?transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&navId=98FE64D76
E4EC63DEC6DAAD57D4BEA2C&comp=pluk （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
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３-１１ 中国374
中国は、データに関連する規制として、2017 年 6 月のサイバーセキュリティ法（インタ
ーネット安全法）の施行を含め、データの取り扱いやデジタル経済に関連する複数の法規
制の導入を進めている。
一方、個人情報保護を全面的に扱った包括的な法案はまだ出てきていないが、例えば後
述の征信行管理条例など、個人信用情報を管理する法規はできており、プラットフォーム
が有するビッグデータの収集と利用の仕組みを整備し、国家として管理する体制が整えら
れてきている375。
（参考）中国の法体系376377
中国における法体系では、憲法のもとに法律が作られ、そのもとに行政法規、部門規則
378

が作られ、法的効力を持つ。
法律は、中国の立法機関である全国人民代表大会または全国人民代表大会常務委員会が

制定・改訂し、後述する「サイバーセキュリティ法」のように「法」という名称とされる。
行政法規は、最高の国家行政機関である国務院（中央人民政府）が制定し、憲法及び法律
に基づき、法律の細則や具体的な適用について定めており、
「条例」
「決定」
「規定」
「弁法」
という名称とされる。行政法規は政府（党）の意向が直接反映されるため重要視されると
ともに、比較的簡単に改正できるため、改正のスピードも速い。部門規則は国務院の各部･
委員会（例えば後述の工业和信息化部等）が、その所轄領域について制定する。部門規則
の制定権は憲法上明文で認められており、部門規則の制定に際しては、上位法規による具
体的な立法の委任は不要であると考えられており、名称は「弁法」、
「決定」
、
「規定」、
「命
令」がある。
一般に行政法規や部門規則が法律の実施細則であるが、法律が制定される以前に行政法
規や部門法規が公表される場合もあり、このような場合には、行政法規や部門法規が法的
有効性を持つ。
また、中国では判例には法規範としての効力はなく、判例の蓄積による事実上の判例法
374

法令の訳文は中国政府以外による仮訳を含む。また、中国の法令等は複数の和訳がみ
られる場合が多いが、主要なものが複数ある場合には併記する。
375
渡邉真理子「アリババがつくる巨大プラットフォーム経済‐「情報の非対称性がない」
ビッグデータ社会のゆくえ」外交 Vol.46 Nov./Dec.2017
376
森川信吾「中国の国内法システムと司法制度」
http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v5/wtr/china.html （最終アクセス日：2018 年 2 月 1 日）
377
北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会、2004 年）
、pp.295-302.
378
JETRO 調査レポート「中国におけるインターネット上の知的財産権保護に関する調査」
201 6 年 8 月記載の表記に準じる。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/92c7b7ef98d3afa9/rp_cnInvestigation_IP_in
terne_201608.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
155

の形成という考え方も一般的に認められていない。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（中国）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由

競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①サイバーセキュリティ法
（2016 年）
②公共および商業サービスの情
報システムに関する個人情報保
護のためのガイドライン（2012
年）
③ネットワークにおける情報保
護強化に関する全人大常委会決
定（2012 年）
④電信及びインターネットユー
ザーの個人情報保護規定（MIIT
規定）（2013 年）
⑤テレコミュニケーションやイ
ンターネットユーザーの個人情
報の保護規制（2013 年）
⑥消費者権益保護法（2013 年）
⑦刑法第 9 次改正（2015 年）
⑧国民の健康情報に課する行政
措置（2014 年）
③ネットワークに（おける情報保
護強化に関する全人大常委会決
定（2012 年）
⑭オンライン出版サービス管理
規定（2015 年）
①サイバーセキュリティ法
（2016 年）
⑨反テロリズム法（2016 年）
⑩保守国家秘密法（2010 年）

⑫金融機関が個人の金融情報を
保護するよう促す通知（2011 年）
⑬信用情報収集共有業管理条例
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ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
①サイバーセキュリティ法
（2016 年）
②公共および商業サービスの情
報システムに関する個人情報保
護のためのガイドライン（2012
年）
③ネットワークにおける情報保
護強化に関する全人大常委会決
定（2012 年）
④電信及びインターネットユー
ザーの個人情報保護規定（MIIT
規定）（2013 年）
⑤テレコミュニケーションやイ
ンターネットユーザーの個人情
報の保護規制（2013 年）

①サイバーセキュリティ法
（2016 年）
⑨反テロリズム法（2015 年）
⑩保守国家秘密法（2010 年）
⑪情報セキュリティ等級保護管
理弁法（2007 年）

電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

（2013 年）
⑭オンライン出版サービス管理
規定（2015 年）
⑮オンラインタクシー予約業務
に関する暫定措置（2016 年）

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

⑪情報セキュリティ等級保護管
理弁法（2007 年）

政府・公的機関が保有する情報に関する措置
①サイバーセキュリティ法（2016 年）
②公共および商業サービスの情報システムに関する個人情
報保護のためのガイドライン（2012 年）
③ネットワークにおける情報保護強化に関する全人大常委
会決定（2012 年）
④電信及びインターネットユーザーの個人情報保護規定
（MIIT 規定）（2013 年）
⑤テレコミュニケーションやインターネットユーザーの個
人情報の保護規制（2013 年）
⑥消費者権益保護法（2013 年）
⑦刑法第 9 次改正（2015 年）
⑧国民の健康情報に課する行政措置（2014 年）
⑨反テロリズム法（2015 年）
⑩保守国家秘密法（2010 年）

⑯中華人民共和国政府情報公開条例
①サイバーセキュリティ法（インターネット安全法）379380381382383 Cybersecurity Law of
the People's Republic of China
379

Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「中华人民共和国网络安全法」2016 年 11 月 7 日
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146614/c5345009/content.html （中国語）
（最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
380
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=22826&lib=law （中国語、英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
381
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf（最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
382
ジェトロ中国北アジア課「インターネット安全法が施行、外国企業にも中国基準を適
用」
、2017 年 06 月 19 日
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/2ab3a0189ac86a3d.html（最終アクセス日：2018 年 1
月 24 日）
383
ジェトロ仮訳「インターネット安全法（日本語訳）
」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/others_005.pdf 最終アクセス日：
2018 年 1 月 24 日）
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（法律／2016 年 11 月 7 日制定、2017 年 6 月 1 日施行）
サイバー空間の主権及び国家の安全の維持を目的としており、データの取り扱いやデジ
タル経済に関連する複数の法規制の基本となる法律である。重要情報事業者規制、ネット
ワーク運営者規制、基幹ネットワーク製品サービス規制、データローカライゼーション要
求、越境フロー制限、独自セキュリティ評価、国家基準準拠など、幅広く触れており、実
際の運用は後述する規制やガイドラインにより具体化される。規制の対象としては、イン
ターネット運営者、重要情報インフラ運営者、インターネット製品およびサービス提供者
等の組織および個人がいずれも該当するが、具体的な定義についてはあいまいである。後
述の行政法規、部門規則において具体的に定義されている。
インターネットの安全の保障、インターネット空間における国家の安全と社会の公益の
維持、公民、法人、その他の組織の合法的な権益の保護などを目的に制定されており（第
1 条）
、
「中国国内でネットワークを構築、運営、維持、使用する場合、およびインターネ
ットの安全を管理監督する場合」に適用される（第 2 条）。
ネットワークの安全管理および安全基準は国務院が規定し（第 15 条）
、ネットワーク安
全のランク保護制度を実施、ネットワークプロバイダは等級に応じた安全保護義務を履行
しなければならない（第 21 条）
。また、ネットワーク管理者は関連ログの最低 6 ヶ月間の
保存義務がある（第 21 条（3）
）
。
インターネット関連商品に中国基準への適合を義務付けており（第 22 条）
、インターネ
ットの重要設備とインターネットセキュリティ商品は、それらに関する国家基準に合致さ
せなくてはならず、審査資格を持つ機構による安全認証の合格もしくは安全検査要件に適
合した後に、販売もしくは提供できる（第 23 条）と規定している。
また、公共通信、情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子
政府等の重要な産業及び分野、並びにひとたび機能の破壊、喪失またはデータの漏えいに
遭遇した場合、国家の安全、国民経済と民生、公共の利益に重大な危害を与ええるその他
の重要情報インフラについて、ネットワークの安全ランク保護制度に基づき重点的に保護
する（第 31 条）
。
データローカライゼーションに関して、重要情報インフラの運営者は中国内で情報イン
フラを運営する際に収集、作成した個人情報と重要なデータを国内で保存しなくてはなら
ない。業務上の必要があり、これらの情報を国外に提供する際は、国家インターネット情
報部門会と国務院の関連部門が制定した法律に従って審査を受けなくてはならない（第 37
条）
。さらに、重要情報インフラの運営者はインターネット関連商品およびインターネッ
トサービスを購入する場合、それらが国家の安全に影響を及ぼす可能性がある時は、国家
インターネット情報部門会と国務院の関連部門の安全検査を受けなくてはならない（第 35
条）
。重要情報インフラの運営者は自らもしくはインターネット安全サービス機構に委託
し、そのインターネットの安全性やリスクの存在の可能性について最低年 1 回の検査を受
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け、検査結果と改善措置を関係する重要情報インフラの安全保護を行う部門に送らなくて
はならない（第 38 条）と規定している。
また、同法では、インターネットの安全な運営やインターネット上の情報の安全確保（第
4 章）
、情報漏えいなどが発生した際の対策（第 5 章）、さらに、同法に違反した場合の罰
則などについても定めている（第 6 章）
。


個人情報及び重要データ国外持ち出しセキュリティ評価規則（個人情報および重要デ
ータ越境セキュリティ評価規則）（意見募集稿）

384385

(2017 年 04 月 11 日 意見公募に関する国家インターネット情報事務局の通知)
本規制は、2017 年 8 月 10 日国家インターネット情報弁公室（CAC）説明会、試行（意
見募集稿席上配布、会合終了後回収）、規制公表日より施行（未定）
、2019 年 1 月 1 日より
本規制に適合義務がある。
本規制はサイバーセキュリティ法（インターネット安全法）の実施細則であり、本規制
は国家安全法、サイバーセキュリティ法（インターネット安全法）に基づき、個人情報お
よび重要データの安全を保障、サイバー空間の主権と国家の安全、公共の利益を保護、公
民の合法的利益を保護することを目的としている（第１条）。ネットワーク運営者の個人
情報と重要データの国内保存義務（第 2 条）
、および国外データ持ち出しのセキュリティ
評価を義務付けている（第 2 条～第 4 条、第 7 条～第 9 条）
。また持ち出しの禁止されて
いるデータについて（第 11 条）
、報告義務（第 12 条）、違反に関する規定（第 13 条、第
14 条）も記載している。
また、「ネットワーク運営者」「データ国外持ち出し」「個人情報」「重要データ」につ
いて定義している（第 17 条）
。さらに、サイバーセキュリティ法の対象範囲となる重要情
報インフラ定義を次のとおり規定：政府機関／エネルギー／財政／輸送／水利管理／保健
医療／教育／社会保障／環境保護／公益事業／電気通信ネットワーク、ラジオ・テレビ、
インターネット／国防科学技術／大規模機器／化学薬品／食品および製薬産業／科学研
究／報道機関（第 18 条）
。加えて、収集した個人情報、重要情報の国内保管（データロー
カライゼーション）を義務付けている（第 29 条）
。


384

情報技術データ国外持ち出しに関するセキュリティ評価ガイドライン

386 387

Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「个人信息
和重要数据出境安全评估办法（征求意见稿）
」2017 年 4 月 11 日
http://www.cac.gov.cn/2017-04/11/c_1120785691.htm（中国語）（最終アクセス日：2018 年 1
月 24 日）
385
JEITA 和訳に準ずる
386
National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 数据出境安全评估指南（草案）
」
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（ Information Security Technology- Guidelines for Data Cross-Border Transfer
Security Assessment）
（草案／2017 年 5 月 27 日公布）
本規格は 2017 年 5 月 27 日に国家インターネット情報弁公室（CAC）が国家情報セキュ
リティ標準化技術委員会（TC260）サイトから公表、意見募集し、2017 年 8 月 30 日に再
度公表、意見募集したもの。
本規制はインターネット安全法（サイバーセキュリティ法）の実施細則であり、この規
格では、個人情報と重要データの合法的な流通を可能にするとともに、それが国の安全、
経済成長、公共の利益、個人情報提供者（情報主体）の権益に不利な影響を及ぼすことを
防止することを目的としている（序文）。ネットワーク運営者が実施する個人情報と重要
データの国外持ち出しのセキュリティ自己評価に適用され、国家インターネット情報部門、
産業主管部門が手配、実施する個人情報と重要データの国外持ち出しのセキュリティ評価
にも適用される（第 1 条）
。
本ガイドラインはまた、用語について詳しく定義している（第 2 条）
。なかでも「デー
タの国外持ち出し」
（ 第 3 条 7 項）では、
（a）中国国内で、本国の司法管轄に属さず、又
は国内で登録されていない主体向けに個人情報と重要データを提供する場合、
（b）データ
は本国以外の場所に移転、保存されていないが、国外の機構、組織、個人によってアクセ
ス、確認された場合（公開情報、ウェブページへのアクセスを除く）、
（c）ネットワーク
運営者のグループ内部データが国内から国外に移転し、それが国内での運営において収集、
生成された個人情報と重要データにかかわる場合は該当するとし、国内での運営において
収集、生成されていない個人情報と重要データが中国を経て国外に持ち出され、いかなる
変動又は加工処理も経ていない場合と、国内での運営において収集、生成されていない個
人情報と重要データが国内で保存、加工処理された後に国外に持ち出され、国内での運営
において収集、生成された個人情報と重要データにかかわらない場合は、データの国外持
ち出しに属さない、としている。
また、本ガイドラインは、セキュリティ評価の流れについて、詳細な手順を示しており
（第 4 条）
、その中でクラウドサービス事業者と顧客の責任分担についても規定している
（第４条 2 項 2、注 3）
。ネットワーク管理者は自己評価レポートの作成、報告義務、およ
び最低 2 年間の保管義務がある（第 4 条 2 項 6）
。また評価の要点（第 5 条）では、データ
持ち出しの目的（第 5 条 1 項）
、セキュリティリスク（第 5 条 2 項）について詳細を示し
ている。
さらに付属文書 A では重要データ識別ガイドラインの詳細を規定。地理情報、気候環境、
衛星軌道、軍事計画等に関連する情報並びに企業、機関により公開することが望ましくな
https://www.tc260.org.cn/ueditor/jsp/upload/20170527/87491495878030102.pdf（中国語）
（最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
387
JEITA 和訳に準ずる
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いと決定したビジネスに関する資料及び個人の身分情報、財産情報、健康情報等のプライ
バシーの情報も重要データに含むとしている（付属文書 A.6(g)）。また、電子商取引にか
かるプラットフォーム上の情報についても明記している（付属文書 A.26）
。
付属文書 B では個人情報と重要データの国外持ち出しセキュリティリスク評価方法の
詳細を規定している。


重要情報インフラ安全保護条例（重要情報インフラセキュリティ保護条例）（意見募
集稿）388389
（2017 年 7 月 10 日公表）
本規制もインターネット安全法（サイバーセキュリティ法）の実施細則であり、重要情

報インフラのセキュリティの保証を目的としている（第 8 条）。
安全に係る判定基準としては、運営されているネットワーク設備および情報システムの
機能が破壊、消失、またはデータが漏洩し、国家安全保障、国家経済、人々の生活および
公益を重大に危険にさらす可能性がある場合とし、該当する重要情報インフラの範囲につ
いて細かく規定している（第 18 条）
。


インターネット製品およびサービス安全審査弁法（ネットワーク製品およびサービス
セキュリティ審査規制）（試行） 390391392

Measures for the Security Review of

Network Products and Services (for Trial Implementation)
（部門規範性書類／2017 年 6 月 1 日施行）
本規制もインターネット安全法（サイバーセキュリティ法）の実施細則であり、ネット
ワーク製品およびサービスの安全性、可制御性の水準を向上し、サイバーセキュリティリ
388

Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「关键信息
基础设施安全保护条例 (征求意见稿)」2017 年 7 月 10 日
http://www.cac.gov.cn/2017-07/11/c_1121294220.htm（中国語）（最終アクセス日：2017 年 1
月 24 日）
389
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
390
Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「网络产品
和服务安全审查办法（试行）
」http://www.cac.gov.cn/2017-05/02/c_1120904567.htm（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
391
北大法宝 http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=293918&lib=law （中国語、英語）
（最
終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
392
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
161

スクを防止し、国の安全を維持することを目的としている（第 1 条）
。また、国の安全に
係るネットワークおよび情報システムが調達する重要なネットワーク製品およびサービ
スに対してセキュリティ審査を実施することを規定している（第 2 条）。


インターネット重要設備およびインターネット安全専用製品目録（インターネット基
幹装置およびインターネットセキュリティ専用製品目録）（第 1 回）393394
（2017 年 6 月 1 日公告公布）
「主要機器およびネットワークセキュリティ製品の特別ネットワーク」に含まれる機器

および製品は、認定機関の安全認証または安全性試験に合格した後、関連する各国規格の
義務要件に従って販売または提供されるもの（一）とし、目録で主要機器 4 品目（ルータ、
サーバー、スイッチングハブ、シークエンサー（PLC 装置）とファイアウォール等の専用
製品 11 品目を挙げている。


インターネット製品およびサービス安全通用要求（ネットワーク製品およびサービス
セ キ ュ リ テ ィ 一 般 要 求 事 項 ）（ 意 見 募 集 稿 ） 395 396

Information security

technology—general security requirements of network products and services
国内で販売または提供されているネットワーク製品およびサービスが満たす必要のあ
る一般的なセキュリティ要件およびセキュリティ強化要件を規定している（第 1 条）
。


393

重要情報インフラ安全検査評価ガイドライン（重要情報インフラセキュリティ検査評

Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）
」
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c5679459/content.html （中国語）（最終アクセス
日：2018 年 1 月 26 日）
394
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
395
National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 网络产品和服务安全通用要求(征求意见稿)」
https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20170830211538&norm_id=2017022022084
1&recode_id=23879（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
https://www.tc260.org.cn/file/20170830203000000002.doc（中国語）
（最終アクセス日：2018
年 1 月 26 日）
396
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
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価ガイドライン）意見募集稿397 Information security technology –Guide to Security
Inspection and Evaluation of Critical Information Infrastructure
（2017 年 8 月 30 日 2 次案公表、意見募集）
本ガイドラインは主要情報インフラの検査と評価の方法、プロセス、内容を提供し、重
要情報インフラの運営組織、ネットワークセキュリティサービス機関がセキュリティ検査
評価作業を実施するうえでの指針に適用される。また、サイバーセキュリティ検査に用い
る製品の研究開発機構が検査ツールを研究開発し、セキュリティアプリケーションを刷新
するうえでも参照とするとしている（第 1 条）。
さらにコンプライアンス検査においては、国の関連法令、政策標準、業界標準で規定さ
れる強制要件の順守を検証するとしている（第 5 条 1 項）。
加えて、暗号法に照らし、重要情報インフラの暗号使用の強制要件実行の検査義務があ
るとしている（第 7 条 2 項 3）
。


国家サイバーセキュリティインシデント緊急対策案398 （2017 年 1 月 10 日公表）



重要情報インフラセキュリティ保障の評価指標システム399
（2017 年 8 月 30 日公表、意見募集）
重要情報インフラセキュリティ保障に対する国の関連要求に基づき、指標体系および測

定方法を提起している。
個人情報保護
冒頭でも述べたとおり、中国にはまだ包括的な個人情報保護に関する法律がなく、個人
情報保護に関する規制は、数 100 部にも及ぶ法令、規則、省令及び地方ルールに散在して
いる。その中でも主な個人情報保護に関する法規制は以下のとおりである。
② 情報セキュリティ技術－公共および商業サービスの情報システムに関する個人情報保

397

National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 关键信息基础设施安全检查评估指南(征求意见稿)」
https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20170830214650&norm_id=2017032115551
6&recode_id=23885（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
398
Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「国家网络
安全事件应急预案」http://www.cac.gov.cn/2017-06/27/c_1121220113.htm（中国語）
（最終アク
セス日：2018 年 1 月 26 日）
399
National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 关键信息基础设施安全保障评价指标体系（征求意见稿）
」
https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20170830211650&norm_id=2017032016004
6&recode_id=23881（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
163

護のためのガイドライン400401402403404

Information Security Technology－Guidelines

for Personal Information Protection Within Public and Commercial Services Information
Systems
（2012 年 11 月公布、2013 年 2 月施行）
国家品質監督検査検疫総局と国家標準化管理委員会が公布したガイドラインで、法的強
制力がないものの、個人情報保護に関して洗練された詳細な規定が含まれ、EU のデータ
保護法と同じレベルの保護が意図されている。
第 4 条 2 項では、個人情報の収集、加工、移転、削除等の処理について、以下の 8 つの
基本原則を定めている。
（a）利用の明確性の原則、
（b）必要最小限の原則、
（c）公表の原
則、
（d）本人同意の原則、
（e）情報品質確保の原則、（f）安全性保証の原則、
（g）誠実実
行の原則、
（h）明確責任の原則。
また、個人情報の収集、加工、移転、削除のそれぞれの段階について、詳細な規定を明
記している（第 5 条）
。中でも、データの対象主体の明示的な同意、政府の許可あるいは
規制上の承認を得ずに、個人情報を海外に移転することを禁止している。これらの条件を
満たさない場合、個人情報の管理主体は個人情報を海外の受信主体（海外に居住する個人
又は海外に登録する組織及び機関をも含む）に移転してはならないとしている（第 5 条 4
項 5）
。
③ ネットワークにおける情報保護強化に関する全国人民代表大会常務委員会決定 405
400

Personal Information Protection Assessment(PIPA)(个人信息保护评价)「华人民共和国国家标
准化指导性技术文件 GB/Z 28828-2012 信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保
护指南」http://www.pipa.gov.cn/manage/UploadFile/2015518133720563.pdf （中国語）
（最終
アクセス日：2018 年 2 月 9 日）
401
Personal Information Protection Assessment(PIPA)（個人情報保護評価）
http://www.pipa.gov.cn/japan/NewsDetail.asp?ID=757（日本語）（最終アクセス日：2018 年 2
月 14 日）
402
https://www.insideprivacy.com/international/china/china-releases-national-standard-for-personal
-information-collected-over-information-systems-industr/（最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
403
China Copyright and Media
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/01/21/information-security-technology-guide
lines-for-personal-information-protection-on-public-and-commercial-service-information-systems/
（英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
404
ポールヘイスティングス法律事務所「中国におけるデータプライバシー・個人情報保
護に関する法規制動向と多国籍企業の対応」
https://www.paulhastings.com/ja/publications-items/details/?id=0029ea69-2334-6428-811c-ff0000
4cbded（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
405
The Central People’s Government of the People’s Republic of China（中华人民共和国中央人
民政府）
「全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定」2012 年 12 月 28 日
http://www.gov.cn/jrzg/2012-12/28/content_2301231.htm（中国語）
（最終アクセス日：2018 年
2 月 14 日）
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Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on
Strengthening Information Protection on Networks
（決定／2012 年 12 月 28 日公布・施行）
ネットワークサービス事業者及びその他の事業者は事業活動において電子的個人情報を
収集・利用する場合、適法性、正当性及び必要性という原則を遵守すること、情報の収集
と利用の目的、方式及び範囲について明確に示し、それら事項についての利用者の同意を
得なければならないこと、法令並びに両当事者の合意に違反して情報を収集及び利用して
はならないことなどを定めている。
④ 電信及びインターネットユーザーの個人情報保護規定（MIIT 規定）406407 Provisions on
Protecting the Personal Information of Telecommunications and Internet Users
（部門規則／2013 年 7 月 16 日公布、2013 年 9 月 1 日施行）
国内における電信サービスとネットワーク情報サービス提供においてユーザの個人情
報を取得・使用する際には当規定が適用される（第 2 条）
。本規定でのユーザ個人情報と
は電信業務経営者とネットワーク情報サービス提供者がサービス提供にあたり取得した
ユーザの氏名・生年月日・身分証明書番号・住所・電話番号・口座番号・パスワードなど
単独或いはその他の情報と照合することによってユーザを識別できる情報及びユーザの
サービス使用時間・場所などの情報を指す（第 4 条）
。情報サービス提供者はサービスを
提供するにあたり合法・正当・必要の原則に従いユーザ個人情報を取得・使用する（第 5
条）とし、第 2 章以下で情報サービス提供者の義務を課している。
⑤テレコミュニケーションやインターネットユーザーの個人情報の保護規制 408409 410
Provisions on Protecting the Personal Information of Telecom and Internet Users
406

Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国工
业和信息化部）
「电信和互联网用户个人信息保护规定」2013 年 7 月 16 日
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146624/c3554785/content.html（中国語）
（最終ア
クセス日：2018 年 2 月 13 日）
407
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=14971&CGid= （中国語、
英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
408
Ministry of Industry & Information Technology（中华人民共和国工业和信息化部）
「电信和
互联网用户个人信息保护规定」2013 年 7 月 16 日
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146619/c4700556/content.html（中国語）
（最終ア
クセス日：2018 年 2 月 13 日）
409
北大法宝 http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=207021&lib=law （英語、中国語）（最終
アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
410
Lexology, Provisions on protecting the personal information of telecommunications and
internet users ,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7174e101-e09f-46b6-9cb6-13d82c562b0c （最
終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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（部門規則／2013 年 7 月 16 日公布、2013 年 9 月 1 日施行）
本規定は、電気通信事業者およびインターネットサービスプロバイダが、本規定が定め
る要件の対象であることを明確にしている（第 2 条）。電気通信事業者及びインターネッ
トサービスプロバイダは、サービスの提供過程において利用者の個人情報を収集し使用す
る場合、合法性、妥当性及び必要性の原則を遵守しなければならず（第 5 条）、サービス
の提供過程で収集及び使用される利用者の個人情報の安全性について責任を負う
（第 6 条）
。
電気通信事業者およびインターネットサービスプロバイダは、個人情報の収集および使用
に関するルールを策定し、事業所またはウェブサイトで公開する必要があり（第 8 条）
、
ユーザーの個人情報を同意なしに、または情報の目的と範囲、収集方法、保管期間、ユー
ザーのアクセス方法または訂正方法を明確に知らせることなく収集または使用してはな
らない。また、ユーザー個人情報を収集し使用する情報事業者およびインターネット情報
サービス提供者は、収集された情報の目的、種類および範囲、情報の使用、情報の照会お
よび修正のためのチャネル、および情報の提供拒否の結果をユーザーに明確に伝えなけれ
ばならない。さらに電気通信事業者およびインターネットサービスプロバイダは、提供さ
れたサービスに必要でないユーザーの個人情報を収集することはできない。加えて、電気
通信またはインターネットサービスが終了した後、ユーザーの個人情報を収集または使用
してはなならい（以上、第 9 条）
。これらに加え、電気通信事業者およびインターネット
サービスプロバイダは、サービスを提供する際にユーザーの個人情報を機密に保つ必要が
あり、この情報を歪ませたり、損害を与えたり、売却したり、違法に開示したりしてはな
らない（第 10 条）としている。第 3 章で安全保障措置、第 4 章で監督検査、第 5 章で法
的責任についても規定している。
⑥ 中華人民共和国消費者権益保護法（2013 年改正）411412413 Law of the People's Republic
of China on the Protection of Consumer Rights and Interests (2013 Amendment)

（法律

／2013 年 10 月 25 日公布、2014 年 3 月 15 日施行）
消費者の個人情報は法律の保護を受ける旨を明確にし（第 14 条）
、消費者保護という視
点から、事業者に対し、消費者の個人情報を収集・使用する場合の義務、および禁止条項
を定めた（第 29 条）
。同法によると、事業者は消費者の個人情報を収集・使用する場合は、
適法性、正当性、必要性の原則に基づき、情報を収集し、使用する目的、方式及び範囲を
411

The National People’s Congress of the People’s Republic of China （全国人民代表大会）
「中华人民共和国消费者权益保护法」2013 年 10 月 25 日
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-10/26/content_1811773.htm （中国語）
（最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 14 日）
412
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=15518&CGid=（中国語、
英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
413
JETRO ニュースレター「中倫弁護士事務所・新「消費者権益保護法について」
」
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/beijing/2014/Newxiaoquanbaohufa.pdf
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明示し、かつ消費者のそれら事項についての同意を得なければならない。また、事業者は
消費者の個人情報を収集・使用する場合は、その収集・使用規定を公開しなければならず、
法令の規定及び双方の約定に違反して情報を収集・使用してはならない。さらに、事業者
は技術的措置及びその他の必要な措置を講じて、情報の安全を確保し、消費者の個人情報
の漏洩、紛失を防止しなければならない。加えて、事業者は消費者の同意もしくは要請が
なく、または消費者が明確に拒絶を表明した場合は、当該人物に商業情報を発信してはな
らない。414
⑦ 刑法・第 9 次改正415416 Amendment (IX) to the Criminal Law of the People's Republic
of China
（法律／2015 年 8 月 29 日公布、2015 年 11 月 1 日施行）
2009 年の第 7 次改正で個人情報保護に関する規定が追加されたことに加え、2015 年の
第 9 次改正では、処罰の対象が「規定を違反して、公民の個人情報を他人に販売し、もし
くは不法に提供する者」
（非身分犯）に拡大され、罰則も一層厳しくなった（第 17 条）。
また、インターネットサービス提供者による安全管理義務履行拒否罪が新設された（第 28
条）
。417


インターネット知的財産権案件に関する審理指南
（2016 年 4 月 13 日北京市高級人民法院公布）418419420

414

ポールヘイスティングス法律事務所「中国におけるデータプライバシー・個人情報保
護に関する法規制動向と多国籍企業の対応」
https://www.paulhastings.com/ja/publications-items/details/?id=0029ea69-2334-6428-811c-ff0000
4cbded
415
The National People’s Congress of the People’s Republic of China （全国人民代表大会）
「中
华人民共和国刑法修正案（九）
」2015 年 8 月 29 日
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-08/31/content_1945587.htm （中国語）
（最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 14 日）
416
北大法宝 http://www1.lawinfochina.com/display.aspx?id=19864&lib=law（中国語、英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
417
ポールヘイスティングス法律事務所「中国におけるデータプライバシー・個人情報保
護に関する法規制動向と多国籍企業の対応」
https://www.paulhastings.com/ja/publications-items/details/?id=0029ea69-2334-6428-811c-ff0000
4cbded
418
BJGY.CHINACOURT.ORG（北京法院网）北京高院发布「涉及网络知识产权案件审理指
南」http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2016/04/id/1839981.shtml（中国語）
419
2017 年 4 月 26 日付中華人民共和国国家版権局ウェブサイトを基に JETRO 北京事務
所で日本語仮訳を作成したレポートを参照
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/gov/20170426000_1.pdf
420
中国国際貿易促進委員会特許商標事務所 HP 参照
http://www.ccpit-patent.com.cn/ja/node/3208 （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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インターネットに関する新しい技術、形態、要素の出現に伴う、従来の分野と異なる「新
しい現象」に対応すべく、北京市高等裁判所は 2014 年に研究グループを設置し、ネット
知財権紛争における多発的問題を全面的に整理し、系統的に調査･研究し、専門学者、弁
護士、企業および業界の意見を広く聴取すると共に、複数のルートで意見公募を行い、10
回に及ぶ調整の結果、この『審理指南』を制定した。
2016 年は全国人民代表大会 12 期四次会議での「中華人民共和国国民経済と社会発展十
三次五カ年計画網要」が可決され、「厳格な知的財産権保護制度を実施し、革新激励に有
益な知的財産権所属制度を整備し、知的財産権の運営・取引とサービスプラットフォーム
を構築し、知的財産権強国を建設する」ことが打ち出された。これを受け、知的財産権に
保護政策が強化されてきている。
健康・医療情報
⑧国民の健康情報に関する行政措置（試行）Measures for the Administration of Population
Health Information (for Trial Implementation)

421422

（部門規範性書類／2014 年 5 月 5 日公布、施行）
国民の健康情報は中国国内で保存・処理する必要があり、海外でのデータ保管は認めら
れていない（第 10 条）
。
安全保障
⑨中華人民共和国反テロリズム法 Counterterrorism Law of the People's Republic of China
423424425

（法律／2015 年 12 月 27 日公布，2016 年 1 月 1 日施行）

電気通信事業者およびインターネットサービスプロバイダは、法律に従って公的機関お
よび国家安全保障機関が実施するテロ活動の防止および調査のための技術的なインター

421

National Health and Family Planning Commission（国家卫生和计划生育委员会）
「人口健
康信息管理办法（试行）
」
http://www.nhfpc.gov.cn/guihuaxxs/s10741/201405/783ec8adebc6422bbebdf79db3868d0b.shtml
（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
422
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=17535&lib=law（英語、中国語）
（最
終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
423
The National People’s Congress of the People’s Republic of China（全国人民代表大会）
「中
华人民共和国反恐怖主义法」2015 年 12 月 27 日中华人民共和国主席令
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-12/28/content_1957401.htm（中国語）（最終アクセス
日：2018 年 2 月 13 日）
424
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/Display.aspx?lib=law&Cgid=261788（中国語、英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
425
国立国会図書館 調査及び立法考査局「中国の反テロリズム法」
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10016375_po_02680005.pdf?contentNo=1（最終アク
セス日：2018 年 2 月 13 日）
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フェース、解読およびその他の技術的支援および援助を提供しなければならない（第 18
条）
。
⑩中華人民共和国保守国家秘密法 426427

Law of the People's Republic of China on

Guarding State Secrets
（法律・改正／2010 年 4 月 29 日公布、2010 年 10 月 1 日施行）
国家機密を含むデータの海外移転は禁止されている（第 25 条）
。
⑪情報セキュリティ等級保護管理弁法（マルチレベル保護スキーム（MLPS）） 428429430
Notice of the Ministry of Public Security, the State Secrecy Bureau, the State Cipher Code
Administration and the Information Office of the State Council on Issuing the Administrative
Measures for the Graded Protection of Information Security（部門規範性書類／2007 年 6
月 22 日公布、施行）
公安部、国家秘密局、国家暗号管理局、国務院情報局によって公布された規制。情報セ
キュリティの段階的保護のため、情報システムを 5 段階に等級付けし、段階的保護活動を
監督し管理する（第 2 条）としている。また、情報インフラに分類される IT システムを
通じて、海外の IT 製品を購入することを禁止している。
等級については次のとおり。
１級：情報システムが破壊された場合、公民、法人、その他組織の合法的な利益を損な
うが、国家の安全、社会秩序、公共の利益に影響しない。
2 級：情報システムが破壊された場合、公民、法人、その他組織の合法的な利益を著し
く損なう、あるいは社会秩序と公共の利益を損なうが、国家の安全、社会秩序、公共の利
益に影響しない。

426

The Central People’s Government of the People’s Republic of China（中华人民共和国中央時
人民政府）
「中华人民共和国保守国家秘密法」2010 年 4 月 29 日中华人民共和国主席令
http://www.gov.cn/flfg/2010-04/30/content_1596420.htm （中国語）（最終アクセス日：2018
年 2 月 13 日）
427
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=1191（中国語、英語）
（最
終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
428
The Central People’s Government of the People’s Republic of China（中华人民共和国中央人
民政府）
「信息安全等级保护管理办法」2007 年 6 月 22 日
http://www.gov.cn/gzdt/2007-07/24/content_694380.htm （中国語）（最終アクセス日：2018
年 2 月 14 日）
429
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=6401&CGid= （中国語、
英語）
430
Clara Online, China Internet Report, 2017.7.10,
http://www.clara.net.cn/wp-content/uploads/2017/07/20170710_cnSystemSecurityGrade_Claraonli
ne.pdf （日本語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 26 日）
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3 級：情報システムが破壊された場合、社会秩序と公共の利益を大きく損なう、あるい
は国家の安全に損害をもたらす。
4 級：情報システムが破壊された場合、社会秩序と公共の利益を著しく損なう、あるい
は国家の安全に大きな損害をもたらす。
5 級：情報システムが破壊された場合、国家の安全に著しい損害をもたらす。
第 8 条では情報システムの運営者や使用者に対し、当該システムの等級に応じたセキュリ
ティ保護を行うよう求めている。具体的には、1 級に該当する情報システムの場合、運営
者あるいは利用者自身で管理規範や技術標準を元にセキュリティ対策を行えばよいが(自
主保護レベル)、2 級の場合は自身でセキュリティ対策を行ったうえで当局が指導するこ
と(指導保護レベル)、3 級はさらに当局が監督、検査を行うこと(監督保護レベル)、4 級
は業務に応じたセキュリティ対策を行い、当局が強制的な監督および検査を行うこと(強
制保護レベル)、5 級ではさらに強固なセキュリティ対策を行い、国家が指定した専門部
門が監督および検査を行うこと(専門制御保護レベル)、としている。また、情報システム
の稼働中も定期的にセキュリティ等級の見直しと保護対策の実施状況について検査を行
う必要があり、3 級に該当するシステムは少なくとも年に 1 回、4 級は少なくとも半年に
1 回、5 級ならば別途定められる基準に沿ったタイミングでの実施が必要となる(14 条)。
金融
⑫金融機関が個人の金融情報を保護するよう促す通知（国外への個人情報の移転の禁止）
Notice of the People's Bank of China on Urging Banking Financial Institutions to Do a
Good Job in Protecting Personal Financial Information

431432

（

部門規範性書類／2011 年 1 月 21 日公布、2011 年 5 月 1 日施行）
商業銀行が収集した個人情報の保存、処理および分析は中国国内で行わなければならな
い（第 6 条）
。
⑬信用情報収集共有業管理条例 433434435436

431

Regulation on the Administration of Credit

The State Council The People’s Republic of China（中華人民共和国中央人民政府）
「中国人
民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知」2011 年 1 月 21 日
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1918924.htm（中国語）
（最終アクセス日：2018
年 2 月 13 日）
432
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=8837&CGid= （中国語、
英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
433
The Central People’s Government of the People’s Republic of China（中华人民共和国中央人
民政府）
「征信业管理条例」2013 年 1 月 21 日
http://www.gov.cn/zwgk/2013-01/29/content_2322231.htm （中国語）
（最終アクセス日：2018
年 2 月 21 日）
434
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=12585&CGid= （中国語、
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Investigation Industry
（行政法規／2013 年 1 月 21 日公布、2013 年 3 月 15 日施行）
国家金融データベースのルールとして制定された。この条例では、法律によって公開さ
れている情報以外は、情報主体の同意がなければ収集してはならず（第 13 条）、政府の情
報を収集業者が集める場合には、本人に告知しなければならない（第 15 条）とした。不
良情報の保有期間は 5 年とし、
それを超えた場合には破棄しなければならない（第 16 条）
。
また、第三者に情報を提供する場合は、情報主体の書面での同意がなければならない（第
18 条）
。さらに、宗教、DNA 情報、諮問、血液型、疾病履歴の情報収集の禁止（第 14 条）
や、情報主体は 1 年に 2 回まで無料で自分の信用レポートの開示を求めることができ（第
17 条）
、権利侵害があった場合には異議申し立てや提訴ができるなど、個人情報保護規定
を定めている。


437438439
社会信用システム構築計画要綱
（2014‐2020 年）
（国発（2014）
21 号）

Notice

of the State Council on Issuing the Outline of Plan for Building the Social Credit
System (2014–2020) (Announcement No. 21 [2014])
（国務院／2014 年 6 月 27 日発表）
中国は、継続的な経済発展や社会の安定を脅かしている信義誠実の欠如の問題を是正す
るため、政務、ビジネス、社会、司法の 4 分野での信用システムの構築を進めていく方針
を示した。信義誠実に基づいた行動がなされる社会の形成を促す措置、信用情報システム
の整備や信用システムの運営体制の確立に向けた取り組み、計画遂行を促進するための制
度の整備等が盛り込まれている。
英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
435
宮尾 恵美「中国：信用調査業管理条例の制定」国立国会図書館調査及び立法考査局前
海外立法情報調査室 2013 年 4 月
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8196103_po_02550110.pdf?contentNo=1 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 21 日）
436
渡邉真理子「アリババがつくる巨大プラットフォーム経済‐「情報の非対称性がない」
ビッグデータ社会のゆくえ」外交 Vol.46 Nov./Dec.2017
437
The State Council the Republic of China 中华人民共和国中央人民政府「社会信用体系建设
规划纲要（2014‐2020 年）
」http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm
（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
438
みずほ総合研究所みずほ中国政策ブリーフィング「社会信用システム構築計画要綱
（2014～2020 年）
（前半）
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/china-bri/cb140717.pdf（最終アクセス日：
2018 年 2 月 21 日）
439
みずほ総合研究所みずほ中国政策ブリーフィング「社会信用システム構築計画要綱
（2014～2020 年）
（後半半）
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/china-bri/cb140729.pdf（最終アクセス日：
2018 年 2 月 21 日）
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信用情報システムの整備と応用の促進加速において、金融業界における信用記録の拡充
や信用評価のプラットフォームの一本化を図ること、プライバシーの保護を前提とし政務
関連信用情報の共有・交換をニーズにおいて推進することが織り込まれている。
 個人情報保護に関する技術上の指針440441
（ガイドライン／2016 年 6 月 14 日公布、7 月 1 日施行）
支払決済業界のガイドラインである。個人情報保護ガイドラインのルールを踏襲しなが
ら、支払決済業界の特殊性を念頭に置き、業界特有の規定を盛り込んでいる。当該指針は
中国支払清算協会が制定、公布したもので、当協会の会員である決済ネットワーク、銀行、
金融機関、支払決済機構等に対して拘束力があるとされる。
電気通信
⑭オンライン出版サービス管理規定442443444（Provisions on the Administration of Online
Publishing Services）
（部門規章／2015 年 8 月 20 日公布、2016 年 3 月 10 日施行）
中国におけるオンライン出版に係る幅広いサービスに使用されるサーバやストレージ
は中国国内に設置されなければならない（第 8 条（3））
。
⑮オンラインタクシー予約業務の管理に関する暫定措置（事業者ライセンス制度、国内サ
ーバでのデータ保管に関する措置）445446（Interim Measures for the Administration of Online

440

The State Council the Republic of China 中华人民共和国中央人民政府「社会信用体系建设
规划纲要（2014‐2020 年）
」http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm
（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
441
新井敏之、李可斐「中国におけるデータプライバシー・個人情報保護に関する法規制
動向と多国籍企業の対応」
https://www.paulhastings.com/ja/publications-items/details/?id=0029ea69-2334-6428-811c-ff0000
4cbded（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
442
Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「网络出版服务管理规定」2016 年 2 月 4 日
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c4638978/content.html （中国語）（最終アクセス
日：2018 年 2 月 14 日）
443
北大法宝 http://lawinfochina.com/display.aspx?id=21941&lib=law （中国語、英語）
（最
終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
444
ネットワーク出版サービス管理規定全文和訳（曾我法律事務所）2016 年 3 月 17 日
http://sogalaw.com/archive/160204_WangluoChubanFuwuGuanli_JP_ver160317.pdf （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 14 日）
445
Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法」交通运输部、工业和信息化
部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、国家网信办令 2016 年 7 月 14 日
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Taxi Booking Business Operations and Services）
（部門規章／2016 年 7 月 14 日公布、2016 年 11 月 1 日施行）
中国はオンラインタクシー会社に対するライセンスを設け（第 8 条）
、ユーザーデータ
は中国国内のサーバに集約することを要請している（第 5 条）。
情報公開
⑯中華人民共和国政府情報公開条例447448449450

Regulation of the People's Republic of

China on the Disclosure of Government Information
（行政法規／2007 年 4 月 5 日公布、2008 年 5 月 1 日施行）
情報公開規定については、2002 年の広州をはじめ、地方先行で始められ、2007 年に全
国レベルの本条例が制定された。本条例では、行政機関は、政府情報を速やかにかつ正確
に公開しなければならないとしている。ただし、国家秘密、商業秘密または個人のプライ
バシーに関わる政府情報は公開をしてはならないと定めている。なお、権利者の同意を得
た場合にはこの限りではない。また、公民、法人その他組織は、行政機関の政府情報公開
業務によって権利利益を侵害された場合、法に基づいて行政不服申し立てや行政訴訟を提
訴することができるとしている。

【他国政府等からの指摘】
JETRO 中国北アジア課は通商弘報でインターネット安全法（サイバーセキュリティ法）の
次の点について指摘している。451

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146624/c5218603/content.html（中国語）
（最終ア
クセス日：2018 年 2 月 16 日）
446
北大法宝 http://lawinfochina.com/display.aspx?id=22963&lib=law （中国語、英語）
（最終
アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
447
The Central People’s Government of the People’s Republic of China（中华人民共和国中央人
民政府）「中华人民共和国政府信息公开条例」
http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm （中国語）
（最終アクセス日：2018
年 2 月 21 日）
448
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/Display.aspx?lib=law&Cgid=90387 （中国語、英
語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
449
岡村志嘉子、刈田朋子「中国の政府情報公開条例」国立国会図書館調査及び立法考査
局 2008 年 5 月 1 日 http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/235/023505.pdf （最終アク
セス日：2018 年 2 月 21 日）
450
上拂耕生「中国の情報公開制度に関する考察‐比較法的にみた特質と問題点」熊本県
立大学 http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~tosho/file/pdf/kad/18-34/183408.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 21 日）
451
ジェトロ中国北アジア課「インターネット安全法が施行、外国企業にも中国基準を適
用」
、2017 年 06 月 19 日、https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/2ab3a0189ac86a3d.html （最
終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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・条文内の「検査」の範囲について、サーバの検査まで可能になるのか、企業、技術、顧
客情報の流出につながるリスクが生じる可能性はないか、現時点では不明である。
・
「国家の安全に影響を及ぼす可能性」についても具体的ではない。
・同法に繰り返し出てくる「重要情報インフラ」や「インターネット関連商品およびイン
ターネットサービス」などの定義も曖昧である。
・現時点では細則も定まっていない。
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書において次の点を指摘している。452
・中国では正当なウェブサイトの広範なブロックが引き続き行われており、ウェブベース
のサービスと製品のサプライヤとユーザに大きなコストを課している。
・クラウドコンピューティングサービスは、通常、電気通信ネットワークの所有者と事業
者がデータストレージや処理機能を含むコンピューティングサービスを提供する統合
サービスネットワーク、またはスタンドアローンのコンピュータサービスのいずれかの
方法で、コンピューティングサービスサイトへの接続を手配することができるが、中国
の GATS の約束は両方の選択肢をカバーしているものの、どちらも現在外国投資企業に
開放されていない。
・中国ではコンピュータ間の VoIP サービス（いわゆるインターネット電話）が許可され
ているが、中国の規制当局は、基本的な電気通信サービスに対して、公衆交換電気通信
網に相互接続された VoIP サービスを提供する（すなわち伝統的な電話番号を呼び出す）
ことを制限している。
・中国は、重大とみなされるサービスを特定することを含め、サイバーセキュリティ法を
実施するためのセクター別の追加措置を発する可能性が高い。

・オンラインビデオに関して、中国国家新聞出版広電総局（SAPPRFT）は、中国のオンラ
インプラットフォームサプライヤに、取得コンテンツの 30％以下を海外コンテンツに費
やすよう要求している。流通プラットフォームに関しても、ビデオプラットフォームが
すべて国有であり、外国のサプライヤがライセンスの適格性を有することを妨げるよう
な多数の措置を講じている。
・暗号化の使用に関する煩雑な要件は、引き続きステークホルダーから重要な貿易障壁と
言われている。
・中国の人民銀行（PBOC）は、2010 年にオンライン決済サービスの非銀行サプライヤ向
けの規制を発効し、以前は規制されていなかったセクターでライセンシーの申請を処理
し始めた。 規制は、2015 年にさらに強化され、取引のセキュリティとトレーサビリテ
ィを強化するための追加規定が追加された。 最近の米国の業界レポートによると、2014
452

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, P.89-91,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 15 日）
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年 6 月現在で 200 件以上のライセンスが発行されており、外国投資先には 2 件しか発行
されていない。 他の ICT セクターと同様、PBOC はサプライヤに中国のデータと施設
のローカライズを要求している。
欧州委員会による市場アクセスデータベースでは次の点が指摘されている。453
・中国の「国家安全保障」の表向きの理由に基づく一連の法規制において、外国市場アク
セスを損なう選択肢を中国当局に暗黙的に残す非常に広範かつ曖昧な定義が含まれて
いる。これらの措置により、国内の暗号のみを使用し、国際標準の代わりに中国の国家
標準を適用するための必須要件、ビジネス機密の開示に相当するソースコードの開示、
データローカライゼーション要件など、いくつかの追加の懸念が提起されている。

453

EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセス
日：2018 年 2 月 15 日）
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３-１２ タイ454
タイには統一された個人情報保護法は存在していない。現行の法制度においては、一般
法としては 2007 年憲法の規定及び民商法典の不法行為規定が個人情報保護の規定となっ
ている。その一方で、タイでは近年、包括的な個人情報保護法案を策定する動きが見られ、
2015 年の個人情報保護法案が廃案になった後、2017 年に新たに個人情報保護法案が策定
された。新法案ではより強力な個人情報保護のための規定が定められ、対象となる事業者
の範囲の不明確さ等の理由から、法律となった場合のタイ国内の事業者への影響が懸念さ
れている。
タイの安全保障分野において情報流通を規制する最も主要な法令は、コンピュータ関連
犯罪法であり、2017 年に改正が施された。本法令は、インターネットサービスプロバイダ
のセーフハーバーを規定するほか、捜査等における当局による事業者へのデータの保存、
移転、提出命令の権利を認め、事業者に協力義務を課している。また、タイでは近年サイ
バーセキュリティ法案策定の動きが見られ、2015 年のサイバーセキュリティ法案廃案後、
2017 年に新たにサイバーセキュリティ法案が策定された。本法案は、国家サイバーセキュ
リティ委員会の設置及び委員会の権限に基づく通信の監視や情報収集権限を認める内容
となっている。加えて、過去の政情不安等によりクーデターが発生した国の政情を反映し、
非常事態令が定められ、緊急時における各種通信の遮断や、通信内容の監視が認められて
いる。
タイにおける電気通信事業の規則は電気通信事業法に定められており、電気通信事業者
は、該当する分類のライセンスを国家放送通信委員会から取得することが求められる。国
家放送通信委員会は、タイにおける通信や放送にかかる規定を管轄する主要な機関であり、
委員会の方針は電気通信市場に影響力をもつ。
タイでは、1997 年に国民の知る権利を公に認め政府機関の情報公開法を促す公的情報法
が定められ、近年ではオープンガバメントデータや電子政府促進の取り組みも進められて
いる。
（参考）タイの法体系455
タイの法体系は、憲法を最高規範とするものの、頻繁にクーデターが生じるため、実際上
の法体系は民商法典、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の四大法典が中心になっている。そ
の他知的財産法や電子商取引法を含む各種法律も成文法として整備されている。但し、法
令の効力の序列は不明確であり、国会で制定された法律を、布告や命令の施行により事実
454

タイは英語の一次情報が限られていることから、二次情報に依らざるを得ない措置、
制度等も多く記載している。
455
池田崇志,「法務省委託事業 タイにおける法的支援のニーズ調査」, 2016.9.,
http://www.moj.go.jp/content/001206359.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
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上骨抜きにするような事態が生じている。

主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（タイ）
個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）
知的財産権／文化保
護・表現の自由
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

①憲法(2007 年)
②2017 年個人情報保護法案

③コンピュータ関連犯罪法
(2017 年)
④2017 年国家サイバーセキュリ
ティ法案
⑤非常事態における非常事態令
(2005 年)

公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限
競争環境の維持
基準認証／暗号

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
①憲法(2007 年)
②2017 年個人情報保護法案

③コンピュータ関連犯罪法
(2017 年)
④2017 年国家サイバーセキュリ
ティ法案
⑤非常事態における非常事態令
(2005 年)
⑥不敬罪法(1908 年)
⑥不敬罪法(1908 年)
⑦電気通信事業法(2001 年)

⑦電気通信事業法(2001 年)

金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

③コンピュータ関連犯罪法
(2017 年)
④2017 年国家サイバーセキュリ
ティ法案

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置

⑨1997 年公的情報法
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⑧th 及び.ไทย サービスに関する
政策 (2018 年)
③コンピュータ関連犯罪法
(2017 年)
④2017 年国家サイバーセキュリ
ティ法案
⑦電気通信事業法(2001 年)

①2007 年憲法456（Constitution of the Kingdom of Thailand B.R.2550 (2007)）
（法律／2007 年 8 月制定）
タイにはデータ保護及びデータプライバシーを統括する一般成文法は存在しない。但し、
2007 年のタイ王国憲法第 35 条は、家庭内のプライバシー保護について、以下のように定
めて保護を認めている457。
第三五条（家庭内プライバシーの保護）
人の家庭内の権利、名誉、名声ならびにプライバシーは保護される。
いかなる方法によるかを問わず、人の家庭内の権利、名誉、名声及びプライバシーを侵害
する、もしくは損なう著述または映像の公開は、公共の利益のための場合を除き、これを
なすことはできない。
人は自己に係る個人情報により不当に利益を追及することから法律の規定に基づき保護
を受ける権利を有する。
②2017 年個人情報保護法案458
（法案／2018 年 1 月 22 日から 2 月 6 日にかけパブリックヒアリング実施）
現在、タイには包括的な個人情報保護法は存在していない。2015 年に提出された個人情
報保護法案は廃止となり、本法案は新たに 2017 年に提出されたものである。2017 年の法
案の概要について、以下に概要をまとめる。
タイでは 2015 年の個人情報保護法案459が閣議決定により廃止され、改正のためデジタ
ル経済社会省に戻された。現在、新たな個人情報保護法案が策定され、2018 年 1 月 22 日
から 2018 年 2 月 6 日まで公聴会が行われる。新たな個人情報保護法案における変更点は
以下のとおりである。
456

Parliament, Thailand’s Constitution of 2007,
http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/Thailand.pdf （最終アクセス日：2018 年
2 月 16 日）
457
日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコクセンター編、「2007 年タイ王国憲法」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/business/regulations/pdf/general_1_2007.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
458
本法案の英語の一次情報は公開されていないため、以下の弁護士事務所による二次情
報の記事を引用した。Baker McKenzie, Update: Public Hearing on the Thai Personal Data
Protection Bill, Including New Provisions on Data Processing and Legitimate Interest, 2018.1.25,
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2018/01/public-hearing-thai-pdp-bill/（最
終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
459
一次情報の英訳はみつかっていない。Thai Netizen Network, Personal Data Protection
Bill(2015)
https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2015/01/personal-data-protection-bill-20150106-en.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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1. データプロセッサー主体の定義及び義務
新たな個人情報保護法案（以下、新法）ではデータプロセッサーは「データ管理者（data
controller）の指示又はコントロールの下で、個人情報の収集、利用、開示に関する活動を
おこなう個人又は主体」と定義されている。データプロセッシング主体は、適切なセキュ
リティ措置の実施、データ漏えい時のデータ管理主体への通知、プロセッシング活動の記
録とその維持といった様々な義務が課されている。
2. データ管理者の追加的義務
2015 年個人情報保護法案において定められた義務に加え、データ管理者は定期的にデー
タ主体のデータ保護についてのインパクトアセスメントを行うことが新たに要求されて
いる。
3. 同意取得義務の例外
通常、データの収集、利用、開示時点またはその前においてデータ主体の同意取得が求
められる。同意取得義務の例外とされる場合には以下が含まれる。
(1) 公の利益のため必要な場合又はデータ管理者により与えられた当局の権利を行使す
る場合
(2) データ管理者又は例外的に第三者により示された正当な目的のために必要な場合
4. 猶予期間及び移行原則
新法は官報に掲載後 240 日後に効力を生じる。それ以前に個人情報がデータ管理者によ
り収集された場合、データ管理者は、データ主体が前に通知された目的に沿ってその個人
情報を継続的に使用・開示できる。但し、データ管理者は省規則で定められる規則及び期
間に従い新法の定める個人情報の収集、利用、開示についてデータ主体に同意を得なけれ
ばならない。閣僚規則で規定される期間は、新法の発効から 3 年を越えてはならない。
5. 違反に対する新たな罰則の概念
新法は、服役を罰則から除外している。
新法は、公聴会の手続き完了後、国会提出前に承認のため内閣に送られる予定である。
国会が草案を支持すれば、草案は最終承認のため国王陛下に送られ官報に掲載される。内
容からは、新法が 2018 年 5 月に発効する EU の一般データ保護規則（GDPR）からいくつ
かの概念を採用していることが伺える。
新法のうち、特定の条項は不明確で、解釈が不十分である。そのような規定はデータ管
理者やプロセッシング主体に対し過度な責任を負わせる可能性もあり、一部のデータプロ
セッシング事業者（例えばインターネットサービスプロバイダ、クラウドサービスプロバ
イダ、データセンタープロバイダ等）は、新法の遵守が困難な場合がある。事業の性質の
観点から、これらの事業者はデータプロセッサー及びデータ管理者の定義から除外される
必要がある。
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また、新法は公益及び正当な利益に該当する例を示す GDPR とは対照的に、本新法にお
いては同意取得の例外とされる際の公益及び正当な利益の概念は不明確である。
新法の導入はタイにおける個人情報保護のあり方を変え、ほぼ全ての事業者に影響を与
えることが予想される。新法の遵守には顧客及び従業員の同意取得のための相当な時間や
労力が必要となるため、移行期間の下位規制は重要である。



2015 年個人情報保護法案460
2015 年個人情報保護法案では、1 章において個人情報保護委員会の設置が定められ
ている。また、第 2 章以降では、個人情報の収集、利用・公開、データ主体の権利等
を定めている。法案の 21 条は、データ収集は合法的な目的の下で、必要な範囲で行
われなければならないとし、22 条で、データ収集前又は収集中にデータ主体に対し、
収集目的、収集データ、収集する組織、データ主体の権利等を伝える旨を定めている。
また、個人情報の利用・開示については、27 条で、本法案に劣る個人情報保護制度を
有する国へのデータの移転は、法で定められる場合又は同意を取得した場合、契約履
行に必要な場合等を除き禁じられている。さらに 29 条により、データ収集者が規定
に違反した場合にはデータ主体はデータの破棄や利用の一時停止、匿名化等を要求す
る権利が認められている。

③コンピュータ関連犯罪法 B.E. 2560 (2017)（Commission of Computer-Related Offences
Act (No.2), B.E. 2560(2017)）

461

（法令／2017 年 5 月 24 日施行）
本法令は、2007 年に制定されたコンピュータ関連犯罪法 B.E.2550(2007)（以下、2007 年
法令）462を一部改正する法律である。本法令の 9 条は、2007 年法令の 15 条を破棄し、新
たにサービスプロバイダが管理するコンピュータシステムにおいて 2007 年法令の 14 条に
定められた違法行為を共同で実行、同意、または黙認した場合には 14 条の当該違法行為
460

一次情報の英訳はみつかっていない。Thai Netizen Network, Personal Data Protection
Bill(2015)
https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2015/01/personal-data-protection-bill-20150106-en.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
461

Office of the Council of the State, Commission of Computer-Related Offences Act (No.2),
B.E.2560(2017),
http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/16aa6600426df0df92a9da09167c07d3/COMMISSI
ON+OF+COMPUTER-RELATED+OFFENCES+ACT+%28NO.+2%29%2C+B.E.+2560+%282
017%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=16aa6600426df0df92a9da09167c07d3 （最終アク
セス日：2018 年 2 月 21 日）
462
Ministry of , Computer-Related Crime Act B.E. 2550(2007),
http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/600908_01Computer-RelatedCrimeActBE2550Amend
ed-E.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
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に課される罰則と同様の罰則を課されるとしている。但し、大臣による警告と、コンピュ
ータデータの拡散の停止、コンピュータシステムからのそのようなデータの削除の方法を
定めた通知に従った旨を証明した場合には、責任を問われないとしている。
本法令の 13 条は、2007 年法令の 18 条及び 19 条を破棄し、新たに犯罪があると信ずる
に足る合理的な理由がある場合の捜査・要求のために、管轄当局が犯罪及び犯人の証拠と
して用いるに必要な範囲で実施することが認められる行為を挙げている。具体的には、(1)
犯罪行為に関連する者への書面での照会又は召喚、(2)当該コンピュータシステム又は関係
者を介した通信に係るサービス事業者からのコンピュータトラフィックデータの収集、
(3)26 条（後述）に基づき保持する必要のある利用者に関するデータの提出又は保持要求、
(4)犯罪が行われたと信ずるに足る合理的理由のあるコンピュータシステムのコンピュー
タデータ又はコンピュータトラフィックデータの複製、(5)コンピュータデータの保存に用
いられるコンピュータデータ又は機器の所有者に対する引き渡し命令、(6)証拠となる、又
は証拠として用いることのできるコンピュータのデータを保持する目的で用いられたコ
ンピュータのシステム、データ、機器証拠への捜査及びアクセス、(7)コンピュータデータ
の暗号解読、又は暗号に関わるものに対する必要な範囲での解読のための強力命令、(8)
犯罪及び犯罪者の詳細確認の目的の範囲内でのコンピュータシステムの押収又は差押え、
である。さらに(1)、(2)、(3)については、管轄当局からの依頼から 7 日以内に対応を行う
義務を定めている。そして、19 条において、前述の(4)、(5)、(6)、(7)、(8)については管轄
当局が管轄の裁判所から当該行為の命令を出すよう要請する必要があるとしている。
また、同法の 17 条は、2007 年法令の 26 条 1 項を破棄し、新たにサービスプロバイダは
コンピュータトラフィックデータについて、コンピュータシステムに格納されてから 90
日以上の保存義務を定めており、必要な場合には例外的に管轄当局が事業者に 90 日間以
上 2 年以下のデータ保存を命令することができるとしている。なお、2007 年法令の 26 条
2 項以下では、サービスプロバイダは、利用者のデータを利用者の識別の目的で必要な場
合には、当該サービスの利用初日から保持し、破棄の期限から少なくとも 90 日未満利用
者のデータを保持することができる定め、違反した事業者は 50 万タイバーツ以下の罰金
が科さるとしている。
④2017 年国家サイバーセキュリティ法案463
（法案／2017 年 5 月 24 日～同年 6 月 7 日までパブリックヒアリングが行われている）
本法案は 2015 年に提出され通過には至っていないサイバーセキュリティ法案464とは別
463

2017 年国家サイバーセキュリティ法案の英訳は一次情報、二次情報ともに公開されて
いない。本件記載は、下記の法律事務所による記事を参照した。
Law Plus Ltd., Thailand’s Draft Cyber Security Bill Open for Public Hearing,
https://www.lawplusltd.com/2017/07/thailands-draft-cyber-security-bill-open-public-hearing/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
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に、新たに 2017 年にデジタル経済社会省が発表した法案である。以下に、二次情報から
得た法案の内容を引用する465。
本法案は、官民双方の組織に対しデジタルエコシステムを促進するサイバーセキュリテ
ィについてさらなる責任をもつことを促すものである。2015 年のサイバーセキュリティ法
案からの変更点としては、法案は 2015 年法案と同様に国家サイバーセキュリティ委員会
（National Cyber-security Committee; NCSC）の設置を定めているが、新たに首相を NSCS
の委員長に定め、防衛大臣を副委員長、デジタル経済社会省を第二副委員長としている。
法案の下、NSCS はサイバーセキュリティの基準を定めるとされ、タイ国内の事業者が
NCSC により定められた監視基準を実施するよう求められる可能性を示唆している。
また、
NCSC は裁判命令を取得することによって当局による民間の通信情報へのアクセスを許可
する権限を持つとされ、サイバーセキュリティ保護及びサイバーセキュリティ危機による
損害を軽減する目的で郵便、電報、電話、ファックス、コンピューター、電子通信機器・
メディア、その他の情報技術メディア等の形態の個人の通信情報へのアクセスが NCSC に
より許可され得ることとなる。さらに緊急事態においては、NCSC は裁判所命令なく個人
の通信情報にアクセスすることが認められており、その場合にはアクセス後速やかに裁判
所への報告が求められる。加えて、法案は許可された場合において官民の組織又は個人に
対し、NCSC が検査をするため、又は法案に定められた行為のための情報として用いられ
た証言、陳述、書類の提出を命令することができるとしている。

⑤ 非 常 事 態 に お け る 非 常 事 態 令 B.E.2548 (2005) （ Emergency Decree on Public
Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) ）466
（法令／2005 年 8 月 29 日制定及び施行）
本法令は元々、2004 年にタイ南部 3 県を中心としたイスラム武装勢力の関与が疑われる
464

一次情報の英訳はみつかっていない。Thai Netizen Network, National Cybersecurity Bill,
https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2015/03/cybersecurity-bill-20150106-en.pdf
*タイ・ネチズンネットワークはタイの非政府組織であり、2016 年 12 月には他団体と共同
でサイバーセキュリティ法案に反対する 30 万人のインターネットユーザーの署名を政府
に提出している（署名に関する記事の：http://thai-news.biz/2016/12/15/computer-crime-act/）
。
465
2017 年国家サイバーセキュリティ法案の英訳は一次情報、二次情報ともに公開されて
いない。本件記載は、下記の法律事務所による記事を参照した。
Law Plus Ltd., Thailand’s Draft Cyber Security Bill Open for Public Hearing,
https://www.lawplusltd.com/2017/07/thailands-draft-cyber-security-bill-open-public-hearing/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
466
Office of the Council of State, Emergency Decree on Public Administration in Emergency
Situation. B.E.2548 (2005) ,
http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/4c7e12804152eac69414d593530f59d5/EMERGENC
Y+DECREE+ON+PUBLIC+ADMINISTRATION+IN+EMERGENCY+SITUATION%2C+B.E.+
2548+%282005%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4c7e12804152eac69414d593530f59d5
（最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
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大規模暴動に対して布告された非常事態勅令が、その後に国会を通過して法令化されたも
のである467。
本法令の前文は、本法令は 1997 年タイ王国憲法 218 条の緊急勅令の規定における「国
の安全保障、公共の安全、国家経済の安定あるいは公共災害の防止のために、国王は法令
と同様に緊急勅令を制定することができる。」468という定めの下で制定されている。本法
令の 9 条は、緊急事態の解決や自体の悪化を防ぐために首相が定められる規定について定
めており、3 項において、緊急事態が宣言された地域又はタイ国内全域において、国の安
全保障、社会秩序、道徳に影響を及ぼし、人々の恐怖や誤解を招いたり、緊急事態に関す
る理解を歪める意図の報道や手紙の配布、出版、テキストを含むコミュニケーション手段
を禁止できるとしている。また 10 条において、前述の規則の施行は、当局者が首相の承
認を 48 時間以内に取得することが条件となっている。
さらに 11 条は、緊急事態がテロ、武力行使を含む場合には首相は非常事態が深刻な事
態である旨を宣言し、9 条及び 10 条に定められた権限に加えて、追加の権限を行使できる
としている。そのうちの 5 項は、管轄当局が手紙、本、出版物、電信伝送、電話通信、そ
の他の通信を監視し、また深刻な事態を避けるためにそれらの連絡や通信を停止できる旨
の通知を発行できるとしている。
⑥不敬罪法（刑法及び憲法）（Lese-majeste）469
（法律／1908 年制定）
タイの刑法 112 条は、国王、女王、法定相続人または摂政を中傷、侮辱、又は脅したも
のは、3 年から 15 年の懲役に処すると定めている。本法令は最初の刑法典が制定された
1908 年から変更されていない。SNS 上の投稿等も刑罰の対象となっており、タイの
Facebook は情報技術・通信省及びタイ王国国家警察庁のテクノロジー犯罪抑止課からの要
請に応じ、現地の不敬罪法に違反するコンテンツへのアクセス制限措置を講じている
（2017 年上半期は、226 のコンテンツについてアクセス制限を課している）470。2014 年の
軍事クーデター以降、不敬罪により禁錮刑とされるケースの増加に伴い、国連人権高等弁

467

遠藤聡,「
『非常事態勅令』の法制化―南部イスラム暴動に関連して―」
（外国の立法 227
号）, 2006.2
468
日本貿易輸出振興機構（ジェトロ）バンコクセンター編、「1997 年 タイ王国憲法」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/business/regulations/pdf/general_001.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
469
Siam Legal, Criminal Code Royal Family(Sections 107-112),
http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/ （最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 24 日）
470
Facebook, 政府要請事項 タイ 2017 年 1 月 2017 年 6 月,
https://transparency.facebook.com/country/Thailand/2017-H1/ （最終アクセス日：2018 年 2 月
22 日）
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務官事務所から法令の改正要請が求められている471。

471

UNHCR, Press briefing note on Thailand, 2017.6.13.,
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21734&LangID=E （最
終アクセス日：2018 年 2 月 24 日）
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⑦電気通信事業法 B.E. 2544 (2001)（Telecommunications Business Act, B.E. 2544 (2001)）
472473

（法令／2001 年制定、2006 年に一部改正）
本法令は、事業免許、市場競争のセーフガード、相互接続、料金、ユニバーサル・サ
ービス、線路敷設建設に関する手続きの整備等、市場競争の環境整備について規定してい
る474。
本法令の 7 条は、電気通信事業免許について定めており、法の下で国家放送通信委員会
（National Broadcasting and Telecommunication Commission; NBTC）が無線周波数の割り当て
や、音声放送、テレビ放送、電気通信サービスを規制するための NBTC の組織に関する法
に定められた性質・分類に沿った電気通信事業をおこなおうとする者は、NBTC から免許
を取得しなければならないとしている。免許には 3 つの類型がある。タイプ 1 ライセンス
は自由なサービス提供が適切と思われる電気通信事業者へのライセンスであり、事業者に
よる NBTC への届出があれば、認可される。タイプ 2 ライセンスは、特定の利用者に提供
されるサービスであって、自由で公正な競争、公の利益、消費者、の観点から重大な影響
のないサービスであって、自社の電気通信サービスネットワークを有する又は有さない電
気通信事業者に付与される。事業者が NBTC の通知に示された基準を完全に満たした後、
免許が付与される。タイプ 3 ライセンスは、一般大衆向けに自社の有する電気通信サービ
スネットワークを提供する、又は自由で公正な競争、公の利益に大きな影響を与え消費者
保護が要求される電気通信サービスを運営する事業者に対して付与される。事業者は、
NBTC が認可し、免許を付与した後にのみ、事業を運営することができる。


無線周波数割り当て及び放送・電気通信規制のための組織に関する法
B.E.2553(2010)／通称：NBTC 法
（法律／2010 年 12 月施行）
（ Act on Organization to Assign Radio-Frequency and to Regulate the
Broadcasting, and Telecommunication Services B.E.2553(2010)475

本法令は、NBTC の設置及び管轄事務等を規定している。NBTC の主な管轄業務には、
472

Office of the Council of State , Telecommunication Business Act B.E. 2544(2001),
http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/46c2c6004b9e8d2a8809fdea72b7e938/TELECOMM
UNICATIONS+BUSINESS+ACT%2C+B.E.+2544+%282001%29.pdf?MOD=AJPERES&CACH
EID=46c2c6004b9e8d2a8809fdea72b7e938 （最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
473
日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコクセンター編、「通信事業法」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_003.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
474
総務省、http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/thailand/pdf/066.pdf
475
NBTC, Act on Organization to Assign Radio-Frequency and to Regulate the Broadcasting, and
Telecommunication Services B.E.2553(2010)
https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/580300000001.pdf（最終アクセス日：2018
年 2 月 22 日）
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政策立案及び電気通信部門のマスタープランの策定、無線周波数の利用免許付与
及び規制、電気通信事業の免許付与及び規制、電気通信サービスのための標準化
と技術仕様の決定、相互接続の規則及び手続の規定の策定、消費者保護の規則と
手続の規定の策定、公正で自由な競争のため規定、等がある。


OTT サービス規制案

2017 年 4 月から 7 月にかけ、NBTC 及び放送委員会は OTT サービスを規制するための
決議及び OTT 登録に関する規則案を発表した476。そして、OTT サービスを伝統的なコン
テンツ配信事業者の規制と分類する旨の規制が導入される旨の報道もなされ、産業界から
も懸念が示された477。しかし、同年 8 月にはこのような規制の導入に向けた動きが一度停
止した旨の報道がなされており、現在も本規制は導入されていない478。
⑧.th 及び.ไทย サービスに関する政策 B.E.2561(2018 年改訂)（Policy of .th and .ไทย service
Revised B.E.2561(2018)）479480
（
（事業者の）政策／2018 年 1 月 1 日制定、2018 年 2 月 1 日施行）
タイにおいては、ドメインネームに関する規定を定めた法律はないが、ドメインネーム
登録サービスを提供する事業者 THNIC の定める本政策が存在する。本政策の第 1 部「定
義」において、ドメインネーム保持者（holder of domain name）とは、特定のドメインネー
ムの登録を許可された者を指す。ドメインネーム保持者は特定のドメインネーム政策に定
められる場合を除きタイ国内に居住していなければならないと定めている。
⑨1997 年公的情報法（Official Information Act 1997）
476

481

BakerMcKenzie, Thailand’s NBTC Plans to Issue and OTT Notification to Regulate OTT
Services, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/07/thailand-nbtc-plans（最
終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
477
US-ASEAN Business Council, 2017.6.12,
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/Thailand-OT
T-letter---6.12.17.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
478
Bangkok Post, NBTC to do a U-turn on OTT category, 2017.8.9.,
https://www.bangkokpost.com/tech/local-news/1302811/nbtc-to-do-a-u-turn-on-ott-category（最終
アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
479
THNIC, Policy of .th and .ไทย service(Revised B.E.2561 (2018)),
https://www.thnic.co.th/en/policy/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
※上記リンク先の THNIC は、.th の登録サービスを提供する事業者である。
480
小野寺良文,「JSTRO ASEAN 知財セミナー ASEAN におけるドメイン・ネーム制度に
関する調査」, 2013. 6.18,
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/seminar20130618_3.pdf（最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 22 日）
481
UNDOC, Official Information Act,
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Thailand/Laws/Thailand%20Official%2
0Information%20Act%20(1997).pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
186

（法令／1997 年制定）
本法令は、国民の知る権利を明文化し、政府情報の原則公開を定めた法律である。概要
は以下の通りである482。
同法第 7 条は、国家機関は少なくとも①手続き構造及び機構配置、②重要な権限義務要
約及び手続方法、③情報入手申請地、もしくは国家機関への連絡における助言を受けるた
めの連絡地、④関係する民間に対し一般的な効力を持たせるための法規、閣議決定、規則、
命令、通達、規約、標準、政策もしくは解釈、⑤委員会が定めたその他の情報を官報に記
載しなければならないとしている。
また同法 9 条は、民衆が閲覧できるようにしておかなければならない情報として、①民
間に直接的な効力を有する審査もしくは判定の結果、及び当該審査判定における反対意見
及び関係命令、②第七条（四）に基づき官報に記載しなくてもよい方針及び解釈、③当年
度の事業計画、プロジェクト及び支出予算、④民間の権利義務に影響を及ぼす国の係官の
職務遂行方法に係るマニュアルもしくは命令、⑤第七条第二段に基づく引用記述のある印
刷物、⑥公共サービス提供における民間との事業権契約、独占分離形態にある契約、共同
投資契約、⑦閣議決定、もしくは法律または閣議決定により設置された委員会の決定。こ
こに学術報告、事実関係報告、もしくは審査において使用された情報のリストも示す、⑧
委員会が定めたその他の情報、と定めている。
一方、公開しなくてもよい情報として、第 14 条は国王制度に損害を生じさせる惧れの
ある公務情報は公開できないとしている。さらに第 15 条は、国家機関もしくは国の係官
が非公開を命じることができる情報として、①公開が国家安全保障、外交関係、国の経済
もしくは財政の安全保障に損害を生じさせる、②公開が法律施行の効率性を損ねる、もし
くはその目的を成就させない情報（このとき告訴、保護、撲滅、検査、調査、あるいは情
報のソース認知に係るかどうか問わない）、③いずれかの件についてのプロセスにおける
国家機関内部の意見もしくは助言（ただし学術報告、事実関係報告、あるいは当該内部意
見もしくは助言に利用された情報は含まない）、④公開がいずれかの者の生命もしくは安
全に危険を生じさせる、⑤診断書もしくはその公開が個人の権利を不適当に侵害する個人
情報、⑥法律により非公開となっている公務情報、もしくは他者への公開を望んでいない
情報提供者のいる情報、⑦勅令で規定されたその他の場合、としている。
また、タイにおいては政府情報をウェブサイト上で公開する方針が 2011 年に閣議決定
され、近年オープンガバメントデータを進める動きや、電子政府の実現に向けた計画等が
進んでいる483。
482

日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコクセンター編, 「情報公開法」,
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/business/regulations/pdf/general_009.pdf（最終
アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
483
小林磨理恵, 「タイにおける情報公開の進展と『オープンデータ』の現在（特集 オー
プンガバメント・データ整備の動向を追う--開発途上国を中心に」, 2018.1.,
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【他国政府等からの指摘】
米国代表部 2017 年版外国貿易障壁報告書484は、タイのデジタル貿易に関連する障壁と
して以下の事項に言及している。
・米国はまた、2 つの国有電気通信企業、TOT および CAT Telecom に関連する電気通信分
野における他の問題についても懸念を抱いている。これには、競争市場の発展を妨げて
いる TOT や CAT Telecom との Build-Operate-Transfer(BOT）契約に基づいて開発された
資産状況を決定するのに失敗したことが含まれる。
競合他社に関しては TOT および CAT
に賛成する嗜好がある。 米国はこれらの慣行についてタイに懸念を表明しており、こ
れらの懸念に対処するためにタイに引き続き圧力をかけ続ける。
・デジタル経済社会省は現在、政府機関のサイバーセキュリティ機能を強化し、適切な違
反通知手続きを提供するために策定された「国家サイバーセキュリティ法案」
（上述④）
の検討をおこなっている。 しかし、法案は、国家サイバーセキュリティ委員会（以下、
委員会）に対し、機密・重要情報へのアクセス権を与える権限を与え、そのようなアク
セスの制限や、委員会の決定への抗告をするための十分な保護がないため、懸念が提起
されている。
・コンピュータ関連犯罪法（2017 年）（上述③）は、2016 年 12 月に改正され、現在は法
律に違反するコンピュータからコンテンツを削除する場合、インターネットサービスプ
ロバイダの責任を免除される。 それにもかかわらず、依然として、裁判所の事前の命

令なしに、ユーザーの発言に対して責任を負わされる可能性を許す条項が含まれてい
る。
欧州委員会による市場アクセスデータベース485 においてはデジタル貿易に関連する障
壁として以下の事項に言及している。
・EU の産業界はタイの電気通信セクターの煩雑な構造や、規制慣行の透明性の欠如によ
る予測不可能なビジネス環境を懸念している。また、消費者保護や公正な競争に必要な
国有企業の改革等が進んでいない。これらの結果、タイの外資系企業の市場アクセスが
妨げられている。NBTC による 2012 年 7 月 18 日の規則は、議決権、取締役会の任命、
経営管理と供給関係、株式保有などの要素を踏まえて電気通信部門の外資割合基準を改
定しているが、産業界は GATS との互換性に関して疑問を抱いている。

http://hdl.handle.net/2344/00050107（最終アクセス日；2018 年 2 月 21 日）
484
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf（最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
485
EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm（最終アクセス
日：2018 年 2 月 22 日）
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産業団体からも下記のような意見が示されている。486
・知的財産保護条約（PCT、マドリッドプロトコル等）への加盟が進んでいない。
・輸入品、タイ国内生産品にタイ市場への AV 機器等の新製品導入に先立ち、タイ工業標
準局（TISI：Thai Industrial Standards Institute）の規格審査が必要であるが、申請から認
可まで 2 ヶ月程度要している。また、TISI 認証取得における運用上の問題により、モデ
ル毎の申請要、工場審査の手間、書類審査の所要時間が長い等の現状があり、製品の生
産、出荷に支障を来たすこともある。さらに、タイ工業規格（TIS）の係官の工場審査
が義務付けられ、販売金額が少ない海外からの輸入品に対しても必要とされる。費用対
効果から一部商品は輸入を中止せざるを得ない。

486

日本機械輸送「-各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望『2015 年版』-」及び 2017
年版 http://www.jmcti.org/cgibin/list_ind.cgi?Kind=Country&code=123&category=17（最終アク
セス日：2018 年 2 月 22 日）
189

３-１３ インドネシア487
インドネシアにおいては、かねてより投資に関するネガティブリストによって外国企業
による電子商取引分野への参入に対する制限があったが（2016 年投資ネガティブリスト）
、
近年では電子情報および電子移送などのデジタル経済活動に対する新たな規制の導入が
進んでいる。
電子情報の移送に関しては、2008 年に 2008 年電子情報および移送に関する法が導入さ
れて以降、累次の法令が政府規制、技術情報省規制、中央銀行規制等として発出されてい
るほか、2017 年には（後述⑤）OTT サービスに係る規制案が発表されるなど、デジタル
貿易に影響を及ぼす規制が他分野に渡り存在する。
規制の対象となるデータは、個人情報、金融関連の情報であり、これらを扱うに際して
データセンターおよび災害回復センターの国内設置義務が 2012 年レギュレーション 82 お
よび、2014 年電子マネー業務に関するインドネシア銀行通達書簡第 16 号により求められ
ることとなった。
また、2017 年 8 月に通信情報省（Ministry of Communication and Informatics; MOCI）が公
表した上述の 2017 年 OTT 規制案は、OTT サービスプロバイダに対する登録義務、コンテ
ンツ検閲の実施義務、情報提供のコースセンター設置義務、データ保存義務等を包括的に
導入するものである。
（参考）インドネシアの法体系
インドネシアの主要な法令は、憲法の下、大統領が公布する法律、政令、大統領令、所
管大臣による規則、告示等がある。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（インドネシア）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
487

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①EIT 法(2008 年)および②同改
正法(2016 年)
③2012 年レギュレーション 82
④MOCI レギュレーション 20
⑤2017 年 OTT 規則案
①EIT 法(2008 年)および②同改
正法(2016 年)
⑤2017 年 OTT 規則案
①EIT 法(2008 年)および②同改

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
①EIT 法(2008 年)および②同改
正法(2016 年)
③2012 年レギュレーション 82
⑤2017 年 OTT 規則案
①EIT 法(2008 年)および②同改
正法(2016 年)
⑤2017 年 OTT 規則案
①EIT 法(2008 年)および②同改

法令の英訳はインドネシア政府以外による仮訳を含む。
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ュリティ

公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号
金融

電気通信／電子商取引
／ドメインネーム
国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

正法(2016 年)
③2012 年レギュレーション 82
④MOCI レギュレーション 20
⑤2017 年 OTT 規則案

正法(2016 年)
③2012 年レギュレーション 82
⑤2017 年 OTT 規則案

⑥2016 年投資ネガティブリスト

⑦2014 年電子マネー業務に関す
るインドネシア銀行通達書簡第
16 号
⑧2013 年金融消費者保護に関す
る金融サービス当局規制 07 号
⑨1999 年電気通信法

⑦2014 年電子マネー業務に関す
るインドネシア銀行通達書簡第
16 号

政府・公的機関が保有する情報に関する措置
②2008 年法第 11 号（EIT 法）を改正する 2016 年法第 19
号
⑤2017 年 OTT 規則案

① 2008 年電子情報および移送に関する法第 11 号488489（Law of the Republic of Indonesia
Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions）
（Electronic
Information and Transactions; EIT 法）
（法／2008 年 4 月 21 日制定）
グローバルな情報技術の進展を踏まえた基本法である。
情報のグローバル化ならびに IT 技術の進展のなか、国家の貿易と経済成長を通じた繁
栄のため、政府が法規制のインフラを整備し、インドネシア社会の宗教的・社会文化的価
値を念頭に IT の誤用を避けるべく導入された（同法前文）。
488

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), Law of the Republic of Indonesia Number 11
off 2008 concerning Electronic Information and Transactions（ABNR 法律事務所による仮訳）,
http://www.bu.edu/bucflp-fig/files/2012/01/Law-No.-11-Concerning-Electronic-Information-and-T
ransactions.pdf （最終アクセス日：2017 年 12 月 25 日）
489
Law of the Republic of Indonesia Number 11 off 2008 concerning Electronic Information and
Transactions（インドネシア法の仮訳提供サイトによる仮訳）,
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4846_UU_11_2008_e.html
（最終アクセス日：2017 年 12 月 25 日）
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「電子情報」
「電子的取引」
「情報技術」
「電子記録」
「電子システム」
「電子認証」
「信頼し
得る認証機関」
「電子署名」
「ドメインネーム」を含む 23 の概念を定義し（第 1 条）、情報
技術と電子取引の使用は、法的安定性、利益、信頼、技術的中立性といった原則のもとに
実施されるべきこと（第 3 条）
、情報技術と電子取引の使用の目的は、公共の福祉向上の
ための国家貿易・経済の発展、公的サービスの効率性向上、情報技術の利用者に対する安
全性、公正および法的安定性の意識の付与であること（第 4 条）を規定した。
さらに、電子情報と電子記録（第 5 条）ならびに電子署名（第 11 条）の法的効力を認
めるとともに、認証の必要性等の条件を規定している（第 6 条～第 9 条、第 12 条）。なお、
電子取引を行ういかなる事業体も信頼し得る認証機関の認証を得なければならない（第 10
条）
。
電子認証の事業者はインドネシア法人、外国法人のいずれにも認められており、さらな
る規定は政府規則による（第 13 条、第 14 条）。電子システム事業者は、信頼性があり安
全な方法で電子システムを提供する責任を負うものであり、情報の秘匿性等の義務のほか、
さらなる規定は政府規則による（第 15 条、第 16 条）。
電子取引に関しては、電子情報や電子記録の取引に関する誠実義務を負い、さらなる規
定は政府規則による（第 17 条）
。
国際的な電子取引に際しての準拠法や紛争解決の選択（第 18 条、第 19 条）、契約の成
立（第 20 条）
、電子仲介事業者の責任（第 21 条）等を規定している。さらに、ドメイン
ネーム管理者の責任（第 24 条）
、電子情報における知的財産権の扱い（第 25 条）につい
て規定している。
個人情報に関しては、個人データに係る情報の電子的手段を通じた使用に際しては、本
人の合意が必要であることが規定されている（第 26 条）
。なお、個人情報の定義はなされ
ていない。
禁止事項に関しては、財産の侵害、賭博、名誉棄損、恐喝・脅迫の内容を含む情報であ
ることを認識した流通や移送（第 27 条）、虚偽または誤解を招く情報や特定コミュニティ・
個人に対する差別を含む情報であることを認識した流通や移送（第 28 条）、なりすまし（第
30 条）
、不法アクセス（第 31 条）
、権限なきまたは不法な情報の改ざん（第 30 条）等の禁
止を規定している。
民事の紛争解決、政府の役割と刑事手続きはいずれも他法規制に基づく（第 39 条、第
43 条）
。罰則規定として、禁固刑・罰金を規定している（第 45 条～第 51 条）。
政府規定を 2 年以内に発効させることを規定している（第 54 条）。
② 2008 年法第 11 号（EIT 法）を改正する 2016 年法第 19 号（Law No. 19 of 2016 on the
Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions）
（法／2016 年 11 月 25 日発効、2016 年 10 月承認）
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上記①2008 年法第 11 号（EIT 法）を改正する法であり、EIT 法発効から 8 年の電子情報
および移送の発展を受けて、新たに執行、制裁、プライバシー関連の 7 条項が追加され、
規制の明確化や政府の権限強化が図られると同時に、違反者に対する罰則規定は緩和され
た490。
具体的に追加された内容は以下のとおりである491。
-

2008 年には定義されていなかった「電子システム提供事業者」の定義が規定され、電
子システムを提供する個人、国家機関、事業主体、社会団体であることが明確化。

-

「忘れられる権利」についての規定が導入され、詳細は政府規制により将来規定され
ることを確認。

-

インドネシア政府が電子システム事業者によるアクセスを禁止するか、アクセス禁止
を命令する権限が明示的に規定。これは、法規制違反、反倫理的コンテント、ヘイト
スピーチ、侮辱や名誉棄損を伴うコンテンツの電子情報を遮断する目的であり、詳細
は将来の政府規制に委ねる。

-

罰則規定の緩和（例えば、2008 年 EIT 法では禁固 6 年以下および／または 10 億ルピ
ー以下の罰金の対象となっていた名誉棄損情報の流通等、同様に 12 年／20 億ルピー
以下であった暴力の脅威や脅迫を含む情報の流通等について、いずれも禁固 4 年以下
および／または 7 億 5,000 ルピー以下に緩和）
。

③ 2012 年電子システム及び電子取引に関するインドネシア共和国政府規則（レギュレー
ション 82）492 （Government Regulation No. 82 of 2012 regarding the Provision of
Electronic System and Transaction (Regulation 82)）
（政府規則／2012 年 10 月 15 日発効）
EIT 法の実施手続き等を定めた政府規則であり、電子システム事業、電子エージェント
事業者、電子取引事業、電子署名、電子認証事業、信頼し得る認証事業者およびドメイン
ネーム管理を規制する（第 2 条）
。
公共サービス電子システム事業者に対するデータローカライゼーション義務を課す政
府規制である。具体的な規定としては、「法の執行、保護、および国民のデータに対する
490

Kristo Molina, Indonesian Electronic Information and Transactions Law Amended, 2016.12.15,
https://www.whitecase.com/publications/alert/indonesian-electronic-information-and-transactions-l
aw-amended （最終アクセス日：2017 年 12 月 25 日）
491
Kristo Molina, Indonesian Electronic Information and Transactions Law Amended, 2016.12.15,
https://www.whitecase.com/publications/alert/indonesian-electronic-information-and-transactions-l
aw-amended （最終アクセス日：2017 年 12 月 27 日）
492
Government Regulation No. 82 of 2012 regarding the Provision of Electronic System and
Transaction (Regulation 82)（インドネシア法の仮訳提供サイトによる仮訳）,
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4902_PP_82_2012_e.html
（最終アクセス日：2017 年 12 月 27 日）
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国家主権の執行を目的とし、データセンターと災害回復センターをインドネシア領域内に
設置する」ことを公共サービス電子システム事業者に対して義務付けている（第 17 条 2
項493）
。さらなる規定については、分野の監視規制当局が大臣と調整のうえ管理する（同 3
項）
。
このほか、公共サービス電子システム事業者に対し、登録義務（第 5 条）
、使用するソ
フトウェアの安全性と信頼性確保（第 7 条）、適切な形成とアカウンタビリティの確保（第
16 条）
、持続性計画の保持（第 17 条 1 項）
、攻撃や脅威など有事に際しての当局への報告
義務（第 18 条）
、電子認証取得義務（第 59 条）を課し、政府規制発効後 1 年以内に大臣
に申請することを義務付けているが（第 86 条）
、公共サービス電子システム事業者の定義
は規定されていない。なお、本規則は情報の海外移送に対する制限は含まない。
④ 2016 年個人情報保護に関する情報通信省規則 20 号（MOCI レギュレーション 20）
（MOCI Regulation No. 20 of 2016 regarding Personal Data Protection in Electronic
Systems (MOCI Regulation 20)）
（政府規則／2016 年 12 月 1 日発効）
2016 年 12 月 1 日に発効494した規則であり、レギュレーション 82 の実施規則と位置づけ
られる495。
主要な規定の内容は以下のとおりである496。
-

「個人情報」を「直接・間接に個人を特定し得る、秘匿と正確性が保持されるべき全
ての情報」と広く定義。

-

個人情報の保護の範囲となる「活動」を、
「調達、収集、加工、分析、貯蓄、実施、公
表、伝達、流通および破棄」と規定。

493

Article 17 (2) Electronic System Operator for the public service is obligated to put the data
center and disaster recovery center in Indonesian territory for the purpose of law enforcement,
protection, and enforcement of national sovereignty to the data of its citizens. Government
Regulation No. 82 of 2012 regarding the Provision of Electronic System and Transaction
(Regulation 82)（インドネシア法の仮訳提供サイトによる仮訳）,
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4902_PP_82_2012_e.html
（最終アクセス日：2017 年 12 月 27 日）
494
発効は 12 月 1 日であったものの、公表は 12 月 8 日であったとされている。 Denny
Rahmansyah and Saprita Tahir, Data Protection in Indonesia,
http://blog.ssek.com/index.php/2017/12/data-protection-in-indonesia-2/ （最終アクセス日：2017
年 12 月 25 日）
495
Denny Rahmansyah and Saprita Tahir, Data Protection in Indonesia,
http://blog.ssek.com/index.php/2017/12/data-protection-in-indonesia-2/ （最終アクセス日：2017
年 12 月 25 日）
496
Dwipo Lubis Baskoro & Partners, New Rules on Personal Data Protection in Indonesia, （最終
アクセス日：2018 年 1 月 10 日）
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-

電子システム事業者は個人情報に関わる活動を行う際に次を含む義務を負う：
・電子認証の使用
・個人情報保護のための内部手続きの整備
・インドネシア語による個人情報保有者（本人）に対する個人情報の扱いに係る同意
取り付け
・目的による個人情報収集の制限
・個人情報の秘匿、個人情報の変更に関して本人に対するオプションの提供
・個人情報収集に際しての本人からの同意の取り付け
・個人情報の正確さの検証
・個人情報収集に際しての互換可能かつ合法的な電子システムやソフトウェアの使用
・貯蔵する個人データの暗号化
・インドネシア国内におけるデータセンター、災害回復センターの設置
・個人情報の公開、移送、放送、公表に際しての本人合意とりつけおよび正確性の検
証
・インドネシア国外への個人データの移送に際して MOCI または関連機関との事前調
整
・法執行者の有効な要求に応えての個人情報の開示
・5 年経過後の個人情報の破棄
・個人情報の正確性、有効性、秘匿性、妥当性の確保
・個人情報の秘匿に支障が発生した場合の本人への通報
・電子システムの維持に係る監査報告の提出
・個人情報の保持に関する紹介先の本人に対する提供

-

個人情報保有者（本人）の権利
・個人情報の秘匿
・電子システム事業者による個人情報の秘匿に支障があった場合の MOIC に対する苦
情の提出
・個人情報の修正または改訂のためのアクセスまたは機会
・過去の個人情報へのアクセス
・電子システムからの特定の個人情報の破棄（「忘れられる権利」
）

-

個人情報使用者の義務
・個人情報の秘匿
・主目的に則した利用
・個人情報や関連書類の誤用からの保護
・使用者が保有する個人情報の誤用に対する責任

-

紛争処理
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・個人情報保護の秘匿性に係る紛争は友好的な解決のために MOIC に付託可能。
・担当官は苦情の提出から 14 業務日以内に回答。
・友好的な解決に至らない場合には法に基づき民事訴訟の申し立てが可能。
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⑤ 2017 年 8 月公表 OTT アプリケーションおよびサービスの提供に関するインドネシア
情報通信省規制案（2017 年 OTT 規制案）
（Draft Regulation of MOCI on Provision of
Over-the-Top Application and/or Content Service via the Internet）497
（規則案／2017 年 8 月公表）
2017 年 8 月に MOCI が公表した規制案であり、OTT サービスプロバイダに対する登録
義務、コンテンツ検閲の実施義務、情報提供のコールセンター設置義務、データ保存義務
等を包括的に導入するものである498499500。
パブリックヒアリングに付された規制案の仮訳501によれば、全 22 条から成る同規制の
目的は、a. 公共の利益、電気通信事業者および国益の保守、b. 国家主権ならびに経済成
長、通信の公平な分配および国家競争力の推進、c. 健全な競争環境の維持ならびに法的安
定性の推進、および d. プライバシー、正確性、費用変更の透明性およびその他の権利に
係る国民と OTT 使用者の保護を目的とするものであるとしている（第 2 条）
。
OTT サービスプロバイダについては、個人、インドネシア法人、公的機関とともに、海
外 OTT サービスプロバイダの活動も認めているが、その要件として、インドネシア国内
に恒久的な拠点または恒久的な従業員がいることを要件として課している（第 3 条 1～3
項）
。
OTT サービスプロバイダの業務形態は、a. OTT サービスのプロモーションとマーケテ
497

2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems (MOCI Regulation 20),
報道ベースでは、
2017 年 9 月 26 日、
国際電気通信機構（ITU）
Telecom World で Rudiantara
情報通信大臣が年内にも発効予定であることを公表している。Gov't to Release
'Over-The-Top' Regulation This Year: Minister, Jakarta Globe, September 27, 2017,
http://jakartaglobe.id/business/govt-release-top-regulation-year-minister/ （最終アクセス 2018 年
1 月 9 日）
。
499
本節後述のとおり、USTR は 2017 年版外国貿易障壁報告書において、2016 年公表の回
付文書について指摘しているが、その後、「2017 年版改訂案」が発出されたとの弁護士事
務所による情報がある。Backer McKenzi, The Indonesian Government Resumes Discussions on
Over-The-Top Regulation, 29 August 2017,
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/08/the-indonesian-government/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 27 日）
500
本規制案が発効すれば、これに基づき OTT サービスプロバイダに対して免許取得義務
等が課されることになる。ただし、既存の 2012 年電子システム及び電子取引に関するイ
ンドネシア共和国政府規則（レギュレーション 82）を含む法規制との関係で新規の義務が
どの程度課されることになるかは法的、実務的な検討が必要である。
501
いずれもインドネシア政府による公式訳ではないが、米国非営利団体 Electronic Frontier
Foundation による解説と英訳、An Over-The-Top Approach to Internet Regulation in Developing
Countries,
https://www.eff.org/deeplinks/2017/10/over-top-approach-internet-regulation-developing-countries
（最終アクセス 2018 年 1 月 9 日）
、
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/ICT/2017/O
TT_Public_Hearing/ApplicationandContentServiceMinisterRegulationDraftFinal002.pdf （最終ア
クセス 2018 年 1 月 9 日）がある。
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ィング、b. 宣伝、c. 顧客情報の収集、および／または d. OTT サービスを通じた電子的移
送であるとし、サービス提供内容の透明性を義務付けている（第 3 条 4、5 項）。OTT サー
ビスプロバイダは、インドネシア政府に申請を行わねばならず、その際に、納税者番号の
写し、OTT サービスの内容および情報照会センターを示す書類を添付しなければならない
（第 4 条）
。
OTT サービスプロバイダは、次の分野の法規制に従わなければならない。独占および不
公正取引の禁止、貿易、消費者保護、知的財産権、放送、映画、広告、反わいせつ、反テ
ロリズム、税制、運輸・ロジスティクス、旅行・ホスピタリティ、金融、健康およびその
他。また、データ保護およびデータプライバシーの遵守、コンテンツフィルタリングおよ
び検閲メカニズムの実施、国家支払ゲートウェイの使用502、法執行者の査察に対するアク
セスの提供、サービスの使用に対するインドネシア語による情報やガイドの提供、大臣の
要請に応えての情報やデータの提供（第 5 条）。OTT サービスプロバイダがコンテンツを
直接提供しない場合には、OTT サービスプロバイダはコンテンツ提供者に第 5 条の義務を
遵守するよう周知しなければならない（第 6 条）
。OTT プロバイダは、インドネシアで事
業活動を行うに際し、契約の締結、インドネシアにおける口座の開設、内部の法務サービ
スおよび情報照会センターの提供を行う義務を負う（第 7 条）。情報照会センターは消費
者の問い合わせや苦情にこたえる窓口であり、回答期限を 2 日以内と明示的に規定してい
る（第 8 条）
。また、OTT プロバイダは最低 3 か月、取引やデータトラフィックの記録を
保存しなければならず、法規制に基づく法執行者の法定手続きに対しては法定手続きが継
続する限り情報を保守、提供しなければならない（第 9 条）
。
OTT サービスプロバイダおよび海外 OTT サービスプロバイダは電気通信事業者および
海外電気通信事業者と協力することができ、協力協定締結後 30 日以内に大臣に報告しな
ければならない（第 10 条）
。
消費者は OTT サービスプロバイダの過失による損害の回復を求める権利を有する
（第
11 条）
。
同規制の監視と管理は大臣が実施し、その紛争の解決にあたる（第 12 条）。OTT サービ
スプロバイダは、大臣に対して、少なくともインドネシアにおけるユーザー数とサービス
トラフィックの統計を含む年次報告書を提出しなければならない。同報告の詳細は別途大
臣が規定する（第 13 条）
。
大臣はインドネシアにおける OTT サービスプロバイダに係る政策を決定するための国
家フォーラムを設置し得る。同フォーラムは政府代表者および国民の代表である実務者、
学識者および／または団体から成り、独占的活動や競争の阻害、貿易、消費者保護、知的
502

2017 年 12 月にインドネシア銀行がサービスを開始。Bank Indonesia launches national
payment gateway, Jakarta Post, December 4, 2017,
http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/04/bank-indonesia-launches-national-payment-gatew
ay.html （最終アクセス 2018 年 1 月 9 日）
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財産権等の分野を放送、映画、広告、反わいせつ、反テロリズム、税制、運輸・ロジステ
ィクス、旅行・ホスピタリティ、金融、健康および通信・情報を含む分野における専門家
から成り（第 14 条）
、政策の立案にかかる検討、OTT サービスプロバイダ義務の監視支援、
OTT サービスプロバイダと消費者等の紛争における仲裁の実施、国際活動への参加等を行
う（第 15 条）とともに、OTT サービスプロバイダの義務違反を監視し、制裁に関して大
臣に意見を提出する（第 16 条）
。意思決定は総会において実施し、コンセンサスに至らな
い場合には多数決とする（第 17 条）。違反に対する制裁は大臣令により別途定め（第 18
条）
、
OTT サービスプロバイダおよび電気通信事業者に対する制裁は法規制に従う
（第 19、
20 条）
。
経過期間は発効後 1 年とし、OTT サービスプロバイダは期間内に同規制の義務に整合的
な体制をとる義務を負う（第 21 条）
。同規制は公表日に発効する（第 22 条）。
投資
⑥ 大統領規則 2016 年第 44 号により統治されるネガティブ投資リスト（DNI）
（Negative
Investment List (DNI), as governed by Presidential Regulation No. 44 of 2016）503
（大統領規則の一部／2016 年 5 月 12 日発効）
大統領規則 2014 年第 39 号504505506に代替するものである。インドネシアにおいては、投
資法に基づき外国企業の投資を禁止し、または制限を課す分野についてはネガティブリス
トで明らかにされている。2014 年のネガティブリストにおいては、また、
「11．通信・情
報分野」の下、インターネットサービスプロバイダ、データコミュニケーションシステム
サービス、インターネット相互接続が含まれる「電気通信サービス」に関し、49%の外資
出資比率規制が課せられている。また、映画作成、配信分野は 100％インドネシア資本に
限定されている。
金融
⑦ 2014 年電子マネー業務に関するインドネシア銀行通達書簡第 16 号（Circular Letter of
503

BKPM, Indonesia
government, Negative Investment List,
http://www.bkpm.go.id/en/investment-procedures/negative-investment-list （最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
504
インドネシア銀行
http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_161114.aspx
（インドネシア語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
505
Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2014 on List of Business
Fields closed to Investment and Business Field Open, with conditions, to Investment, P.82,
https://www.iesingapore.gov.sg/~/media/IE%20Singapore/Files/Venture%20Overseas/Browse%20
By%20Market/Indonesia/Indonesia%20Negative%20Investment%20List_2014.pdf （最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 11 日）
506
Id. P.73.
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Bank Indonesia No. 16/11/DKSP Year 2014 regarding E-money Operation）507
（インドネシア銀行規則／2014 年 6 月 22 日）
2009 年の電子マネーに関するインドネシア銀行規制（BI Regulation No.11/12/PBI/2009）
を改正する通達書簡である508。
主な内容は以下のとおりである。
-

電子マネー発行者のライセンス取得義務と申請方法

-

電子マネーの価値の上限

-

電子マネー発行者の報告義務

-

電子マネー発行者の協力先（インフラ提供者、現金引き出し施設提供者等）
なお、通達書簡の附属書には、電子マネー業務の実施にあたっては、インドネシア国内

にデータセンターおよび災害回復センターを設置しなければならないと規定されている
509

。

⑧ 2013 年金融消費者保護に関する金融サービス当局規則 07 号（Financial Services
Authority (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) Regulation No 1/POJK.07/2013 regarding
Financial Consumer Protection）510511
（金融当局規則／2013 年 7 月 16 日公布）
金融サービス当局による金融サービスにおける消費者情報保護に係る規制。第 31 条
において、金融サービス提供者は本人の文書による合意なしに第三者に顧客データや除
法を公開してはならないことを規定している。
電気通信
⑨ 1999 年電気通信法（Law No 36 of 1999 regarding Telecommunications
(Telecommunications Law)）512513
507

インドネシア銀行
http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_161114.aspx
（インドネシア語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
508
Legal Alaert, SSEK Indonesian Legal Consultant, August 2014,
http://blog.ssek.com/wp-content/uploads/2014/10/Legal-Alert-August-2014.pdf （最終アクセス
日：2018 年 1 月 11 日）
509
ECIPE 調査
510
OJK, POJK Nomor 1/POJK.07/2013,
http://www.ojk.go.id/en/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/
OJK-Regulation-Concerning-Consumer-Protection-in-Financial-Services-Sector.aspx （インドネ
シア語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
511
Legal Alaert, SSEK Indonesian Legal Consultant, August 2014,
http://blog.ssek.com/wp-content/uploads/2014/10/Legal-Alert-August-2014.pdf （最終アクセス
日：2018 年 1 月 11 日）
512
Department of Communications, Law of the Republic Indonesia No. 36 of 1999 regarding
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（法律／1999 年 9 月 8 日公布、2000 年 9 月 8 日発効）
第 42 条において、電気通信ネットワークを通じた情報移送における盗聴を禁止してい
る。電気通信事業者に対し、サービス利用者が移送または受信する情報における秘匿を
確保する義務を課している。

【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書514において次の点を指摘している
-

レギュレーション 82 第 17 条におけるデータセンターおよび災害回復センターのイン
ドネシア国内設置義務の対象である「公共サービスプロバイダ」の定義が広範すぎる。

-

インドネシア銀行および金融サービス当局も同様に金融サービス分野においてデータ
センターおよび災害回復センターのインドネシア国内設置義務を課している。

-

インドネシアは 2017 年に情報保護についてデータローカライゼーションに関するさ
らなる規制を課す可能性があり、米国企業はこうした現地データセンター設置要求が
越境データ移動の阻害要因となることを懸念するとともに、インドネシアにおけるデ
ータ流通のコストを押し上げることから中小企業の事業活動の阻害要因となるものと
考える。

-

インターネットサービスに関しては、2016 年 11 月公表の第 14 次経済改革パッケージ
におけるインターネットロードマップに示された規制515とともに、2016 年 3 月に通信
情報省が公表した OTT 規制に関する回付文書516がいずれも海外電子商取引企業の展

Telecommunications,
http://www.postel.go.id/content/EN/regulasi/telecommunication/uu/law36-1999.pdf （インドネシ
ア政府による英訳）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
513
Legal Alaert, SSEK Indonesian Legal Consultant, August 2014,
http://blog.ssek.com/wp-content/uploads/2014/10/Legal-Alert-August-2014.pdf （最終アクセス
日：2018 年 1 月 11 日）
514
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, P.236,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 11 日）
515
インドネシア政府は 2016 年 11 月に、第 14 次経済改革パッケージを公表し、そのなか
で電子商取引やインターネット等が大きく取り上げられているとの民間情報提供機関に
よる発表がある。Global business guide, Indonesa, Business Updates | Indonesia’s 14th Economic
Policy Package to Kick-Start E-Commerce Industry, 14, November 2016,
http://www.gbgindonesia.com/en/main/business_updates/2016/indonesia_s_14th_economic_policy
_package_to_kick_start_e_commerce_industry_11682.php （最終アクセス日：2018 年 2 月 27
日）
516
2016 年公表の本回付文書以降、本文⑤として記載した「2017 年 8 月公表 OTT アプリ
ケーションおよびサービスの提供に関するインドネシア情報通信省規制案（2017 年 OTT
規制案）
」が発出された。これは「2017 年版規制案」と称されるとの弁護士事務所による
情報がある。Backer McKenzi, The Indonesian Government Resumes Discussions on
201

開を阻害するものである。
なお、欧州委員会による市場アクセスデータベース517においてはインドネシアのデジ
タル貿易に関連する障壁は登録されていない。

参考資料
Data protection in Indonesia: overview by Denny Rahmansyah and Saprita Tahir, SSEK Legal
Consultants, Thomson Reuters Practical Law,
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-583-2387?transitionType=Default&contextData=(sc.
Default)&firstPage=true&bhcp=1 （最終アクセス日：2017 年 12 月 25 日）
https://content.next.westlaw.com/4-583-2387?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&
__lrTS=20180116120147301+-+a1014877&firstPage=true&bhcp=1（最終アクセス日：2018 年
1 月 11 日）
Indonesia Data Protection 2017, International Comparative Legal Guides,
https://iclg.com/practice-areas/data-protection/data-protection-2017/indonesia（最終アクセス日：
2017 年 12 月 27 日）

Over-The-Top Regulation, 29 August 2017,
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/08/the-indonesian-government/（最
終アクセス日：2018 年 2 月 27 日）
517
EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセス
日：2018 年 1 月 11 日）
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３-１４ ベトナム518
ベトナムにおける情報の流通に係る規制は、特に安全保障・サイバーセキュリティ分野
において多く見受けられる。2008 年のスパム対策に関する政令 90/2008/ND-CP（後述⑥）
において電子メール広告提供事業者及びインターネットベースのテキストメッセージサ
ービス提供事業者に対して、ベトナム国内へのサーバの設置を要求している。
さらに、ベトナムの情報流通に係る主要規制の一つである政令第 72 号/2013/ND-CP（後
述③）が 2013 年に制定された。本政令は、インターネット、個人ウェブサイトや SNS、
情報集約ウェブサイト、携帯通信を含むネットワーク上の情報コンテンツサービス、オン
ラインゲーム等、情報通信に係る広範な対象における情報の管理や利用に係る規定を定め
ている。規定の内容の特徴としては、ベトナム国内へのサーバ設置要求（情報集約ウェブ
サイト、SNS、携帯通信ネットワーク上の情報コンテンツサービス、オンラインゲームサ
ービス等を対象）
、情報保存義務（情報集約ウェブサイト等を対象）、利用者の個人情報登
録義務（SNS 等を対象）
、要求があった場合の管理監督機関への情報提供（インターネッ
トサービス、SNS 等を対象）といった、情報流通の障壁となり得る内容を定めている。
2016 年には、ネットワーク情報セキュリティ法 86/2015/QH13（後述④）が施行された。
本法令は、情報セキュリティに関して、個人情報の保護や国家重要情報の取扱いを規定し、
またテロ等に対する取り組みも定める他、民間の暗号化や暗号化機器の取扱いにおけるラ
イセンス取得義務、ネットワーク情報セキュリティ標準、ネットワーク情報セキュリティ
に関する事業及び製品へのライセンス、輸入規制等の規制を定めている。それらの規制の
実施規則である政令が複数・同時期に施行されており、本法令・政令・通達を合わせて包
括的にベトナムのサイバーセキュリティに関する規制を定めている。
ネットワーク情報セキュリティ法と一部重複した形で、さらに 2017 年 6 月にはサイバ
ーセキュリティ法案（後述⑤）が公表され、パブリックコメントの募集がおこなわれた。
本法令は、サイバーセキュリティの規格や認証を導入しており、特に国家安全保護に係る
システムや政府機関において利用されるネットワーク製品・サービスについて、新たに定
められる国家規格への適合を義務化している。また、ベトナムにおいて通信・インターネ
ットサービスを提供する外国企業に対しベトナム人利用者に関するデータの管理サーバ
をベトナム国内に設置することを求めている。他にも、インターネットサービスプロバイ
ダに対するセーフハーバーの不承認等が定められている。なお、このサイバーセキュリテ
ィ 法 案 と 一 部 内 容 が 重 複 す る 形 で 、 既 に 2015 年 に は ネ ッ ト ワ ー ク 情 報 保 護 法
518

ベトナムにおいては、英語による一次情報が限られていることから、二次情報に依ら
ざるを得ない法令・措置も多く、詳細まで把握できないものについては可能な範囲での記
載としている。なお、本表に記載している法規制情報の件数が少ないことは、情報入手が
困難であることが理由であり、デジタル貿易に関わる法規制による、または実務上の制限
が少ないことを意味するわけではない。
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86/2015/QH13 が定められているが、サイバーセキュリティ法案における規制はより厳格に
なっている。
ベトナムにおいては、個人情報の保護に係る規定も複数存在しており、既述の政令に加
えて、2006 年に IT に関する法令 67/2006/QH11（後述①）が定められている。ネットワー
ク環境における個人情報の収集、プロセッシング、利用について、特別の定めがある場合
を除き本人の同意の取得を義務化し、取得した情報の適切な管理や、情報の主体からの要
求に応じた個人情報の修正や削除等の迅速な対処、法に定められた場合及び同意があった
場合を除く第三者への個人情報の供給の禁止を定めている。
なお、ベトナムの知的財産制度は 2005 年の知的財産法 50/2005（後述②）によって定め
られているが、本法令ではフェアユース規定等は定められておらず、産業界からは複製に
ついての適切な制限規定が依然として求められている。
（参考）ベトナムの法体系519
ベトナムの法制度において、法律（law）は国会において決定される憲法に次ぐ上位規
則である。次に、政令（decree）は政府により定められるが、法律等上位類型の施行細則
を定める、又は緊急に規則が必要な場合に制定されるものの二種類がある。通達（circular）
は各省庁により政令や法律に基づき制定される。
主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 デジタル貿易に関連する主な法規制等（ベトナム）
措置の目的・分野等

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置

プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）
知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持
安全保障・サイバーセキ
ュリティ

①法令第 67 号/2006/QH11
③政令第 72 号/2013/ND-CP
④法令 86/2015/QH13

公序良俗
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投
資管理

③政令第 72 号/2013/ND-CP

519

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
③政令第 72 号/2013/ND-CP
④法令 86/2015/QH13
②知的財産法 50/2005

③政令第 72 号/2013/ND-CP
④法令 86/2015/QH13

③政令第 72 号/2013/ND-CP
⑤サイバーセキュリティ法案
④法令 86/2015/QH13
③政令第 72 号/2013/ND-CP
⑤サイバーセキュリティ法案

法務省 ICD NEWS 第 8 号 2003 年 3 月号、河津慎介「研究報告『ヴィエトナムにおけ
る立法制度とその限界について』
」http://www.moj.go.jp/content/000010271.pdf （最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 25 日）
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関税・数量制限・輸入禁
止

④法令 86/2015/QH13

④法令 86/2015/QH13

基準認証／暗号

④法令 86/2015/QH13
⑤サイバーセキュリティ法案

④法令 86/2015/QH13
⑤サイバーセキュリティ法案

①法令第 67 号/2006/QH11
③政令第 72 号/2013/ND-CP
④法令 86/2015/QH13

⑥政令 90/2008/ND-CP
③政令第 72 号/2013/ND-CP
④法令 86/2015/QH13
⑤サイバーセキュリティ法案

金融
電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）
政府・公的機関が保有する情報に関する措置

①IT に関する法令 67/2006/QH11 （Law on Information Technology No. 67/2006/QH11）520
（法律／2006 年 6 月 29 日制定、2007 年 1 月 1 日施行）
本 IT に関する法令及びベトナム民法は、ネットワーク環境における個人情報の管理に
ついて規定している。第 20 条は、1 項で所管官庁はデジタル情報の監視・監督を行い、デ
ジタル情報の移転や保存における法律違反を調査すると定めている。但し同条 2 項におい
て、情報化の推進に従事する組織又は個人は、所轄官庁の要求がある場合を除き、他の組
織及び個人のデジタル情報の監視・監督や、他の組織及び個人によりなされた法律違反の
調査について責任を負わないとしている。
また、第 21 条 1 項は、ネットワーク環境における個人情報の収集、プロセッシング、
利用について、特別の定めがある場合を除き本人の同意の取得を義務化している。同条 2
項は他人の個人情報を収集、プロセッシング、利用する組織又は個人は、その収集、プロ
セッシング、利用の形式、範囲、場所及び目的を伝えなければならないとしている(a)。さ
らに同項は、当該個人情報を適切な目的の下で法律に定められた又は当事者間で合意され
た期間のみの保存(b)、情報の損失、盗難、開示、修正、破損等を防ぐための管理(c)、情報
の再調査・修正・キャンセルの要求があった場合の適切な対応(d)を義務としている。
加えて、第 22 条では、個人は自己の個人情報を保存するネットワーク環境に対し、そ
の情報の調査、修正、キャンセルを要求することができるとし、法に定められた場合及び
同意があった場合を除き個人情報を第三者に供給することを禁じている。そして、個人情
520

Ministry of Justice “Law On information technology”
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=4761
（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
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報の供給において法律違反があった場合、個人は賠償を請求するこができると定めている。
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②知的財産法 50/2005（Intellectual Property Law 50/2005）521
(法律／2005 年 11 月 29 日制定、2006 年 7 月 2 日施行)
ベトナムには、フェアユースのような明示的な著作権の例外は定められていない。その
一方で、本法令の第 25 条は、公開された作品の利用について許可や使用料や報酬の支払
いが必要でない場合を定めている。そのような利用は、主に個人の学術研究及び講義に限
り認められており（1 項）
、利用者は著者の名前、作品の情報源と出所を示さなければなら
ず、そのような作品の通常の利用に影響を及ぼしてはいけないとしている（2 項）
。さらに、
これらの規定は建築、ファインアート作品、コンピュータプログラムには適用されないと
している（3 項）
。
③2013 年 7 月 15 日のインターネットサービス及びオンライン情報の管理、規定、利用に
係る政令第 72 号/2013/ND-CP（Decree No.72/2013/ND-CP of July 15, 2013, on the
management, provision and use of Internet services and online information）522
（政令／2013 年 7 月 15 日公布、2013 年 9 月 1 日施行）
本政令は、ベトナムにおけるインターネットを総合的に規定する法令であり、以下の 6
つの章からなる。
本政令の目的について、第 1 章「一般原則」第 4 条は、経済・社会活動におけるインタ
ーネットの活用促進、ベトナム語のコンテンツやアプリケーションの開発の促進、国内の
ブロードバンドインフラの開発、ベトナムドメインネーム（.vn）の奨励・促進、国際協調
の促進等を挙げている。
第 2 章はインターネットサービス及びインターネットリソースの管理、規定、利用につ
いて規定している。第 11 条はインターネット接続に関連して、インターネットサービス
プロバイダによる国際的なネットワークへの直接接続を認め、またベトナム情報通信省に
より設置されたベトナムインターネットネットワーク情報センターのインターネットエ
クスチェンジポイント（Vietnam National Internet exchange; VNIX）について定めている。
この点について、実際にはベトナム企業はインターネットサービスプロバイダとして運営
することができるが、国有企業のみがオンラインサービスプロバイダー又はインターネッ
トエクスチェンジプロバイダーとなることができるという指摘もある523。また、第 19 条 4
521

Ministry of Culture, Sports and Tourism, Copyright Office of Vietnam “Intellectual Property
Law”
http://www.cov.gov.vn/cbqen/index.php?option=com_content&view=article&id=640&Itemid=75
（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
522
Vietnam Internet Network Information Center (Ministry of Information and Communications),
“Decree No. 72/2013/ND-CP of July 15, 2013, on the management, provision and use of Internet
services and online information”
https://www.vnnic.vn/en/about/legaldocs/decree-no-72-2013-nd-cp-july-15-2013-management-pro
vision-and-use-internet?lang=en （最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
523
Open Net Initiative, “Country Profile; Vietnam” (2012 August 7th)
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項は、
「インターネットリソースを利用する組織及び個人は、政府の管理監督機関の要求
があった場合には、情報を提供し協力をしなければならない」としている。
第 3 章はオンライン情報の管理、規定、利用を規定している。特に、第 20 条 4 項は、
個人のウェブサイトを「個人により設置された、又は SNS を介して設置されたウェブサ
イトで、自身の情報を交換するためのものであって、その他の機関や個人を代表したり、
集約された情報（aggregated information）を提供するものではない」と限定的に定義して
いる。
同章の第 2 部では、特筆すべき規定として、第 24 条 2 項において、情報の検査、保存、
管轄官庁の規定、またサービスについての消費者の苦情解決のため、情報集約ウェブサイ
トを設置する組織と企業は、最低一つのサーバをベトナム国内に設置しなければならない
としている。また、第 24 条 6 項は情報集約ウェブサイトの設置主体に対し、投稿された
日から最低 90 日間の投稿情報の保存義務を定めている。加えて、第 25 条 6 項は、SNS 設
置主体に対し、禁止行為を定めた同法令第 5 条に違反した情報の削除やアクセス遮断につ
いて所轄官庁と協力することを定めている。この第 5 条の禁止行為は、反政府的行動や、
国家の安全と社会の秩序を乱す行為、プロパガンダ、わいせつ行為の伝達、ポルノ、国家
の伝統と文化の侵害、組織や個人を攻撃する情報の提供、禁止された商品・サービス・新
聞・作品・出版物の広告、等を含んでいる。また、第 25 条 8 項は、SNS 設置組織及び企
業に対し、情報の検査、保存、管轄官庁の規定、またサービスについての消費者の苦情解
決のために最低一つのサーバをベトナム国内に設置しなければならないとしている。さら
に、第 25 条 9 項は、情報通信省の規則に従い SNS を設置する組織及び企業は、個人ウェ
ブサイト設置者及びその他の SNS 上の情報提供者の個人情報を登録、保存、管理する義
務があるとしており、個人情報を充分かつ正確に提供した者のみが個人ウェブサイトを設
置したり、SNS 上で情報提供をすることができるとしている。ここでいう個人情報とは、
同法令 3 条によれば、名前、年齢、住所、ID カード番号、電話番号、メールアドレス、そ
の他法令により定められた個人の特定に係る情報を意味するとしている。
続いて、第 3 部のうち、第 28 条 2 項は、携帯通信ネットワーク上の情報コンテンツサ
ービス提供者は、情報の検査、保存、管轄官庁の規定、またサービスについての消費者の
苦情解決のために最低一つのサーバをベトナム国内に設置しなければならないとしてい
る。
第 4 章はオンラインゲームの管理について定めており、第 34 条 2 項は、オンラインゲ
ームサービスプロバイダーは、情報の検査、保存、管轄官庁の規定、またサービスについ
ての消費者の苦情解決のために最低一つのサーバをベトナム国内に設置しなければなら
ないとしている。
また、第 5 章は情報の安全性とセキュリティの保証、第 6 章は、実施規定をそれぞれ定
https://opennet.net/research/profiles/vietnam

（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
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めている。


ウェブサイトおよび SNS の管理、提供、利用に関する通達 09/2014/TT-BTTT

（Circular 09/2014/TT-BTTT on management, provision and usage of information of
websites and social networks）524
（通達／2014 年 8 月 19 日公布、2014 年 10 月 3 日施行）
本通達は、前述の法令 72 号に準ずる規則であり、特に一般ウェブサイト及び SNS の設
置許可の条件や手順を詳細に述べた実施規則である。以下に、各条項の見出しを挙げる。
第 1 条 調整範囲及び適用対象
第 2 条 一般規定
第 3 条 一般ウェブサイト及び SNS の設置許可において法令 72 号第 23 条第 5 項 b に規
定される人員の条件
第 4 条 一般ウェブサイト及び SNS の設置許可において法令 72 号第 23 条第 5 項 d に規
定される財務及び技術条件
第 5 条 一般ウェブサイト及び SNS の設置許可において法令 72 号第 23 条第 5 項 c、e
に規定される情報およびドメインネームの管理に関する条件
第 6 条 一般ウェブサイト及び SNS 設置許可の申請書類
第 7 条 一般ウェブサイト及び SNS 設置許可の能力、プロセス、手順
第 8 条 一般ウェブサイト及び SNS 設置許可の改正、補充、延長、再許可
第 9 条 報告制度
第 10 条 ウェブサイト及び SNS 上の情報の管理、提供及び利用の過程での書類の発行
第 11 条 有効性
本通達は、特に政令第 72 号/2013/ND-CP 第 23 条 5 項に定められた、一般ウェブサイト
及び SNS 設置時のライセンス取得の詳細を定めている。本通達の第 4 条は、ライセンス
取得のための技術的要件として、一般ウェブサイトは投稿後 90 日間の情報保存義務及び 2
年間のプロセッシング記録保持、また SNS については 2 年間アカウントログイン、ログ
アウト、利用者の IP アドレス、投稿情報のプロセッシングの記録の保存義務を課してい
る。第 6 条では、ライセンス申請時に提出すべき情報を定め、また第 7 条において申請手
続きを定めている。


2013 年 7 月 15 日のインターネットサービス及びオンライン情報の管理、規定、
利用に係る政令第 72 号/2013/ND-CP の改正案（Draft Decree Amending Decree

524

Ministry of Information and Communication, “Circular No. 09/2014/TT-BTTTT Detailing
management, provision and use of information on websites and social networks”
http://mic.gov.vn/Pages/vanban/chitietvanban.aspx?IDVB=11323 （最終アクセス日：2018 年 1
月 25 日）
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No.72/2013/ND-CP of July 15, 2013, on the management, provision and use of
Internet services and online information）525
（政令（案）／2016 年 10 月 17 日に公開）
本改正案は、前述の情報流通に係る規制をさらに強化する内容を含んでいる。産業界等
から問題であると指摘された規制内容の一部を以下に概説する526。
第 23 条ｃ2 項は、情報集約ウェブサイトや SNS について、情報プロセッシングのロ
グや IT アドレス等のより詳細な情報を最低 2 年間保存する旨を定めている。また、情
報集約ウェブサイト、SNS、オンラインゲームにおいて利用者を識別する個人情報の登
録を定めている（第 23 条 c3 項 a 及び dd、第 32 条 b1 項 a）。さらに、本政令に違反す
るコンテンツは、自己で発見又は管轄省庁の要求を受けてから 3 時間以内に削除する
義務を課している（第 23 条 d1 項 c)）
。またオンラインゲームサービスについて、海外
提供事業者に対する現地オフィス設置要求（第 33 条 1 項及び 3 項）や、オンラインゲ
ームの支払管理システムの国内設置及び国内支払支援サービス事業者の利用が義務付
けられている（第 32b 条、第 33 条 1.b/5.a）
。
④ネットワーク情報セキュリティ法 86/2015/QH13（Law on Network Information Security）
527

（法律／2015 年 11 月 19 日公布、2016 年 7 月 1 日施行）
本法令は、ネットワーク情報セキュリティに関する規則であり、ネットワーク情報セキ
ュリティに従事・関係する国内外の主体に適用される。主な内容として、情報セキュリテ
ィに関する一般的な原則（Section1)、個人情報の保護(Section2)、国家重要情報に係る規則
(Section3)、テロ等に対する取り組み(Section4)、
（国家機密を除く）民間の暗号化や暗号化
機器の取扱いにおけるライセンス取得義務(Chapter3)、ネットワーク情報セキュリティ標準
(Cahpter5)、ネットワーク情報セキュリティに関する事業及び製品へのライセンス(Chapter6
Section1)、輸入規制(Chapter6 Section2)等がある。
特に個人情報の保護については、組織及び個人は、個人情報の保護に関してネットワー
ク情報セキュリティの技術標準に従って、個人情報の収集・保存をおこなうための適切な
525

ベトナム政府ウェブサイト上では、本法案内容はベトナム語・英語どちらにおいても
公開されていないため、政令の条文内容については産業界からの本政令案に関する意見書
を参照している。
526
Asia Internet Coalition “Re: Formal comments on the Draft Decree Amending Decree 72 on
the Management, Provision and Use of Internet Services and Information Content Online (Decree
72/2013-ND-CP)
https://www.aicasia.org/wp-content/uploads/2016/11/AIC-Comments-on-Decree-Amending-Decre
e-72-2016_10_17.pdf
（最終アクセス日：2018 年 1 月 30 日）
527
Ministry of Information and Communication “Law on Network Information Security”
http://english.mic.gov.vn/Upload/VanBan/Law-on-Network-Information-Security-16-05-30.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 2 日）
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技術的手法を講ずることが求められる（第 19 条 1 項）。また、必要な場合には事前の通告
なく個人情報を取り扱う組織や企業の検査を行うことができる（第 20 条 2 項）。
また、民間の暗号製品・サービを扱う取引事業者について、事業者は事業ライセンスを
取得しなければならない（第 31 条）
。事業ライセンスは、国防省の管轄の下で、政府暗号
委員会に申請をおこなうことと定められている（第 32 条）。
ネットワーク情報セキュリティの標準に関して、民間の暗号化製品・サービスについて
は国防省大臣が国家標準を作成し、関連省庁とともにその標準の実施、管理等を進める（第
38 条 7 項）
。民間の暗号化製品・サービスを除いたネットワーク情報セキュリティ標準に
ついては、情報コミュニケーション省が国家標準を作成し、公表、管理等をおこなう（第
38 条 6 項）
。
第 6 章に述べられるネットワーク情報セキュリティ取引事業者に対するライセンス要求
等の具体的な内容は、本法令と同日に制定・施行された以下の政令によって具体的な施行
規則が定められている。


政令 58/2016/ND-CP528

（政令／2016 年 7 月 1 日制定、及び施行）
ネットワーク情報セキュリティ法の下で制定された本政令は、事業ライセンスの必要な
民間暗号製品・サービスについて定めている。以下に概要をあげる529。
事業ライセンスが求められる暗号化製品リストには、暗号キー生成のための暗号製品、
PKI システムの保護のための暗号化製品、様々な種類のデータを保護する暗号製品（オン
ラインデータ移転、IP ストリーム及びチャネル、アナログ及びデジタル音声データ、無線
伝送機器、ファックス、テレックス等）が含まれる。一方で、暗号が埋め込まれた（暗号
機能が製品の主要機能ではない）場合、一般市民に用いられる場合、供給者のサポートな
く利用者がインストールできる場合の、オペレーティングシステム、インターネットブラ
ウザ、集積回路及びソフトウェアアプリケーションには事業ライセンスは要求されない。
同様に、一般市民に用いられる場合及び、暗号が、埋め込まれた製品の主要機能ではない
場合のノート PC、スマートフォン、DVD プレイヤー、デジタルカメラ等の IT 製品やそ
の他の電子製品も、ライセンスは必要とされない。
また、サービスについては、民間暗号製品を用いた情報セキュリティサービス、民間暗
号製品の試験・評価のためのサービス、民間暗号製品を用いた情報セキュリティコンサル

528

本政令の公的な英訳は公開されていないため、下記の二次情報を参照した。
Baker and McKenzie, “Client Alert, Draft Decree on Civil Encryption Products and Services”
（2016 July）
http://f.datasrvr.com/fr1/116/27882/Client_Alert_-_Draft_Decree_on_Civil_Encryption_Products_
and_Services.pdf (最終アクセス日：2018 年 2 月 24 日)
529
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ティングサービスが事業ライセンス取得の対象となる。
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政令 108/2016/ND-CP530

（政令／2016 年 7 月 1 日制定、及び施行）
本政令はネットワーク情報セキュリティ法の下で制定され、民間の暗号製品・サービ
ス以外のネットワーク情報セキュリティ製品・サービスのライセンス申請手続きに関し
て定めている。この政令の下で情報コミュニケーション省は具体的にライセンスが要求
される製品・サービス及び申請プロセスを定めており、以下にその一部概要をあげる531。
輸入許可を必要とするネットワーク情報セキュリティ製品の分類の概要は以下の 3 つで
ある。
(i) サイバー情報セキュリティ検証・評価製品
情報セキュリティシステムの脆弱性と弱点を探知し、リスク評価を提供する目的で、ア
ーキテクチャや情報システムの状態、ログデータをスキャン及び分析する機能を有する
ハード及びソフトウェア。
(ii) サイバー情報セキュリティの監視製品
情報システム上で移送されたデータを監視・分析し、リアルタイムでログデータを収
集・分析して、情報セキュリティシステムを危険にさらし得る通常の事象についてアラ
ートを提供する機能を有するハードウェア及びソフトウェア。
(iii)対攻撃及び対命令製品
情報システムへの攻撃又は潜入を阻止する機能を有するハードウェア及びソフトウェ
ア。
本政令は、情報通信省の下に情報セキュリティ権限を認め、申請書類の評価や輸入許
可を発行する権限を認めている。申請書類の含むべき事項は、申請書、CIS 製品及びサ
ービス取引のための事業ライセンス認証のコピー、輸入者により認証された CIS 製品仕
様書のコピー、輸入 CIS 製品の名称、表記および数量を含む商用請求書の認証コピー、
輸入された CIS 製品の名称、表記、数量および製造業者を含む商業契約書または証拠証
書、船荷証券証書、である。
管轄部署は、受領後 3 営業日以内に出願書類の有効性を申請者に決定し、通知する必
要がある。申請者は 5 日間以内に申請内容の補足・修正を行い、管轄部署は有効な申請
書類を受領後 10 日以内に輸入許可を発行する必要があり、また発行を拒否する場合に
はその理由を文書で通知しなければならない。

530

本政令の公的な英訳は公開されていないため、下記の二次情報を参照した。
Baker and MacKenzie, “Vietnam’s Law on Cyber Information Security Comes Intro
Effect”(2016 December 1)
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2016/12/products-require-import-permit/
（最終アクセス日：2018 年 2 月 2 日）
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⑤2017 年 6 月サイバーセキュリティ法案532533
（法案／2017 年 6 月 6 日公表、同年 6 月 8 日から 8 月 8 日までパブリックコメントが
募集された）
本法令はサイバーセキュリティの観点から情報流通等について包括的に規制する法案
である。1 条において、適用範囲を「サイバーセキュリティ業務、同業務展開を保障する
活動及びサーバ空間の管理・供給・使用行為、サイバーセキュリティの保護に係る責任」
等と広範に定めている（電気通信・インターネット事業全てが含有される可能性もある）
。
同法案の第 2 章はサイバーセキュリティ保護についての規定である。第 1 節は国家安全
保障を侵害するサイバー空間の使用行為に対する防止措置を定めている。特に第 9 条 2 項
は、サイバー空間に於いて、セキュリティと秩序を乱すことを先導する情報に対する取扱
いとして、記事の除去の要求や、当該情報へのアクセス遮断・除去、情報掲載するウェブ
サイト・ポータルのライセンスの一時中断、中断又は撤回等を規定している。この規定か
らは、インターネットサービスプロバイダに対するセーフハーバー措置が認められず、イ
ンターネットサービスプロバイダは利用者が投稿したコンテンツに対し責任を負うこと
を意味している。
同章の第 4 節はサイバーセキュリティの標準・技術基準、サイバーセキュリティ保護サ
ービス営業ライセンスの付与を定めている。
この中で、とりわけ第 28 条及び第 29 条 1 項、
2 項では、国は情報システム、ハードウェア、ソフトウェア、管理システム及び運用につ
いてのサイバーセキュリティ標準の制定及び、その認証・公開の取り組みを規定するとし
ており、条文上認証取得が義務化されるか否かは定かではない。一方で、第 29 条 3 項は、
国家安全保護に係る重要情報システムについて、技術規格を満たすことを義務としている。
また、第 31 条 1 項は、ネットワーク製品又はサービスについては、事前の品質検査、技
術の基準・規格適合義務、また欠陥の報告義務を定めている。さらに同条 2 項は政府機関
において使用されるネットワーク製品・サービスは、国家規格・技術企画に適合していな
ければならないとしている。
また、第 3 章では、サイバーセキュリティ活動の実施について定めている。このうち、
第 39 条はネットワーク情報セキュリティについて定め、5 項においてベトナムにおいて通
信・インターネットサービスを提供する外国企業は、事業登録証明書を有し、ベトナムに
532

公式の英訳は公開されていないため、下記ソースを参照。ベトナム日本商工会「サイ
バーセキュリティ法」
（2017 年）
http://jbav.vn/files/Taishikan/20170808-notification-from-embassy-japanese.pdf （最終アクセス
日：2017 年 1 月 25 日）
533
現地報道で、2018 年半ばに承認の見通しとの報道あり。VN express International,
Vietnam’s cyber-security bill continues to cause jitters as promoter remains non-committal
（2017.11.13）,
https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-cyber-security-bill-continues-to-cause-jitters-as-pr
omoter-remains-non-committal-3669934.html（最終アクセス日：2017 年 1 月 27 日）
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代表機関及びベトナム人利用者データ管理サーバを置き、利用者の情報や利用者のアカウ
ント情報の緊密保持を行い、違反行為を厳格に対処するとしている。
法案の内容については、産業界からも懸念が表明されており、特に本法案の第 8 条が違
法行為の処分について、行政罰または刑事責任追及、また損害の補償を定めるものの、実
際に違反があった場合に問われる刑事的責任の類型が明確に述べられていないため、過度
に活動を制限する恐れがあるといった意見が見受けられる534。
⑥スパム対策に関する政令 90/2008/ND-CP（Decree 90/2008/ND-CP dated 13 August
2008 on anti-spam）535
（政令／2008 年 8 月 13 日公布、2008 年 9 月 11 日施行）
同法は、目的を「スパムへの対抗策を提供し、関連する組織及び個人の権利及び義務を
定めること」と定めており（第 1 条）、メールやテキストメッセージサービスに関する規
則を定めている。特に第 3 章では、電子メールとテキストメッセージの交換についての規
定が定めている。とりけ、第 18 条では電子メール広告提供事業者に対して、電子メール
広告送付のためのサーバをベトナムに設置することを要求しており、さらにベトナムのド
メインネームの使用も義務付けている。また、受信者のオプトアウトをおこなうための仕
組みを設置することや、情報通信省より公布された管理コードを処理することも定めてい
る。同様に、同法第 25 条は、インターネットベースのテキストメッセージサービスの提
供者に対し、テキストメッセージ送付のためのサーバをベトナムに設置すること、さらに
ベトナムのドメインネームの使用、オプトアウトをおこなうための仕組みの設置、情報通
信省より公布された管理コードの処理を義務付けている。
【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書536において次の点を指摘している
・有料テレビ番組に関して、一つのサービスキャリアが有するチャンネルのうち、海外の
チャンネルの割合が 30％を上限にしている。また、決定 18a/2013/QD-TTG は、ベトナ
534

American Chamber of Commerce et al. “Joint Industry Comments on Draft Law on
Cybersecurity” (2017 August 8)
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/Joint-Industr
y-Submission_Vietnam-Law-on-Cybersecurity_8.7.17_Final2.pdf （最終アクセス日：2018 年
1 月 25 日）
535
Ministry of Information and Communications “Decree No. 90/2008/ND-CP dated August 13,
2008 of the Government against spam”
http://english.mic.gov.vn/Pages/VanBan/11244/90_2008_ND-CP.html（最終アクセス日：2018
年 1 月 25 日）
536
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
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ム語への翻訳やコンテンツの確認、支払等について在ベトナムの事業者を利用する旨の
規定を定めている。
・ベトナムは電気通信分野において、外資参入規制を設けており、専用ネットワークの供
給については、70%が上限とされ、設備ベースの基本的なサーバの供給は一般的に 49％、
また設備ベースでない公的な電気通信サービスについては 65%を上限としている。
・2014 年に設定されたインバウンド国際ローミングの平均関税及び規定価格に関する命
令（1469/CVT-GCKM）は、海外のオペレータへの提示価格を制限し、海外オペレータ
及びその利用事業者の競争力を妨げている。
・ベトナムは地方の電子決済産業の発展を促進するために差別的な措置を講じていると報

じられている。2016 年に 2 つの支払ネットワークが合併し National Payments Corporation
of Vietnam (NAPAS) を 設 立 し 、 実 質 的 に 銀 行 カ ー ド 市 場 を 独 占 し て い る 。 通 達
19/2016/TT-NHNN537（2016 年 6 月 30 日制定、2016 年 8 月 15 日施行）は、2018 年から
NAPAS によるクレジット取引及びデビット取引を義務化する。これにより、取引の安全

性やスピードを害するだけでなく、外資の競争力を妨げている。
・政令 181/2013/ND-CP によるオンライン広告サービスの規制について、ベトナムの事業

者による海外の広告事業者の利用への反差別的な課税の実施が報告されている。
・OTT サービスに関する法案538は 2014 年に廃止となったようであるが引き続き注視が必
要である。
・インターネットコンテンツサービスに関して、政令 72/2013/ND-CP による公序良俗目的
での利用の禁止や、その施行規則である通達 09/2014/TT-BTTT のローカルサーバ設置要
求等の規則の実施のあり方について、懸念を示している（上記③）
。
・サイバーセキュリティについて、法令 86/2015/QH13 は、その施行規則である政令
108/2016/ND-CP 及び 58/2016/ND-CP と共に、その抽象性から ICT 製品製造事業者の懸
念が示されている。
また、欧州委員会による市場アクセスデータベースでは次の点が指摘されている539。
537

本通達の内容は英語で公開されていないようである。但し、以下のベトナム法務省の
ウェブサイトにて通達の発行が公表されている。Ministry of Justice “New legal documents
come into effect as from August 2016” (2016 August 8)
http://www.moj.gov.vn/en/Pages/Activities-of-public-administrative-and-justice-reform.aspx?ItemI
D=3168 （最終アクセス日：2018 年 1 月 30 日）
538
本法案の内容や廃止になった旨の一次情報や確実な二次情報は見つからない。以下に
産業界からの意見書をあげる。
Information Technology Industry Council(ITI) and the US-ASEAN Business Council(USABC),
2015.1.6.,
http://cloud.chambermaster.com/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/ICT/2015/VietnamOTTCi
rcular-USABC-ITILetterFINAL.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 24 日）
539
EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセ
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・国内の知的財産権規制の執行が不十分で、手続きが面倒であり、効率的な通関規制がな
い。
・商業的規模での海賊行為および偽造に関する刑事措置が不明確に適用されていることを
考えると、知的財産権侵害に対する刑事訴追は予測不可能である。
・IPR 関連法（刑法および知的財産権法）に基づく新たな罰金は、違反を防止するのに十
分な抑止力ではない。
・効果的な役割を果たす専門知識を持つ熟練した職員が不足している。
・著作権侵害と偽造に関する「商業的規模」の刑事措置が不明確に適用されているため、
知的財産権侵害に対する訴追は未だに予測不可能である。
産業団体からは、特に知的財産法 50/2005（Intellectual Property Law 50/2005）
（上記⑤）
に関して、下記のような要望が挙げられている540。
・インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限の導入。
・現実に則した私的使用目的での複製の権利制限の導入。
・技術の開発又は実用化のための試験に係る複製の権利制限の導入。
・情報解析研究のための複製等にかかる権利制限の導入。
・リバースエンジニアリング目的での複製の権利制限の導入。
・機器利用時・通信課程における一時的蓄積に関する権利制限及び情報通信の技術を利用
した役務提供のための利用に関する権利制限の導入。
さらに、サイバーセキュリティ法案（上記①）についても、各種規定について、複数の
主要産業団体から批判がなされており、法案の対象範囲の広さや、ビジネスコストの増加、
WTO 協定違反、刑事罰の適用範囲の広さ、データローカライゼーションへの悪影響、民
間事業者へのインターネット活動の監視義務の負担等が批判されている541。

ス日：2018 年 2 月 21 日）
540
日本機械輸出組合 貿易・投資円滑化ビジネス協議会「『2017 年版』新規意見速報版-各
国・地域の貿易・投資上の問題点と要望-（ベトナム）」
http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou-country.html （最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
541
米国商工会議所等を含む複数の主要産業団体の共同声明：Joint Industry Comments on
Draft Law on Cybersecurity (2017 August 8)
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/Joint-Industr
y-Submission_Vietnam-Law-on-Cybersecurity_8.7.17_Final2.pdf （最終アクセス日：2018 年
1 月 30 日）
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３-１５ インド
インドにおいて、データに関連する法制度や判例は断片的に導入、蓄積されてきていた
が、包括的な法令は存在していない。
個別法において、個人情報に関するデータローカライゼーションを分野横断的に義務付
ける現行法はないが、非個人情報であるマシーン・トゥ・マシーン（M2M）や政府出資に
より収集されたデータについてはデータローカライゼーション要求を含む政策や法規制
がある。また、通信事業者に対する免許付与にあたってのデータローカライゼーション義
務、物品やサービスの在庫を保有し消費者に販売する B2C の外資電子商取引事業者に対
する参入禁止など、制限的な規制や政策が導入されている。
個人情報に関しては、電子情報技術省（Ministry of Electronics & Information Technology;
MeitY）が所管する、2000 年情報技術法および 2011 年情報技術（合理的に安全な扱いおよ
び手続きとセンシティブ個人データまたは情報）規則 2011（IT 規則）が規定している。
また、このほか、金融分野、電気通信分野、医療分野などにデータの取り扱いに関わる規
則を有する法規制が存在している。これらの法規制に、サーバ設置義務などデータローカ
ライゼーションの義務を課す規定は存在していないとしているのが、データ保護フレーム
ワークに関するホワイトペーパーの立場である。
しかしながら、法令とはなっていないものの、複数のロードマップや戦略ペーパー等に
おいてはデータローカライゼーションや内国民優遇と解される政策の方向性が示されて
いる。例えば、以下「非個人情報に係るデータローカライゼーション等を含む政策」で概
説する 2015 年国家通信 M2M ロードマップでは、M2M ネットワークの構築にあたり、イ
ンドの国内にのみ設置を認めると明示している。また、以下「クラウドサービスを巡る政
策・ガイドライン」で概説するクラウドサービスに関しては、政府調達の参加条件として
データの国内保存義務を条件とする認証の取得が実質的に義務付けられている。
また、通信事業者に対する統一ライセンス合意は、安全保障目的のために 2013 年に当
局による監査が強化されたことを受けて改訂され、当局の査察に備えるために 1 年はイン
ド国内の集約されたセンターにログデータを保管する義務を負うこととなった。これは事
実上、通信事業者に対するデータローカライゼーション義務となる。
MeitY は、2017 年 11 月にデータ保護フレームワークに関するホワイトペーパーを公表
し、2018 年 1 月末に向けてパブリックコメントを実施中である。同ホワイトペーパーは、
個人情報を対象とするものであり、データ保護の包括法に向けた意見聴取を行うものであ
り、個人情報、データ関連事業者、データの越境移動、データローカライゼーション、知
的財産等の要素を包含している。ただし、上述のとおり、同ホワイトペーパーでは、デー
タローカライゼーションがインドの法制度には導入されていないとの立場で記述され、デ
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ータローカライゼーションを含むロードマップや戦略ペーパーには言及していない。また
通信事業者に対する統一ライセンス合意については、「少なくとも過去 1 年分の通信記録
を通信省の調査のために保存しなければならない」と説明している542。
インド政府は、2014 年 5 月に就任したナレンドラ・モディ首相の下、デジタル・インデ
ィア543544、メイクインインディア545、スマート・インディア546、スタートアップ・インデ
ィア547等、様々な施策を打ち出しており、データに関連する政策は、これらと連動して説
明されている。例えば、現在、パブリックコメントを実施中のデータ保護フレームワーク
に関するホワイトペーパーにおいても、デジタル・インディアを引用しつつ、データ流通
の確保の重要性を強調している548。
（参考）インドの法体系
インドは英米法のコモンローの法体系を採用しているものの、重要な法令は成文で規定
されている549。連邦制をとっており、中央レベルと州レベルの法システムが存在する550。
中央レベルの法は、法的拘束力を持つ法（Act）
、規則（regulation）の他、省庁が公表す
るガイドライン（guideline）
、政策文書であるロードマップや戦略ペーパー、政策や法規制
の形成に向けたホワイトペーパーなどが発出されている。

542

White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , p20,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
543
Ministry of Electronics & Information Technology, Digital India,
http://www.digitalindia.gov.in/
（最終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
544
藍沢志津「モディ政権における「デジタルインド計画」について」ITU ジャーナル Vol.
45 No. 7（2015, 7）https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2015/06/2015_07-19-kaigai.pdf （最
終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
545
2014 年 9 月開始。Make in India, http://www.makeinindia.com/home （最終アクセス日：
2018 年 1 月 23 日）
546
Ministry of Human Resource Deployment,
https://www.mygov.in/task/smart-india-hackathon-2018/（最終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
547
Ministry of Commerce and Industry, Startup India, https://startupindia.gov.in/ （最終アクセス
日：2018 年 1 月 23 日）
548
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India, p.1
549
Society of Indian Law Firms, Indian Judicial system,
http://www.silf.org.in/16/indian-judicial-system.htm （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
550
Society of Indian Law Firms, Indian Judicial system,
http://www.silf.org.in/16/indian-judicial-system.htm （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
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主要法規制（案を含む）の概要は次のとおりである。
図表 情報に関連する措置（インド）
措置の目的・分野等
プライバシー保護・消費
者保護
（健康情報を含む）

知的財産権／文化保
護・表現の自由
競争環境の維持

安全保障・サイバーセキ
ュリティ

公序良俗
政府調達・公共調達

投資保護・投資促進・投
資管理
関税・数量制限・輸入禁
止
基準認証／暗号

個人情報を対象とする措置・
個人情報に関連する措置
①2000 年情報技術法
②2011 年情報技術規則
③Aadhaar Act（2016 年）
④データ保護フレームワークに
関するホワイトペーパー（2017
年公表）
⑪2005 年信用情報会社（規則）
法及び 2006 年同規則
⑫インド準備銀行通達（2014 年
等）
⑬統一ライセンス合意（2017 年
公表）
⑭医療機関（中央政府）の登録設
置に係る規則
⑮2002 年医療倫理規則
④データ保護フレームワークに
関するホワイトペーパー（2017
年公表）
④データ保護フレームワークに
関するホワイトペーパー（2017
年公表）
③Aadhaar Act（2016 年）
④データ保護フレームワークに
関するホワイトペーパー（2017
年公表）
⑩2008 年通信当局レコメンデー
ション
⑬統一ライセンス合意（2017 年
公表）

③Aadhaar Act（2016 年）

ビジネス情報（非個人情報）を対
象とする措置・ビジネス情報に関
連する措置
⑨2005 年信用情報会社（規則）
法及び 2006 年同規則
⑫インド準備銀行通達（2014 年
等）
⑬統一ライセンス合意（2017 年
公表）

⑤2015 年国家通信 M2M ロード
マップ
⑩2008 年通信当局レコメンデー
ション
⑬統一ライセンス合意（2017 年
公表）

⑨統合外国直接投資政策（2017
年最新改訂）

⑤2015 年国家通信 M2M ロード
マップ
⑥2012 年国家データ共有アクセ
シビリティ政策
⑦2015 年クラウド提案依頼
⑧2017 年クラウド調達ガイドラ
イン
⑨統合外国直接投資政策（2017
年最新改訂

⑩2008 年通信当局レコメンデー

⑩2008 年通信当局レコメンデー
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ション

金融

電気通信／電子商取引
／ドメインネーム

国内産業保護・内国民優
遇
その他（内国税等を含
む）

ション
⑦2015 年クラウド提案依頼
⑧2017 年クラウド調達ガイドラ
イン
⑪2005 年信用情報会社（規則） ①2000 年情報技術法
法及び 2006 年同規則
⑪2005 年信用情報会社（規則）
⑫インド準備銀行通達（2014 年 法及び 2006 年同規則
等）
⑫インド準備銀行通達（2014 年
等）
⑬統一ライセンス合意（2017 年） ⑤2015 年国家通信 M2M ロード
マップ
⑦2015 年クラウド提案依頼
⑧2017 年クラウド調達ガイドラ
イン
⑬統一ライセンス合意（2017 年）

⑩2008 年通信当局レコメンデー
ション
⑭医療機関（中央政府）の登録
設置に係る規則
⑮2002 年医療倫理規則

⑩2008 年通信当局レコメンデー
ション

政府・公的機関が保有する情報に関する措置
③Aadhaar Act（2016 年）

⑥2012 年国家データ共有アクセシビリティ政策
⑯2005 年情報公開法

個人情報の取り扱い等に関する法規則
① 2000 年情報技術法（Information Technology Act 2000; IT Act）551552
（法律／2000 年 6 月 9 日大統領承認・発布）
MeitY が所管する、電子商取引と言われる、電子的なデータの移送およびその他の電子
的な伝達を手段として行われる取引に関して法的な認識を与えることを目的とする法（前
文第 1 文）。1997 年国連電子商取引モデル法への整合性に関する好意的な考慮を持つとし
ている（前文第 2 文および第 3 文）
。
同法は、前文に続き、電子署名、電子的なガバナンス、電子的な記録の取り扱い、認証
機関、使用者の義務、罰則、サイバー上訴廷、紛争における抗弁等について広範に規定し
ている。
551

Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, Information
Technology Act, http://www.meity.gov.in/content/information-technology-act （最終アクセス
日：2018 年 1 月 18 日）
552
WIPO, India, The Information Technology Act, 2000,
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185998（最終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
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同法においては外国企業に関して特段の規定が設けられてはいない。
情報保護に関しては、第 43 条553においてコンピュータ、コンピュータシステムおよび
コンピュータネットワーク事業者が、個人情報所有者本人の許可なしに個人情報の誤用や
漏洩等を行った場合の罰則について規定がなされており、これに基づき 2011 年 SPDI 規則
（以下②）が設けられている。
なお、2008 年に一部改正がなされたが、デジタル署名を電子署名に置き換えるといった
用語の調整等が主な内容であった554。
② 2011 年情報技術（合理的な安全性実務とセンシティブ個人データまたは情報）規則
（SPDI 規則）（The Information Technology (Reasonable Security Practices and
Sensitive Personal Data or Information) Rules; SPDI Rules)

555

（規則／2011 年 4 月 11 日発布）
2000 年技術情報法第 43A 条に基づいて発出された規則である。同第 43 条は「データ保
護の失敗における補償」および「合理的な安全性実務および手続き」の実施を可能にする
ための規定である。SPDI 規則は OECD ガイドライン、とりわけ、収集の限定、目的の特
定、使用の限定および個人の関与について取り込む内容である556。
SPDI 規則の適用対象は企業に限定されており、政府や政府関連機関は対象外となって
いる557。また、規制の対象は「センシティブな個人情報」のみであり、個人データ全般よ
りは限定的な、パスワード、財務情報、性的指向、医療記録と履歴、バイオメトリクス情
報等に限られる558。
なお、後述するとおり、USTR は本規則が第三者のユーザーコンテントに対する仲介事
業者の免責を規定しなかったため、仲介事業者の義務が広範になっていることを指摘して

553

43. Penalty for damage to computer, computer system, etc.,
http://meity.gov.in/content/ministry-law-justice-and-company-affairs-legislative-department （最終
アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
554
http://meity.gov.in/writereaddata/files/it_amendment_act2008%20%281%29_0.pdf （最終アク
セス日：2018 年 1 月 23 日）
555
Ministry of Electronics & Information Technology, Notification, New Delhi, the 11th April,
2011, Information Technology (Reasonable security practices and procedures and
sensitive personal data or information) Rules, 2011,
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in098en.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 22
日）
556
Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, Information
Technology Act, http://www.meity.gov.in/content/information-technology-act , p.16 （最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 23 日）
557
Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, Information
Technology Act, http://www.meity.gov.in/content/information-technology-act , p.17（最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 23 日）
558
SPDI 規制第 3 条
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いる559。
③ The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and
Services) Act, 2016 (Aadhaar Act)560561
（法律／2016 年 3 月 11 日承認、2016 年 7 月 12 日発効）
インドの国民識別番号制度である Aadhaar（アドハー）の法的な基盤となる法である。
インド中央政府が国内居住者に対して付与する識別番号の目的、付与のための政府による
個人情報収集の方法、収集に係る監督機関である Unique Identification Authority of India
(UIDAI)およびデータを収集・管理する実施機関である Central Identities Data Repository
(CIDR)の設置等について包括的に定めている。収集となる情報の対象は、氏名、生年月日
に加え、バイオメトリクス情報も含む。そのため、政府は、同法に基づき、バイオメトリ
クス収集・管理の円滑化を図る準備を MeitY 所管のもと進めている562。なお、デジタルお
よび通信ビジネスの情報や分析の提供を行うインド民間機関によれば、同法はプライバシ
ー保護に対する規定が盛り込まれてない点が課題だとされている563。
④ インドのためのデータ保護フレームワークに関する専門家委員会ホワイトペーパー
（White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India）
564

（政策文書／2017 年 11 月 23 日パブリックコメント開始、2018 年 1 月 31 日同期限）
プライバシー保護等の観点から個人情報を中心とする政策立案に向けて、専門家による
政策の方向性および一般に対する聴取事項をとりまとめて作成されたホワイトペーパー
である。
559

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p.217,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス
日：2018 年 1 月 27 日）
560
Ministry of Law and Justice, the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidiers,
Benefits and Services ) Act, 2016, Aadhaar, https://uidai.gov.in/images/the_aadhaar_act_2016.pdf
最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
561
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , pp.17-18,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
562
Ministry of Electronics & Information Technology, Aadhaar-Digital Biometric Identity
Infrastructure, http://meity.gov.in/aadhaar-digital-biometric-identity-infrastructure （最終アクセス
日：2018 年 1 月 23 日）
563
MediaNama, Privacy concerns in the Aadhaar Act, 2016, July 25, 2016,
https://www.medianama.com/2016/07/223-privacy-concerns-aadhaar-act-2016/ （最終アクセス
日：2018 年 1 月 27 日）
564
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India ,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
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インドの判例ならびに成文法について概観したうえで、今後の選択肢として、権利保護
を基本とする EU タイプと、イノベーション促進を志向する米国タイプがあり、そのハイ
ブリットが存在すると国際的な趨勢を整理のうえ、越境規制の在り方やデータローカライ
ゼーションを含む多様な論点について、自国の状況や他国の例を踏まえつつ、暫定的な見
解、
（パブコメ回答者に対する）質問と、選択肢を提示。
データローカライゼーションに係る暫定的な見解としては、「複数の国で異なる形態で
導入がなされているものの、義務化している国は多くない。インドは実施の便益とコスト
のバランスを注意深くとるべき。異なるタイプのデータは異なる方法で扱われるべきであ
り、画一的な規制モデルは適切ではない。センシティブなセクターにのみ導入されるべき」
としている565。
非個人情報に係るデータローカライゼーション等を含む政策566
⑤ 2015 年国家通信 M2M ロードマップ
（India’s 2015 National Telecom M2M (“machine to
machine”) Roadmap (Roadmap) ）567568
（政策文書／2015 年 5 月公表）
2015 年 5 月に Ministry of communications & information technology, Department of
Telecommunication（当時）が公表した「M2M エコシステム関係者に対する参照文書」
（同
前文）であり、デジタル・インディア、メイクインインディアといったインド政府による
イニシアティブの促進には M2M が重要な役割を果たすとの認識の下、自動車、医療、電
力および安全・監視の 4 分野において、M2M に関連する機器、ネットワークおよびアプ
リケーションの相互互換性を達成することなどを掲げる政府文書569である。ただし、立法
の期限等に踏み込む内容とはなっていない。同ロードマップに関連し、政府は、2016 年
10 月と 2017 年 9 月に M2M 関連の周波数、ローミング、QoS（Quality of Servuce。ネット
ワーク上で提供する機能を安定的に稼働させるために行う、サービス品質管理技術）関連
565

Id,p.75.
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p.216
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf 最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
566

567

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2015/01/India-M2M-roadmap-avaliable-market-co
nsultations-on-IoT.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
568
http://www.dot.gov.in/sites/default/files/National%20Telecom%20M2M%20Roadmap.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
569
Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Communications & Information Technology, Take Lead in M2M Technology
Implementation-Prasad, 12 May 2015（公表時のプレスレリース）
http://www.dot.gov.in/sites/default/files/2016_01_11%20PIB%20Take%20Lead%20in%20M2M%
20Technology%20Implementation-Prasad.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 27 日）
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要求の提案文書570を公表している571。M2M ネットワークの構築にあたり、インドの国内
にのみ設置を認めると明示している。
⑥ 2012 年国家データ共有アクセシビリティ政策（The 2012 National Data Sharing and
Accessibility Policy）572573
（政策文書／2012 年 3 月 17 日公表）
科学技術省（Ministry of Science & Technology）が公的資金によって得られたパブリック
ドメインの非センシティブ情報の共有と活用を目的とする政策で、6 か月以内に詳細な政
策の公表を準備するとしていた。
パブリックドメインのデータの共有の効果を確認しつつ、データを分類のうえオープン
アクセス、登録によるアクセス、アクセス制限の 3 種に類別（8. Types of Access）し、デ
ータの共有は統合されたデータポータルによってアクセス可能とし、data.gov.in に置くこ
とを規定（9. Technology for sharing and access）する574とともに、法的枠組み、価格設定、
管理方法等について規定している。さらに、現在、データの保管が統一されていないため、
国家レベルで組織的なリポジトリやデータセンターを構築すべきことが結論として示さ
れている（14.Conclusion）
。
クラウドサービスを巡る政策・ガイドライン
MeitY はインド政府によるクラウドサービスの利用を促進すべく、GI Cloud Initiative
(Meghaj)575 という政策イニシアティブを進めており、同政策の下、戦略ペーパー576、ロー

570

Telecom Regulatory Authority of India, Spectrum, Roaming and QoS related requirements in
Machine-to-Machine (M2M) Communications’ 5 September 2017,
http://trai.gov.in/recommendations-spectrum-roaming-and-qos-related-requirements-machine-mach
ine-m2m-communications（最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
571
Department of Communications, Machine to Machine Communications,
http://www.dot.gov.in/machine-machine-communications （最終アクセス日：2018 年 1 月 23
日）
572
Department of Science and Technology, National Data Sharing and Accessibility Policy
http://www.dst.gov.in/national-data-sharing-and-accessibility-policy-0 （最終アクセス日：2018
年 1 月 27 日）
573
http://www.dst.gov.in/sites/default/files/nsdi_gazette_0.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月
24 日）
574
本節において後述する USTR の 2017 年版外国貿易障壁報告書における「公的資金によ
り収集したデータの国内保存を義務付けている」との指摘は、本項を指すものと思われる。
575
Ministry of Electronics & Information Technology, GI Cloud Initiative (Meghraj)
http://meity.gov.in/content/gi-cloud-meghraj （最終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
576
Government of India’s GI Cloud (Meghraj) Strategic Direction Paper, April 2013、
http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GI-Cloud%20Strategic%20Direction%20Report%28
1%29.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
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ドマップ577、事業者に対する提案依頼578、政府省庁に対する調達ガイドライン、クラウド
事業者に対する監査基準等を累次発出し、監査結果を公表している。これらのうち、事業
者に対する提案依頼においては、認証取得の確認項目としてデータの国内保存義務が含ま
れている。また、中心となるガイドラインは以下⑦である。
⑦ クラウドサービスプロバイダによるクラウドサービス提供に係る暫定的候補選択に係
る提案の依頼（2015 年クラウド提案依頼）
（Provisional Emplanelment of Cloud Service
Offering of Cloud Service Providers (CSPs)）579
（入札召喚の公式文書／2015 年 12 月 30 日発表）
MeitY がクラウドサービス事業者（CSPs）に対して、入札参加のための提案を呼び掛け
た依頼文書であり、政府省庁にクラウドサービスを提供する意図を持つ事業者は同依頼文
書に基づく提案を提出することが必要となる。このなかで、提案する事業者は、認証の取
得が求められるが、認証取得のための条件として、データの国内保存義務が含まれるとし
ている580。
⑧ 政府省庁に対するクラウドサービスの採用／調達に関するガイドライン（2017 年クラ
ウ ド 調 達 ガ イ ド ラ イ ン ）（ Guidelines for Government Department for Adoption/
Procurement of Cloud Services）581
（ガイドライン／2017 年 3 月 31 日発表）
政府省庁がクラウドサービスを採用・調達する際に検討、確認すべき事項を提示するガ
イドライン文書。従来の政府調達とクラウドサービスによる政府調達では、見積もり、発
注量、価格設定や支払い、責任負担、契約などのあり方が異なるため、重要検討事項とし
てセキュリティ、政府の役割など 10 項目をあげている。
投資
577

GI Cloud Adoption and Implementation Roadmap, April 2013,
http://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GI-Cloud%20Adoption%20and%20Implementation
%20Roadmap%281%29.pdf （2018 年 1 月 23 日：アクセス機能せず）
578
Request for proposal for Provisional Empanelment of Cloud Service Offerings of Cloud
Service providers (CSPs), November 30, 2015,
http://meity.gov.in/writereaddata/files/RFP_CSPs_10_16.pdf
（2018 年 1 月 23 日：アクセス機能せず）
579
http://meity.gov.in/writereaddata/files/RFP_CSPs_10_16.pdf （2018 年 1 月 23 日：アクセス
機能せず）
580
USTR, National Trade Estimate 2017, p,216,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 23 日）
581
http://meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines-Procurement_Cloud_Services.pdf （最終ア
クセス日：2018 年 1 月 23 日）
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⑨ 商工業省産業政策促進局「統合外国直接投資政策（Consolidated FDI Policy）
」582
（政策文書／2017 年 8 月 28 日発効版（最新）
）
電子商取引活動を規制する条項（5.2.15.2 E-commerce activity）において、電子商取引事
業者とは B2B の取引のみを行うものとし、自動的に 100%の外資出資を認めている。しか
しながら、B2C の取引について、物品やサービスの在庫を持って消費者に販売する形態に
ついては「在庫ベースモデル（Inventory based model of e-commerce）」、プラットフォーム
事業者については「マーケットプレースベースモデル」とそれぞれ定義し、マーケットプ
レースモデル（プラットフォーム型）には 100%出資を認めるものの、在庫ベースモデル
に対しては外資参入を認めないとしている。
暗号583
⑩ 通信規制当局（Telecom Regulatory Authority of India; TRAI）2008 年インターネット
通信に係るレコメンデーション584
（レコメンデーション／2008 年 8 月 18 日公表）
レコメンデーションにおいて、政府が認定するインターネット通信事業者に対する要
求を示しており、暗号については 40-bit（無線 LAN における暗号化技術の規格における秘
密鍵の長さ）以上の強度という要求となっている。USTR によれば、他国ではより安全性
に優れた 128-bit から 256-bit の強力な暗号を用いることが一般的であり、脆弱な暗号の使
用がインターネット通信事業者に対して不確実性をもたらしているとされる585。
金融
⑪ 2005 年信用情報会社（規則）法（Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005
(CIC Act)）及び 2006 年信用情報会社規則（Credit Information Companies Regulation,
2006 (CIC Regulations)）
（法／2005 年 6 月 23 日発布、規則／2005 年 6 月 23 日発布）
582

Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry,
Government of India, Consolidated FDI Policy
(Effective from August 28, 2017), pp37-38,
http://dipp.nic.in/sites/default/files/CFPC_2017_FINAL_RELEASED_28.8.17.pdf （最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 23 日）
583
USTR, National Trade Estimate 2017, p 271 に、2015 年 9 月にインド政府は国家暗号政策
を発出したがほどなく取り下げたとの情報があるが、インド政府のウェブサイトにおける
公表はない。
（確認日：2018 年 1 月 25 日）
584
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Recommendations on Issues related to Internet
Telephony, 18th August 2008, http://www.trai.gov.in/sites/default/files/recom18aug08.pdf （最終ア
クセス日：2018 年 1 月 25 日）
585
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p.216,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 27 日）
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インドにおける最も包括的な金融関連の情報に係る規律586。一義的には信用情報会社に
対して適用される法であり、信用情報の収集、使用および公開の各段階におけるプライバ
シー指針を規定するものである。
⑫ インド準備銀行通達（Reserve Bank of India; RBI Circulars）587
（通達／2014 年等公表）
顧客確認（Know Your Customer; KYC・新規口座の開設にあたっての身元確認のための
一連の手続き）規範に関する複数の関連する通達が発出されており、銀行やクレジットカ
ード会社等が求め得る個人情報の範囲を限定するとともに守秘義務を確認している588。
電気通信
⑬ 統一ライセンス合意（Unified License Agreement; ULA）589590
（モデル合意文書／最新版は 2017 年 7 月 27 日公表）
2012 年国家通信政策（National Telecom Policy）に基づき、通信省（Department of
Telecommunications; DoT）が通信サービス事業者（Telecom Service Providers; TSP）に対し
て発出した同合意が、通信分野におけるデータ保護の規範を提供している 591。最新版は
2017 年 7 月 27 日に公表されている592。
同合意は安全保障目的のために 2013 年に当局による監査が強化されたことを受けて改
訂され、統一ライセンス合意において採用されているリモートアクセスに係る規定（第
39.23 条(xi)~(xvi)）によれば、免許を付与される事業者は、リモートアクセスのログを監
査目的のため、また当局の査察に備えるために少なくとも 1 年間はインド国内の集約され
586

White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , p.19,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
587
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , pp.19-20,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
588
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , p.19,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
589
License Agreement for Unified License,
http://www.dot.gov.in/sites/default/files/Amended%20UL%20Agreement_0_1.pdf?download=1 ,
pp 40-41 （最終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
590
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , pp.20-21,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
591
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , p20,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
592
Department of Telecommunication, http://www.dot.gov.in/unified-licnse （最終アクセス日：
2018 年 1 月 23 日）
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たセンターにログデータを保管する義務を負う。
また、同合意では、事業者に対してプライバシーと秘匿情報の保護のための必要な社内
対応を取ることも義務付けている。
健康
⑭ 医療機関（中央政府）の登録設置に係る規則 Clinical Establishments (Central
Government) Rules, 2012 (Clinical Establishments Rules)593
（規則／2012 年 5 月 23 日発布）
健康家族関係省が所管。医療機関に対して、電子医療記録を実施し、カルテは電子的な
形態で保管することを義務付けた。
⑮ 1956 年医療審議会法に基づく 2002 年インド医療審議会（専門職行動、礼儀および倫
理）規則（2002 年医療倫理規則）（Indian Medical Council (Professional Conduct,
Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 (IMC Code) issued under the Indian Medical
Council Act, 1956594595
（規則／2002 年 3 月 11 日発布、2016 年 10 月 8 日改正）
個人やコミュニティへの深刻なリスクがない限りにおいて、医師と患者の間で情報を秘
匿することを規定した。
⑯ 情報公開法（Right to Information Act (RTI Act)）596
（法律／承認 2005 年 5 月 11 日、発効 2005 年 6 月 15 日）
情報への権利法（以下 RTI 法）は、インド国民が中央政府及び州政府の持つ記録や情報
にアクセスする権利を保障する法律である。同法は、国民の情報へのアクセス権は憲法第
4 条にある「実践的な（情報）公開の必要条件」に基づくものとし、国家機密、個人のプ
ライバシーに係る情報等の例外を除き、全ての立法委員会（legislative committees）関連の
情報が国民とメディアに公表される。これらの情報は索引化・目録化・電子化され、イン
ターネットを通じて国民の需要と供給に対応出来るものとされる
593

Ministry of Health and Family Welfare,
http://clinicalestablishments.nic.in/WriteReadData/386.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16
日）
594
Medical Council of India, Code of Ethics Regulation 2002,
https://www.mciindia.org/ActivitiWebClient/rulesnregulations/codeofMedicalEthicsRegulations20
02 （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
595
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , pp.21-22,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
596
Ther Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), 15th June, 2005,
http://rti.gov.in/webactrti.htm（最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
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要請は書簡またはインターネットから英語またはヒンディー語で可能であり、原則とし
て情報要請日から 30 日以内に回答が得られるが、情報が期間内に提供されない場合は要
請が拒否されたものとみなさなくてはならない597。

【他国政府等からの指摘】
米国代表部は 2017 年版外国貿易障壁報告書598において次の点を指摘している
データローカライゼーション
・2015 年国家通信 M2M ロードマップはインドの顧客にサービスを提供する際にはゲート
ウェイとサーバーをインド国内に設置することを義務付けている。
・2012 年国家データ共有アクセシビリティ政策は、公的資金により収集したデータの国内
保存を義務付けている。
・2015 年に DeitY（MeitY）はクラウドコンピューティングサービス事業者に対するガイ
ドラインで政府調達に対して認証を受ける必要があるとし、その要件として国内データ
保存義務を課した。
技術要求
・電気規制当局による政府認定の暗号化の要求水準が他国に比して低く、不確実性の原因
となっている。2015 年 9 月に政府は国家暗号政策のドラフトを公表したが取り下げられ

た。
インターネットサービス
・2011 年情報技術規則は第三者のユーザーコンテントに関する仲介事業者の免責を規定し
なかったため、仲介事業者の義務が広範となっている。
税制
・インドは外国オンライン広告プラットフォームに対する課税を行い、インド国内事業者
と「レベルプレイングフィールド」を実現するとしている。
電子商取引
・B2B は外資出資 100％を認めているものの、B2C については参入を禁止している。
電気通信機器の安全規制

・2009 年、2010 年のソースコード開示要求、通信設備の試験および認証要求を交付した。
・2016 年に米国は、電気通信安全テスト要求に関し、米国インド二国間貿易政策フォーラ
ム（TPF）および WTO/TBT 委員会に提起。
欧州委員会による市場アクセスデータベース 599においてはインドのデジタル貿易に関連
597

総 務 省 大 臣 官 房 企 画 課「インドの行政」平 成 21 年 12 月（最終アクセス日：
2018 年 1 月 26 日）http://www.soumu.go.jp/main_content/000085174.pdf
598
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp216-217,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf
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する障壁として、以下が登録されている。
・電気通信機器の技術要求600601。2011 年の電気通信省による免許規定および機器およびソ
フトウェアに対する国内調達義務、および、2016 年に導入された電子電機部品の輸出入に
係る試験制度602

参考資料
Data protection in India: overview by Data protection in India: overview by Stephen Mathias and
Naqeeb Ahmed Kazia, Kochhar & Co, Law stated as at 01 Dec 2015, India, Thomson Reuters
Practical Law,
https://content.next.westlaw.com/Document/I02064fb41cb611e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.
html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default

（最終アクセス日：2018 年 1 月 18

日）

599

EU Market Access Database, http://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm （最終アクセス
日：2018 年 1 月 22 日）
600
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=11261 （最終アクセス日：2018
年 1 月 22 日）
601
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=12200 （最終アクセス日：2018
年 1 月 22 日）
602
物品に関わる障壁であることから、背景となる規制は本節の概説部分で取り上げてい
ない。
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（参考）別添 制度的規制に関するマトリクスについて
第１章でも触れたとおり、本調査では、本報告書の別添として「制度的規制に関するマ
トリクス」を作成した。1 か国・地域を 1 表とし、次のとおりの構成としている。
マトリクスの概要
「デジタル貿易に関連する制度的規制・国別マトリクス」（以下、「マトリクス」）は、デ
ジタル化されたデータの流通（国境を越えた移動）に影響を及ぼす制度的規制等の措置に
関し、その内容により、
「目的・分野」を横軸に、
「データの性質・データとの関連」を縦
軸にとり、整理したものである。
横軸について
分類軸の一つめである「横軸」には、措置の目的や分野として、次の項目を設定した。
「プライバシー保護」
「消費者保護」
「文化保護・表現の自由」
「知的財産保護」
「安全保障・サイバーセキュリティ」
「公序良俗」
「政府調達・公共調達」
「投資保護・投資促進・投資管理」
「関税・数量制限」
「競争環境の維持」
「基準認証」
「金融」
「電気通信」
「国内産業の保護（電気通信、金融以外）」
「人の移動」
「その他」
（内国税等を含む）
上記は、貿易・投資の国際的な枠組みにおいて、将来の電子商取引／デジタル貿易にか
かわる検討に資すると思われる事項から（上記では上から、マトリクスでは左から）配し
ている。
また、重複・関連がある分野を隣接して配置している。
項目のうち「目的」とは措置（法・規制）の目的条項に示される事項、
「分野」とは WTO
各協定や FTA の章にあたる事項を念頭に置いている。
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縦軸について
分類軸の二つめである「縦軸」には、措置が対象とするデータの性質、または措置とデ
ータとの関連性について、次の項目を設定した。
「(i) 個人情報を対象とする措置・個人情報に関連する措置」
「(ii) ビジネス情報を対象とする措置・個人情報に関連する措置」
「(iii) データを直接のターゲットとする措置ではないが、データにも関連し得る措置」
(i)および(ii)はデータそのものの措置を対象とし、主なデータの特性によって(i)と(ii)を
分類している。(iii)はデータが付随する物品（装置や機器）に関する措置として、それぞ
れを分類している
分類に際しては、情報・データの管理者ではなくデータそれ自体の性質に着目している。
例えば、政府や公共団体が管理する「公共データ」という概念については、管理する主体
が政府または公共団体であることを以て区分するものであり、そのなかに個人情報や企業
活動を通じて創造されたデータが含まれうること、同種の情報やデータを民間企業等も保
有し得ること（たとえば気象庁と民間気象予報会社による同種の気象データの保有）など
から、縦軸において区分を設けていない。
データの流通等に着目した切り口について


縦軸が(i)ならびに(ii)の措置については、データの流通に関する措置については、「特
記事項」欄に「流通」と明記する。さらに、国内取引・越境取引のいずれにも関わる
措置については「流通」
（国内・越境）
、越境取引のみに関わる措置については「流通」
（越境）と記載する。



たとえば、サーバの国内設置義務は、データの越境に対する規制であることから、
「流
通」
（越境）と記載する。



さらに、データを取り扱う主体が外国企業・外国人であった場合にのみ規制措置の対
象となる場合「外」と記載する。

個別措置について
・ 発効済みの法・規制がある措置（デジュール）については通常の字体にしているのに
対し、運用上の問題や事実上の障壁等（高額な手数料などの運用を含む）
、根拠法等が
みられない措置や障害については「特記事項」のセルに茶色の文字で記載し、同セル
を薄茶色に色付けている。また、大手企業による独占的な行為といった、政府による
不作為が遠因となっている可能性もある民間の行為についても「特記事項」のセルに
茶色の文字で記載し、同セルを薄茶色に色付けている。
・ 法・規制で明文化されておらず、判例、政策の表明、パブリックコンサルテーション
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等の段階の情報については紫色の字で記載し、同セルを薄紫色に色づけている。
・ 主要なまたは特徴的な州レベル、地方レベルの取り組みは記載している（地方政府に
よる電子商取引事業者の課税等）
。
マトリクスに使用したデータベース（2 次情報）
欧州委員会の拠点であるブラッセル（ベルギー）を拠点とする European Centre for
International Political Economy (ECIPE)

603

と包括的な連携のもと、ECIPE が有するデジタル

貿易に関するデータベース（2 次データ）を活用した。
ECIPE は Ditgial Trade Estimates Project を実施しており、各国のデジタル貿易に関連する
規制情報等を収集している。

603

European Centre for International Political Economy (ECIPE), http://ecipe.org/ （最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 28 日）
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第４章

主要な規制の概況

４-１ デジタルローカライゼーション（サーバやデータセンターの国内設置義務、越
境情報移転の制限）
①対象となる規制の定義・範囲
データローカライゼーション（data localization）には確立した定義はない。狭義には、
国内にサーバの設置を求める国内データ保存要求、データの加工を国内において実施する
ことを求める国内データ加工要求などの措置がある604。TPP 電子商取引章における、事業
遂行の要件として国内のコンピュータ関連設備の利用または設置を要求してはならない
605

（第 14.13 条）という規定は、
「サーバ国内設置要求」とも言われる設備（ハード）の国

内設置義務付け606を禁止するものである。他方、データの加工という行為を国内で実施す
るよう義務付ける規定もある。
広義には、データそれ自体（ソフト）の海外移転を制限する規制も含めてデータローカ
ライゼーションとされる607。TPP 電子商取引章において、締約国はサービス提供者等によ
る事業実施のためのデータの越境移動は許可すべきこと規定しており608（第 14.11 条）、こ
れに反する越境情報移動の制限もまた、データローカライゼーションとされる609。

604

データローカライゼーションを、国内データ保存要求（local data storage requirement）
と国内データ加工要求（local data processing requirements）に大別する論稿としては、例え
ば、Daniel Crosby, Analysis of Data Localization Measures Under WTO Services Trade Rules and
Commitments, March 2016,
http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Policy-Brief-Crosby-Final.pdf（最終アク
セス日：2018 年 2 月 20 日）
605
ただし、締約国が公共政策の正当な目的を達成するための制限措置は認められる。
606
米国のコンピュータ通信産業連盟会長は、サーバローカライゼーションの他、インフ
ラローカライゼーション（infrastructure localization）という表現を用いて危惧を表明してい
る。Statement of Ed Black, President & CEO The Computer & Communications Industry
Association, International Data Flows: Promoting Digital Trade in the 21st Century, Subcommittee
on Courts, Intellectual Property, and the Internet, Committee on the Judiciary, U.S. House of
Representatives, 3 November 2015,
http://cdn.ccianet.org/wp-content/uploads/2015/11/EBlack-Intl-Data-Flows-Testimony-Nov2015.p
df（最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
607
「広義にとらえると、データローカライゼーションとは、データのグローバルな移動
の可能性を制限し、国内に留めさせる如何なる法」をも対象とするとしている。Chander,
nupam and Le, Uyen P. 2014. Breaking the Web: Data Localization vs. the Global Internet, UC
Davis Legal Research Paper No. 378, April., Joshua P. Meltzer, A New Digital Trade Agenda,
Joshua P. Melzer, August 2015,
http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Digital-Meltzer-Final.pdf （最終アクセ
ス日：2018 年 2 月 20 日）
608
ただし、締約国が公共政策の正当な目的を達成するための制限措置は認められる。
609
総務省は平成 29 年版情報通信白書において、デジタルローカライゼーションには、①
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本項では、ハード、ソフトいずれのデータローカライゼーションをも対象とし、広義の
デジタルローカライゼーション610と捉えて検討する。
なお、欧州委員会は 2017 年 9 月 13 日に公表した「欧州内の非個人データの自由移動に
関するフレームワークに係る規制案611」のなかの定義規定において、データローカライゼ
ーションについて狭義を採用している。すなわち、データの保存または加工場所の特定国
領域内に制限する、あるいは他国での実施を禁止する措置であると定義した（第 3 条第 5
項）
。
② 概況ならびに特筆すべき点
図表
日本

データローカライゼーションに関する各国等規制状況

□法律のレベルではデータの保存や加工の場所、海外移送等につき制限す
る規定はみられない
□行政機関もしくは民間団体によるガイドラインには、データローカライ
ゼーションに類する規定を持つものもある。例えば、経済産業省「医療情
報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン612」
（第 2 版、2012 年）
では、医療情報システム及び医療情報が国内法の執行が及ぶ範囲にあるこ
とを確実とすることが必要としている

米国

■連邦レベルでは、政府調達に関連してデータローカライゼーションを義
務づける規定等がある

データの移転そのものを制するもの、および②自国内におけるデータを保有・保管するも
のの 2 種類があるとしている。
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc123120.html（最終アクセス
日：2018 年 2 月 20 日）
610
デジタルローカライゼーションに関する研究機関や団体等による各種レポートの多く
も広義のデータローカライゼーションに関わる措置を抽出しているものが多い。例えば、
Nigel Cory, Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers, and What Do They Cost?,
Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), May 1, 2017,
https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-th
ey-cost （最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）, Information Technology Industry Council (ITI),
Data Localization Snap Shot, January 19, 2017,
https://www.itic.org/public-policy/SnapshotofDataLocalizationMeasures1-19-2017.pdf （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 20 日）, Albright Stonebridge Group, Data Localization: a Challenge to
Global Commerce and the Free Flow of Information, September 2015,
https://www.albrightstonebridge.com/files/ASG%20Data%20Localization%20Report%20-%20Sep
tember%202015.pdf（ 最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
611
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for
the free flow of non-personal data in the European Union (COM(2017)495)）
612
経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン
第 2 版（平成 24 年 10 月）
」http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 28 日）
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-

国防連邦調達規則補足：「クラウドサービスのネットワーク侵入報告
と契約613」
（2015 年）においてデータの国内保存を義務付け

-

米国歳入庁 publication1075；連邦・州・地方自治体向け税務関連情報
セキュリティガイドライン614（2016 年）において税務関連の情報シス
テムの設置を米国内に限定

■複数の州法におけるデータローカライゼーションの規制
-

2009 年にロサンゼルス市が Google から E メールサービスを調達する
際、データの国内保存義務を契約条項で定めている615

-

テネシー州は 2004 年に州の調達において米国内でデータエントリー
やサービス等を行うベンダーの優遇措置を定めている616

-

その他の州に置いても、調達において国内のデータプロセッシング事
業者を優遇する等の内容の法案が提出されている617

カナダ

■ノバスコシア州 個人情報国際開示保護法（2006 年）618、ブリティッシ
ュ・コロンビア州情報の自由とプライバシー保護法（1996 年）619
-

公的機関が保持する個人情報はカナダ国内のみにおいて蓄積、アクセ
スされる

613

Federal Register, Defense Federal Acquisition Regulation Supplement: Network Penetration
Reporting and Contracting for Cloud Services (DFARS Case 2013-D018) , 2015.08.25
https://www.federalregister.gov/documents/2015/08/26/2015-20870/defense-federal-acquisition-re
gulation-supplement-network-penetration-reporting-and-contracting-for （最終アクセス日：2018
年 2 月 28 日）
614
Internal Revenue Service, Publication 1075 Tax Information Security Guidelines for Federal,
State and Local Agencies, 2016.9. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1075.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 7 日）
615
City of Los Angeles, ‘Supplemental Report – Information Technology Agency Request to Enter
into a Contract with Computer Science Corporation for the Replacement of the City’s E-mail
System’, 2009.10.7.（p.72）
https://www.infolawgroup.com/uploads/file/City%20of%20Los%20Angeles%20and%20CSC-Goo
gle%20Contract(1).pdf
616
National Foundation for American Policy, NFAP Policy Brief April 2017 ‘Anti-sourcing Efforts
Down but Not Out’, 2007.4., http://www.nfap.com/pdf/0407OutsourcingBrief.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 24 日）
617
National Foundation for American Policy, NFAP Policy Brief April 2017 ‘Proposed
Restrictions on Global Sourcing Continue at High Level in 2005’, 2005.4.,
http://www.nfap.com/researchactivities/studies/Global_Sourcing_2005B.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 24 日）
618
カナダ法律情報機関 （CanLII）ウェブサイト
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-2006-c-3/latest/sns-2006-c-3.html （最終アクセス日：
2018 年 1 月 12 日）
619
ブリティッシュ・コロンビア州ウェブサイト
http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/96165_00 （最終アクセス日：2018 年 1 月
12 日）
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■ケベック州 公的機関が保有する書類へのアクセスと個人情報の保護に
関する法律（2006 年）620
-

公的機関が保有する文書に関し、州外への個人情報開示、所有、利用
する業務の委任に際し、州法と同等の保護の確保を義務付け

オーストラリ

■1988 年プライバシー法621622

ア

-

2012 年改正により、個人データの国外移転相手国は自国と同等の保
護水準の国に限定

■2012 年 My Health Record 法623は、政府の委託を受け国民の健康・医療
情報を扱う民間運営事業者に、中心的な運営および管理は国内に設置する
義務を課すとともに、データの国外保持、国外持ち出しを禁止
EU

■ 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation; GDPR）
（2016
年）624
-

欧州域内で取得した個人情報外を域外に移転することを原則禁止

-

相互主義に基づき欧州委員会が十分な保護水準を確保していると決
定した第三国への移転は可能

-

2018 年 5 月には罰則を伴う適用開始が予定

■欧州内の非個人データの自由移動に関するフレームワークに係る規制
案（2017 年 9 月公表）625
-

非個人データに関し、データローカライゼーションを原則禁止する内
容を含む規制草案

ドイツ

620

（EU 一般データ保護規則が直接適用される）

ケベック州ウェブサイト
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/A-2.1 （最終アクセス日：2018 年 1 月 12 日）
621
Office of the Australian Information Commissioner, Australian Government, Privacy Act,
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
622
Federal Register of Legislation, Australian Government, Privacy Act 1988,
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03712 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
623
Federal Register of Legislation, Australian Government, My Health Records Act 2012,
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00313 （最終アクセス日：2018 年 2 月 5 日）
624
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(Text with EEA relevance),
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679（最終アクセス 2018
年 2 月 16 日）
625
European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
(COM(2017)495)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-co
uncil-framework-free-flow-non-personal-data（最終アクセス日：2018 年 2 月 19 日）
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■ 2004 年電気通信法（Telekommunikationsgesetz (telecommunications Act)）
626

■ ドイツ商法（Sect. 257 No. 1, 4）
、税法（Section 146(2)）
：ビジネスレタ
ーや納税記録の国内保管の義務付け627
フランス

（EU 一般データ保護規則が直接適用される）
■ 公共の調達に関する 2016 年 4 月 5 日付の閣僚回覧628
-

公的業務の実施にあたってはソブリン・クラウドのみが利用可能で、
データは国内で加工・保存されなければならない

韓国

■個人情報保護法（Personal Information Protection Act; PIPA）629 (2011 年)
- 広範な報告義務、本人同意取得義務
■空間データの設置・管理等に関する法令630（2014 年）
- 地理データ等の海外持ち出し禁止

ロシア

■2006 年個人情報保護法および同法を改正する 2014 年連邦法 242-FZ 第
18 条 5631632
-

ロシア国外への個人情報転送は、転送先管轄区域の保護が十分だとロ
シア政府が認めた場合に限り、データ主体からの追加の同意が不要

-

ロシア国民の個人データは、ロシア領内に設置されたデータベースで
管理することを要求

-

通信事業者は、個人情報が格納されているサーバの場所をロシア連邦
通信局に通知する義務を負う

□2018 年 7 月発効予定のテロ対策法の改正およびテロ対策と公安を促進

626

Telekommunikationsgesetz (telecommunications Act)
https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
627
European Centre for International Political Economy (ECIPE). “The Digital Trade Estimates
(DTE) database”. http://ecipe.org/dte/database/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 15 日）
628
フランス政府「フランスアーカイブ」
https://francearchives.fr/file/f7ace4517613a246583fd2dd673a0e6d0f86c039/static_9151.pdf（最終
アクセス：2018 年 2 月 2 日）
629
本法令の英語訳は下記の二次情報に依った。Korean LII, Personal Information Protect Act,
http://koreanlii.or.kr/w/images/0/0e/KoreanDPAct2011.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 8
日）
630
Korea Legislation Research Institute, ACT ON THE ESTABLISHMENT, MANAGEMENT,
ETC. OF SPATIAL DATA ,
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=45348&lang=ENG （最終アクセス日：
2018 年 2 月 7 日）
631
Roskomnadzor, Federal Law of 27 July 2006 N 152-FZ ON PERSONAL DATA
https://pd.rkn.gov.ru/authority/p146/p164/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
632
RUSSIAN FEDERATION FEDERAL LAW PERSONAL DATA No.152-FZ
https://iapp.org/media/pdf/knowledge_center/Russian_Federal_Law_on_Personal_Data.pdf
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するための追加措置の確立に関する 2016 年ロシア連邦法第 374-FZ 号（「ヤ
ロヴァヤ」法）633634635は関連法を改訂中。通信事業者に対し受送信され
たテキスト、音声、画像、動画等の最大 6 か月の保存義務規定があるとの
情報あり
ブラジル

■2014 年インターネット法（インターネットに係るブラジル国民の権利
枠組み）
-

接続事業者、インターネット事業者に少なくとも一か所の国内拠点設
置を要求

中国

■サイバーセキュリティ法636637638639640（2017 年 6 月施行）
-

重要情報インフラ運営者に対し、国内で収集、作成した個人情報およ
び重要データの国内保存を要求

-

国務院が重要情報インフラの具体的な範囲を設定することを規定

■個人情報及び重要データ国外持ち出しセキュリティ評価規則（個人情報
および重要データ越境セキュリティ評価規則）641642（2017 年 4 月草案公

633

LP Law Firm
http://www.lp.ru/Latest_initiatives_on_Internet_regulation_in_Russia_2017?lang_id=2 （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 22 日）
634
Leology,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=54b37fa5-2f3f-4e6a-b684-8698d2e7b4da （最終
アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
635
Официальные сетевые ресурсы ロシア公式ネットワークリソース、
http://kremlin.ru/acts/bank/41108 （最終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
636
Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「中华人民共和国网络安全法」2016 年 11 月 7 日
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146614/c5345009/content.html （中国語）
（最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
637
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=22826&lib=law （中国語、英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
638
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf（最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
639
ジェトロ中国北アジア課「インターネット安全法が施行、外国企業にも中国基準を適
用」
、2017 年 06 月 19 日
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/2ab3a0189ac86a3d.html（最終アクセス日：2018 年 1
月 24 日）
640
ジェトロ仮訳「インターネット安全法（日本語訳）
」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/others_005.pdf 最終アクセス日：
2018 年 1 月 24 日）
641
Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「个人信息
和重要数据出境安全评估办法（征求意见稿）
」2017 年 4 月 11 日
240

表、～2017 年 8 月パブコメ、2019 年 1 月施行予定）
-

サイバーセキュリティ法の実施細則。重要情報インフラを定義すると
ともに、個人情報、重要情報の国内保管を義務付け

■情報セキュリティ技術－公共および商業サービスの情報システムに関
する個人情報保護のためのガイドライン643644645646647（2013 年 2 月施行）
■金融機関が個人の金融情報を保護するよう促す通知648649（2011 年 5 月
施行）
-

商業銀行が収集した個人情報の保存、処理および分析は中国国内で行
わなければならない

■オンライン出版サービス管理規定650651652（2016 年 3 月施行）
http://www.cac.gov.cn/2017-04/11/c_1120785691.htm（中国語）（最終アクセス日：2018 年 1
月 24 日）
642
JEITA 和訳に準ずる
643
Personal Information Protection Assessment(PIPA)(个人信息保护评价)「华人民共和国国家标
准化指导性技术文件 GB/Z 28828-2012 信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保
护指南」http://www.pipa.gov.cn/manage/UploadFile/2015518133720563.pdf （中国語）
（最終
アクセス日：2018 年 2 月 9 日）
644
Personal Information Protection Assessment(PIPA)（個人情報保護評価）
http://www.pipa.gov.cn/japan/NewsDetail.asp?ID=757（日本語）（最終アクセス日：2018 年 2
月 14 日）
645
https://www.insideprivacy.com/international/china/china-releases-national-standard-for-personal
-information-collected-over-information-systems-industr/（最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
646
China Copyright and Media
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/01/21/information-security-technology-guide
lines-for-personal-information-protection-on-public-and-commercial-service-information-systems/
（英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
647
ポールヘイスティングス法律事務所「中国におけるデータプライバシー・個人情報保
護に関する法規制動向と多国籍企業の対応」
https://www.paulhastings.com/ja/publications-items/details/?id=0029ea69-2334-6428-811c-ff0000
4cbded（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
648
The State Council The People’s Republic of China（中華人民共和国中央人民政府）
「中国人
民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知」2011 年 1 月 21 日
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1918924.htm（中国語）
（最終アクセス日：2018
年 2 月 13 日）
649
北大法宝 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=8837&CGid= （中国語、
英語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 13 日）
650
Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「网络出版服务管理规定」2016 年 2 月 4 日
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c4638978/content.html （中国語）（最終アクセス
日：2018 年 2 月 14 日）
651
北大法宝 http://lawinfochina.com/display.aspx?id=21941&lib=law （中国語、英語）
（最
終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
652
ネットワーク出版サービス管理規定全文和訳（曾我法律事務所）2016 年 3 月 17 日
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-

サーバやストレージは中国国内に設置

■オンラインタクシー予約業務の管理に関する暫定措置（事業者ライセン
ス制度、国内サーバでのデータ保管に関する措置）653654
-

ユーザデータは国内サーバに保管

■そのほか、地図管理規則（2016 年 1 月）
、国民の健康情報に関する行政
措置（試行段階）
（2014 年 5 月）等
タイ

□タイにおいてはデータローカライゼーションの規制は見られないが、
OTT サービス事業者に対する規制の導入を 2017 年 6 月から検討。法案承
認の時期や内容は確認できず。

インドネシア

■2008 年電子情報および移送に関する法655656（Electronic Information and
Transactions; EIT 法）第 11 号
-

インドネシア国民の個人情報の海外移送の制限

■2012 年電子システム及び電子商取引に関するインドネシア共和国政府
規則（レギュレーション 82）657
-

インドネシア国民の個人情報の海外移送の制限。「公共サービスの電
子システム事業者」を対象とするがその定義は不明確

第 17 条
-

「公共サービス」提供事業者に対するローカルデータセンターおよび

http://sogalaw.com/archive/160204_WangluoChubanFuwuGuanli_JP_ver160317.pdf （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 14 日）
653
Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法」交通运输部、工业和信息化
部、公安部、商务部、工商总局、质检总局、国家网信办令 2016 年 7 月 14 日
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146624/c5218603/content.html（中国語）
（最終ア
クセス日：2018 年 2 月 16 日）
654
北大法宝 http://lawinfochina.com/display.aspx?id=22963&lib=law （中国語、英語）
（最終
アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
655
Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), Law of the Republic of Indonesia Number 11
off 2008 concerning Electronic Information and Transactions（ABNR 法律事務所による仮訳）,
http://www.bu.edu/bucflp-fig/files/2012/01/Law-No.-11-Concerning-Electronic-Information-and-T
ransactions.pdf （最終アクセス日：2017 年 12 月 25 日）
656
Law of the Republic of Indonesia Number 11 off 2008 concerning Electronic Information and
Transactions（インドネシア法の仮訳提供サイトによる仮訳）,
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4846_UU_11_2008_e.html
（最終アクセス日：2017 年 12 月 25 日）
657
Government Regulation No. 82 of 2012 regarding the Provision of Electronic System and
Transaction (Regulation 82)（インドネシア法の仮訳提供サイトによる仮訳）,
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4902_PP_82_2012_e.html
（最終アクセス日：2017 年 12 月 27 日）
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災害回復センターの国内設置要求
■2014 年インドネシア銀行通達書簡第 16 号658
-

電子マネー業務事業者に対するデータセンターおよび災害回復セン
ターの国内設定要求

■2016 年個人情報保護に関する情報通信省規則 20 号659
-

個人情報を取り扱う電子事業者に対するデータセンターおよび災害
回復センターの国内設定要求

■2017 年 8 月インドネシア情報通信省による規制案660
-

OTT サービスプロバイダーに対する登録義務、コンテンツ検閲の実施
義務、情報提供のためのコールセンター設置義務、データ保存義務等
を包括的導入

□2017 年にも個人情報保護に係る新法導入により、サーバ国内設置義務
の定義に係る規定やさらなる義務が追加される可能性があるとされてい
た661
ベトナム

■2008 年スパム対策に関する政令 90/2008/ND-CP662
-

電子メール広告提供事業者及びインターネットベースのテキストメ
ッセージサービス提供事業者に対して、ベトナム国内へのサーバの設
置を要求

■2013 年インターネットサービスとオンライン情報の管理、提供、利用
に関する政令第 72 号/2013/ND-CP663
-

情報集約ウェブサイト、SNS、携帯通信ネットワーク上の情報コンテ
ンツサービス、オンラインゲームサービス事業者への国内サーバ設置
要求

658

インドネシア銀行
http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_161114.aspx
（インドネシア語）
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
659
Denny Rahmansyah and Saprita Tahir, Data Protection in Indonesia,
http://blog.ssek.com/index.php/2017/12/data-protection-in-indonesia-2/ （最終アクセス日：2017
年 12 月 25 日）
660
2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems (MOCI Regulation 20),
661
2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems (MOCI Regulation 20),
662
Ministry of Information and Communications “Decree No. 90/2008/ND-CP dated August 13,
2008 of the Government against spam”
http://english.mic.gov.vn/Pages/VanBan/11244/90_2008_ND-CP.html（最終アクセス日：2018
年 1 月 25 日）
663
Asia Internet Coalition “Re: Formal comments on the Draft Decree Amending Decree 72 on
the Management, Provision and Use of Internet Services and Information Content Online (Decree
72/2013-ND-CP)
https://www.aicasia.org/wp-content/uploads/2016/11/AIC-Comments-on-Decree-Amending-Decre
e-72-2016_10_17.pdf
（最終アクセス日：2018 年 1 月 30 日）
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-

2016 年改正案（現在、政令にはなっていない）では、外国のオンラ
インゲームサービス事業者に対するオンラインゲーム支払管理シス
テムの国内設置が義務付けられている。

■サイバーセキュリティ法案（2017 年 6 月公表）664665
-

国内電気通信・インターネットサービスを提供する外国企業に対し現
地利用者に関するデータの管理サーバのベトナム国内設置要求

インド

□データローカライゼーションを分野横断的に義務付ける法はない。
□以下分野別の政策は、いずれも発効した法規制ではないが、政策または
モデルライセンスとして一定の効果を有する。
-

2015 年国家通信 M2M ロードマップ666667は、M2M ネットワーク構築
にあたり国内にのみ設備の設置を認めている。

-

クラウドサービスプロバイダーによるクラウドサービス提供に係る
暫定的候補選択に係る提案の依頼668において、政府にクラウドサービ
スを提供する事業者はデータの国内保存義務を要件とする認証を取
得しなければならないとしている。

-

通信事業者に対する統一ライセンス合意669670において、当局の査察に
備えるために少なくとも 1 年間はインド国内の集約されたセンターに
ログデータを保管する義務

注）単一の法規制名または法案名■、状況説明等は□
664

公式の英訳は公開されていないため、下記ソースを参照。ベトナム日本商工会「サイ
バーセキュリティ法」
（2017 年）
http://jbav.vn/files/Taishikan/20170808-notification-from-embassy-japanese.pdf （最終アクセス
日：2017 年 1 月 25 日）
665
現地報道で、2018 年半ばに承認の見通しとの報道あり。VN express International,
Vietnam’s cyber-security bill continues to cause jitters as promoter remains non-committal
（2017.11.13）,
https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-cyber-security-bill-continues-to-cause-jitters-as-pr
omoter-remains-non-committal-3669934.html（最終アクセス日：2017 年 1 月 27 日）
666

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2015/01/India-M2M-roadmap-avaliable-market-co
nsultations-on-IoT.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
667
http://www.dot.gov.in/sites/default/files/National%20Telecom%20M2M%20Roadmap.pdf （最
終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
668
http://meity.gov.in/writereaddata/files/RFP_CSPs_10_16.pdf （2018 年 1 月 23 日：アクセス
機能せず）
669
License Agreement for Unified License,
http://www.dot.gov.in/sites/default/files/Amended%20UL%20Agreement_0_1.pdf?download=1 ,
pp 40-41 （最終アクセス日：2018 年 1 月 23 日）
670
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India , pp.20-21,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 27 日）
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本分野は国の発展段階を問わず、何らかのかたちでデータローカライゼーションの規制
を設けるとともに、情報の海外移転に対する制限を導入している。
ただし、一口にデータローカライゼーションといっても、措置の義務または禁止事項の
内容（ハードの設置要求、情報を海外に移送する際の要件等）、対象となる情報の種類（個
人情報、非個人情報）
、規制の主体（民間事業者、政府機関、民間・政府の双方、あるい
は金融事業者、通信事業者、インターネット事業者等）、対象分野（情報全般、個人情報
全般、個人情報のなかでも金融・信用情報、医療情報等）など多様である。また、措置の
法源となる法令の種類も、EU 法の直接適用以外は各国法であるが、連邦制度を取る国は
連邦法や州法、判例等もある。さらに、ここでの措置の特徴は、政策として提示されて法
令化を待っているもの、法令化せずに立ち消えているものなどもある。また、措置の義務
または禁止事項について、例えば越境情報移転の制限では、原則的に海外移転を禁止する
場合、移転を認める際に何らかの条件を付す場合などもある。
対象となる情報の種類に着目すると、個人情報については、近年、欧州における GDPR
にみられるように、移転先国のデータ保護レベルが自国と同等である場合に限ってデータ
移転を認める相互主義の動きが広がっている。欧州のみならず、カナダ、豪州、ロシア、
中国でも相互主義が導入されている。
現状でのデータローカライゼーションの措置は、概ね個人情報に係る場合が多く、広範
に非個人情報（ビジネス情報）を対象とする規制は、中国サイバーセキュリティ法による
規制、インドネシア OTT 規制、ベトナムサイバーセキュリティ法案、インドにおける M2M
に対する制限など、数か国で見られるにとどまっている。各国による法制度の導入に向け
たパブリックコメントを見ると、EU やインドのように分野横断的なデータローカライゼ
ーションに後ろ向きの地域・国と、データローカラーゼーションの導入を企図している国
に分かれる。いずれにせよ、規制の対象を検討するデータが、個人情報から非個人情報に
拡大している傾向が明らかである。
措置の義務または禁止事項の内容としては、設備の設置要件（すべてのサーバを国内に
限定する場合と、少なくとも一つ設けることを求める場合とがある）、国内海外でのデー
タ加工を禁止する規制がある（米国、韓国等）。
規制の対象範囲として、分野に特化した情報を規制する場合が先進国も含めて特に多く、
個人情報のなかでも、オーストラリア、金融・信用情報、医療データ等はセンシティビテ
ィの高さから規制を設けている国が多い。また、米国の税務情報の国内サーバ設置義務等、
公的機関が保有する情報に関する規制もみられる。
また、導入済みの措置について、義務の対象となるデータまたは事業者等の範囲が不明
確であるといった、規制の透明性の問題が指摘されている。
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各国で法制度の導入に向けた準備段階となっている場合が多く、法案の提出、パブリッ
クコメント等の提出等が行われているのは、データローカライゼーションに関する何らか
の規定や言及を含むものとして把握できた限り以下のとおりである。
図表 法案準備・パブリックコメント実施状況
EU

非個人データに関し、データローカライゼーションを原則禁止する内容を
含む規制草案「欧州内の非個人データの自由移動に関するフレームワーク
に係る規制案671」を公表している（2017 年 9 月）

中国

サイバーセキュリティ法の実施細則である個人情報及び重要データ国外
持ち出しセキュリティ評価規則672673、情報の国外持ち出しに関するセキュ
リティ評価ガイドイライン674675は、データローカライゼーションに関わる
規定を持つが、意見募集後、未施行である。

タイ

OTT サービス事業者に対する規制の導入を 2017 年半ばから検討676。法案
承認の時期や内容は確認できず。

インドネシア

2017 年 OTT 規制案677において、情報提供のコースセンター設置義務、デ
ータ保存義務等を包括的に導入するもの。

インド

インドのためのデータ保護フレームワークに関する専門家委員会ホワイ
トペーパー678（2017 年）においてデータローカライゼーションに係る暫

671

European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
(COM(2017)495), 19 September 2017|,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-co
uncil-framework-free-flow-non-personal-data（最終アクセス 2018 年 2 月 16 日）
672
Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「个人信息
和重要数据出境安全评估办法（征求意见稿）
」2017 年 4 月 11 日
http://www.cac.gov.cn/2017-04/11/c_1120785691.htm（中国語）（最終アクセス日：2018 年 1
月 24 日）
673
JEITA 和訳に準ずる
674
National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 数据出境安全评估指南（草案）
」
https://www.tc260.org.cn/ueditor/jsp/upload/20170527/87491495878030102.pdf（中国語）
（最終
アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
675
JEITA 和訳に準ずる
676
BakerMcKenzie, Thailand’s NBTC Plans to Issue and OTT Notification to Regulate OTT
Services, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/07/thailand-nbtc-plans（最
終アクセス日：2018 年 2 月 22 日）
677
2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems (MOCI Regulation 20),
678
White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for India ,
https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2017/11/Final_Draft_White_Paper_on_Data_Protect
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定的な見解として「複数の国で異なる形態で導入がなされているものの、
義務化している国は多くない。インドは実施の便益とコストのバランスを
注意深くとるべき。異なるタイプのデータは異なる方法で扱われるべきで
あり、画一的な規制モデルは適切ではない。センシティブなセクターにの
み導入されるべき」としている。

４-２ プラットフォーム規制
① 対象となる規制の定義・範囲
プラットフォーム／プラットフォーマーという単語については、分野・領域により様々
な定義・用法がなされており、技術的な基礎・基盤という観点、あるいは市場シェアや影
響力の大きさからプラットフォーム／プラットフォーマーという単語が用いられること
も少なくない。
一方、SNS を含むオンライン上のサービスや新たなビジネスモデルの台頭を受け、例え
ば、欧州委員会では 2015 年 9 月から「オンラインプラットフォームの規制の在り方に関
する意見公募」を実施するにあたり、オンラインプラットフォームについて次のような定
義を行っている。また、2016 年 5 月に欧州委員会が公表した「欧州のためのオンラインプ
ラットフォーム及びデジタル単一市場の機会と挑戦」という文書では、オンラインプラッ
トフォームに関する明確な定義は示さず、例示と特徴についてのみ次のように示されてい
る679。
【オンラインプラットフォームの規制のあり方に関する意見公募（2015.9～2016.1）680】
"Online platform" refers to an undertaking operating in two (or multi) sided markets, which uses
the Internet to enable interactions between two or more distinct but interdependent groups of
users so as to generate value for at least one of the groups. Certain platforms also qualify as
Intermediary service providers.

ion_in_India.pdf （最終アクセス日：2018 年 1 月 24 日）
679
欧州委員会が 2016 年 5 月に公表した文章について、井上（2017）は「オンライン・プ
ラットフォームについて、技術革新等により多種多様なものが創出されると見込まれると
ころ、総括する定義を行うことが難しいとし、例示と特徴を示すのみとなった」と紹介し
ている。
【井上淳（2017）
「欧州連合（EU）におけるオンライン・プラットフォームに対
する規制等の動向について」慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所『メディ
アコミュニケーション』No.67】
680
European Commission (2015). Regulatory environment for platforms, data and cloud
computing and the collaborative economy.
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【欧州のためのオンラインプラットフォーム及びデジタル単一市場の機会と挑戦
（2016.5）681】
＜例示＞ Online platforms come in various shapes and sizes and continue to evolve at a pace
not seen in any other sector of the economy. Presently, they cover a wide-ranging set of
activities including online advertising platforms, marketplaces, search engines, social media and
creative content outlets, application distribution platforms, communications services, payment
systems, and platforms for the collaborative economy.
Non-exhaustive set of examples: Google’s AdSense, DoubleClick, eBay and Amazon
Marketplace, Google and Bing Search, Facebook and YouTube, Google Play and App Store,
Facebook Messenger, PayPal, Zalando marketplace and Uber.

（※下線：MURC にて付記）

＜特徴＞ Online platforms share some important and specific characteristics. In particular:
- they have the ability to create and shape new markets, to challenge traditional ones, and to
organise new forms of participation or conducting business based on collecting, processing,
and editing large amounts of data;
- they operate in multisided markets but with varying degrees of control over direct interactions
between groups of users;
- they benefit from ‘network effects’, where, broadly speaking, the value of the service increases
with the number of users;
- they often rely on information and communications technologies to reach their users, instantly
and effortlessly;
- they play a key role in digital value creation, notably by capturing significant value (including
through data accumulation), facilitating new business ventures, and creating new strategic
dependencies.
このように、プラットフォーム／プラットフォーマーには定まった定義はなく、分野や
文脈に応じて様々な用法があるが、本節では経済学・経営学などの学問領域における定義
ならびに近年の欧州委員会の文書にみられる表現を参考に、プラットフォームを直接の接
点のない２つ以上の主体（ユーザ）をつなぎ経済的な価値を創出・提供するものと位置付
けることとする。
また、デジタル貿易という観点から通信インフラの整備・提供事業者のビジネスを除外
する場合も、情報通信分野のプラットフォームには、通信機器（ハード）と提供サービス
（ソフト）が一体のプラットフォーム（例：クレジットカード及び読取端末と決済サービ
ス）
、通信機器のシェアを基軸にサードパーティがソフトウェアやコンテンツサービスを

681

European Commission (2016). Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities
and Challenges for Europe
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開発・提供するプラットフォーム（例：ゲーム機とゲームコンテンツ）、さらに近年台頭
している OTT（Over The Top）事業に関するプラットフォームなど、いくつかの類型に整
理することができる。

図表

プラットフォームの類型

パターン１

パターン２

（例）
・クレジットカードサービス

パターン３
（例）
・広告収入型コンテンツ配信
・ユーザー課金型コンテンツ配信
⇒動画配信、SNS
⇒ECサイト（モール型）
⇒決済サービス（Alipay, PayPal）

（例）
・ＰＣ、スマホ、ゲーム機

・スマートホーム、スマート家電
（大手メーカー）

ソフト
ウェア

サービス

ハード
ウェア
インフラ

ユーザー
顧客

ユーザー
顧客

(事業者)

(事業者)

通信機器など
ユーザー
顧客
(事業者)

通信機器など

ユーザー
顧客
通信インフラ

コンテンツ
サービス

ｿﾌﾄｳｪｱ､ｺﾝﾃﾝﾂ

(消費者)

プラット―フォーム
事業者の事業領域

ユーザー
顧客
(消費者)

通信機器

ユーザー
顧客
通信インフラ

プラット―フォーム
事業者の事業領域

通信インフラ

(消費者)

プラット―フォーム
事業者の事業領域

なお、
「データの流通」という点に軸足を置く場合、上図のパターン３に該当する事例
が主な対象になるとともに、OTT 事業等のビジネスモデル（収益構造）を踏まえると、次
のような規制がオンラインプラットフォーム規制の射程に入ると考えられる。
① 広告収入型コンテンツ配信などの B2B 事業に関するプラットフォーム規制
・広告事業一般に関する規制
・オンライン広告配信に関する規制
・データを活用したコンサルティング（データ利活用）に関する規制

／等

② ユーザー課金型コンテンツ配信などの B2C 事業 に関するプラットフォーム規制
・配信コンテンツの内容に関する規制（例：文化保護、公序良俗）
・決済（課金システム）に関する規制（例：消費者保護、金融）

／等

③ OTT 事業等に対する固有の規制

ただし、こうした規制以外にも、独占禁止に関する視点682、免許取得等に係る外資出資

682

multi-sided market の特徴を有するプラットフォームのなかでも、OTT 事業などのデジ
タルプラットフォームに対し市場シェアに基づく規制については、オンラインの新たなサ
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比率に関する視点、個人情報保護に関する視点、情報セキュリティに関する視点、データ
ローカライゼーションに関する視点などが、デジタルプラットフォーマーの事業活動に対
し影響を及ぼす要素として挙げることができる。本節では、各国の主だった規制等につい
て紹介する。
①調査対象国・地域の概況
図表

プラットフォーム規制に関する各国等制度状況

日本

－

米国

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

■S.J.Res.34 - A joint resolution providing for congressional disapproval under
chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Federal
Communications Commission relating to "Protecting the Privacy of Customers
of Broadband and Other Telecommunications Services".（ブロードバンドそ
の他の電気通信サービス利用者のプライバシー保護規則の廃止）：本法
令は、2016 年の FCC プライバシー規則（ISP によるインターネット利
用履歴の監視や、許可なく収集データを販売することを禁止する）の廃
止を定めている。これにより、インターネットサービスプロバイダが、
同意なく広告サービス企業等を含む事業者に顧客の利用データを販売
することが危惧されている。
□ミズーリ州による Google の捜査（2017 年 11 月 13 日）
ミズーリ州の司法長官は、グーグルの事業が消費者保護法や反トラスト
法違反についての捜査を開始したことを発表した。特に、顧客データの
収集や利用、開示、自社に有利な形での検索結果の表示等を調査する。
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○政治広告規制に関する法案：テレビ・ラジオ等の放送事業者を対象とす
る既存の選挙法を SNS 事業者等のオンライン有料広告に適用するもの。
カナダ

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

－
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○2014 年、ブリティッシュ・コロンビア州高等裁判所はエクーステック
社（Equustek Solutions 社）とグーグル社の間で商標権をめぐる裁判につ
いて、エクーステック社を支持する判決となり、検索インデックスから
当該商標の表記を削除となった。(2014 年)
ービスコンテンツを既存のどのようなサービスと類似・同種とみなし市場シェアを算出す
るかという点が論点となっている。
（参考：井上淳（2017）「欧州連合（EU）におけるオ
ンライン・プラットフォームに対する規制等の動向について」慶応義塾大学メディア・コ
ミュニケーション研究所『メディアコミュニケーション』No.67）
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○カナダ・ラジオテレビ通信委員会（CRTC）によるクォータ：番組制作
費、番組プログラムの最小量の両方によるクォータ制度
豪州

－

EU

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

○Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges
for Europe（欧州のためのオンラインプラットフォーム及びデジタル単
一市場の機会と挑戦）（2016 年）：欧州委員会が、オンラインプラット
フォームの重要性に鑑み、評価および協議の実施結果を踏まえ、プラッ
トフォームの新規参入と競争を促進するための政策オプションを示し
た文書
○判例：Antitrust/Cartel Cases 39740 Google Search (Shopping)（反トラスト
事件のケース 39740 Google の検索結果）
：検索サイトとしての優越的地
位に対する指摘
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

－
ドイツ

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

○連邦機関による公正取引に関する調査：連邦カルテル庁がオーディオブ
ック市場における Apple 社と Amazon.com 社の反競争的行為に関する調
査を開始（2015.11）683
○シェアリングプラットフォームに対する判例、法解釈684
－判例：旅客運送事業法（BOKraft）に基づく許可のない個人運転手に
よる移動仲介サービス（Uberpop）に関する地方裁判所での違法判決
－法解釈の照会：国内でウーバーのサービスを禁止した場合の EU 関連
法令への抵触に関する欧州司法裁判所への照会（2017.5）
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

－
フランス

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

－

683

総務省「世界情報通信事情（ドイツ）」
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 15
日）
684
(独)労働政策研究・研修機構(2017)「諸外国におけるシェアリング・エコノミー」
、山
崎憲（2017）
「ニューヨーク州でウーバー運転手に失業保険を認める判断－請負から雇用
となる転機か」 所収. (独)労働政策研究・研修機構『Business Labor Trend(2017.8-9)』
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【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○オンデマンド視聴覚サービスに関するデクレ（2011 年）
：オンデマンド
で提供されるオーディオビジュアルメディアサービスを対象としたク
ォータ、欧州・フランス語を用いるプロダクションへの投資、サイトの
レイアウトなどの規定
韓国

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

－
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○新聞の促進に関する法令(1987 年)：新聞/オンライン新聞/オンラインニ
ュースサービスを出版・配信する事業者を対象に、本社がある自治体に
おける事業者情報・コンテンツ概要等の登録義務、外資比率などを規定
○オンラインで販売される商品の制限：アルコールおよびタバコのオンラ
インでの販売の禁止
ロシア

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

－
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○"Blogger's Law" Legislative initiative 428884-6（「ブロガーの法律」立法主
導権 428884-6）
（2014 年）
：読者が 3,000 人を超えるブロガーは「情報配
信のオーガナイザー」として登録し、報道事業者に対する規則の対象と
することを規定
○Federal Law 2006 no. 244-FZ（連邦法 2006 第 244-FZ 号）
：アルコールに
関するオンライン広告、オンライン販売の禁止を規定
ブラジル

－

中国

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

○公序良俗の観点に基づく当局のプラットフォームに対する対応①：海外
の SNS サイトへのアクセスを規制
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○公序良俗の観点に基づく当局のプラットフォームに対する対応②：2014
年 5 月、政府は中国のオンライン P2P ビデオホスティングプラットフォ
ーム（深セン QVOD Technology 社）のインターネット事業免許を取り
消し、著作権侵害とインターネットポルノの観点からすべてのサーバー
を閉鎖するよう強制
タイ

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

○国家放送通信委員会(NBTC)による OTT サービスの規制に関する方針/
取組：OTT を放送事業に分類すること、OTT 事業者の登録義務などに
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関する規制案を 2017 年に発表。ただし現在も本規制は導入されていな
い

【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○Section 7, Chapter 1 of the Thai Telecommunications Business Act B.E. 2544
（タイ電気通信事業法 B.E,2544 第一章第 7 条）
（2001 年）
：広告サービ
スを含む全ての電気通信サービスに対する届出手続を課す規定
インドネシア

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

○Draft Regulation of MOCI on Provision of Over-the-Top Application and/or
Content Service via the Internet（2017 年 8 月公表 OTT アプリケーション
およびサービスの提供に関するインドネシア情報通信省規制案（2017
年 OTT 規制案）
）
：OTT サービスプロバイダに対する登録義務、コンテ
ンツ検閲の実施義務、情報提供のコースセンター設置義務、データ保存
義務等を包括的に導入するもの

ベトナム

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

■2013 年 7 月 15 日のインターネットサービス及びオンライン情報の管理、
規定、利用に係る政令第 72 号/2013/ND-CP
- 25 条 6 項は、SNS 設置主体に対し、禁止行為を定めた同法令 5 条に違
反した情報の削除やアクセス遮断について所轄官庁と協力することを
定めている。
○Decree 52/2013/ND-CP on e-commerce (“Decree 52”)（e コマースに関する
政令第 52 号/2013/ND-CP(政令 52 号)：電子商取引サイトやオークショ
ンプラットフォームの運営者の商工省への登録について規定（対象：ベ
トナムのドメインネームを用いる企業、ベトナムにおいて登録された企
業）
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】

○Decree No. 181/2013/ND-CP on Cross-Border Supply of Advertising Services
（海外からの広告サービスの提供に関する政令第 181 号 2013/ND-CP）
：
海外のウェブサイトがベトナムの広告事業者に広告を掲載するために
はベトナム国内の事業者との共同であることを規定
○Decree 90/2008/ND-CP dated 13 August 2008 on anti-spam (Decree 90)（2008
年 8 月 13 日発行のスパム対策に関する政令 90/2008/ND-CP（政令 90））
：
e メール及びインターネットベースのテキストメッセージを用いる広告
サービスの提供者はベトナムのドメインネーム(vn.)から e メールを送ら
なければならないことを規定。
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インド

【プラットフォーム事業に対する直接的な規制】

○国際的なコンテンツ・プロバイダーに関する規制：国際コンテンツ・プ
ロバイダーは、国内に事業所を設置すること、あるいは国内の提携事業
者を指名する必要があることを規定
【広告や配信コンテンツなどのプラットフォーム事業に対する間接的な規
制】
－

プラットフォーム／プラットフォーマーに対する規制には事業者の業種や業態、対象領
域における免許制の有無等により様々な形態がある。なお、世界各国で急激に拡大してい
る「シェアリング・エコノミー」
「ギグ・エコノミー」については、労使関係の定義、サ
ービス提供者（例：宿泊サービス、運転サービスの提供者）の位置づけ（雇用労働者⇔個
人請負）に関する法解釈の検討が各国で進められていることから685、当該分野のプラット
フォーム／プラットフォーマーに対する規制は特に注視が必要である。

４-３ セキュリティ強制規格等
①対象となる規制の定義・範囲
以下では、まず本節が対象範囲とする規制・措置として(a)セキュリティ強制規格、(b) セ
キュリティ強制規格に係る認証プロセス、(c) その他の関連する規制・措置を挙げ、その
概要を説明する。なお、これらの規定は後述するように一部の国の特定の分野において、
限定的に適用される場合がある。また、運用実態や適用対象が不明確な規制も存在してい
るため、貿易阻害の程度は不確かである。

(a)セキュリティ強制規格
セキュリティ強制規格とは、海外から輸入される製品・サービス等について安全性を担
保する目的で法律に基づいて義務付けられた規格である。デジタル貿易においては、特に
サイバー犯罪による被害や情報漏えいに対する安全性を担保する目的で、電気通信機器や

685

ドイツでは、連邦裁判所がウーバーを全面禁止した場合の EU 関連法令への抵触可能
性について、2017 年 5 月に欧州司法裁判所に対し照会を行っている。また、アメリカ・ニ
ューヨーク州労働省行政審判官はウーバー社の元運転手に失業保険の受給資格があると
判定したことに加え、現在、同社で運転業務に従事している他の運転手の失業保険掛け金
を同社が負担する必要があるとの見解（2017 年 6 月 3 日）を示している。
（参考：(独)労
働政策研究・研修機構(2017)「諸外国におけるシェアリング・エコノミー」、山崎憲（2017）
「ニューヨーク州でウーバー運転手に失業保険を認める判断－請負から雇用となる転機
か」 所収. (独)労働政策研究・研修機構『Business Labor Trend(2017.8-9)』
）
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IT 製品、ソフトウェアサービスについて定められる場合がある。デジタル貿易におけるセ
キュリティ強制規格は、国内における情報流通を保護する手段である一方、国際標準では
なく自国の独自規格を設置し、さらに多国間での相互のセキュリティ規格の採用等を認め
ない場合には、外国の製品・サービスを市場から排除する手段となり得る。
セキュリティ強制規格等にかかる国際的なコンセンサスの一つである WTO・TBT 協定
は、差別的な国内規格の適用や、貿易に障害をもたらす目的での規格は認めておらず、ま
た正当な理由がない限り、国際規格を基礎として作成することを推奨している。現状にお
いては、WTO 加盟国においても貿易障壁となり得るセキュリティ強制規格が設けられて
いる場合がある。このため、本節では対象国の貿易の障壁となり得る強制規格を挙げる。

(b)セキュリティ強制規格に係る認証プロセス
対象製品が上記のセキュリティ強制規格を含む規格へ適合していることを審査・証明す
るプロセスが認証である。規格の認証を受けるにあたり、他国との互換性のない認証プロ
セスや、過度に煩雑な認証プロセスは、実質的に外国の製品・サービスを市場から排除す
る手段となることがある。本節では貿易の障壁とされ得る認証プロセスについての規定に
ついても対象とする。特に、複数の国が導入する国内審査要求や、ソースコード開示要求
の概要を以下に説明する。
貿易において妨げとなる認証プロセスの規定の内容は様々であるが、主要な規定の一つ
が「国内審査」の要求である。認証プロセスにおいては、CCRA（各国の政策実施機関が
IT 製品等の安全性を客観的に評価した結果を国際的に相互認証するための仕組み686）のよ
うな外国との相互認証を認めず、国外事業者が輸出先国において審査をすることを求める
場合がある。この場合、外国事業者は国内事業者に比べより多くの負担をしなければなら
ず、当該国の市場へのアクセスが妨げられる可能性がある。
また、近年ソフトウェアおよびソフトウェアが組み込まれた機器について、自国の領域
における輸入、頒布、販売又は利用の条件として、当該ソフトウェアのソースコードの開
示を要求する規定が一部の国において定められている。ソースコード開示要求は、安全保
障目的や消費者保護等の目的で安全性を確保するために導入されている一方、ソースコー
ドを開示することで、外部からのサイバー攻撃への脆弱性や技術流出につながる可能性も
ある。このため、ソースコード開示要求を課すことにより、前述のリスクを危惧する事業
者の市場参入を実質的に妨げる可能性が考えられる。このため、TPP 協定第 14.17 条にお
いては、締約国に対し、他国の者が所有するソフトウェアのソースコードの移転又はソー
スコードへのアクセスの要求を原則禁止しており、二国間貿易協定等においても同様の規
定が採用されている。本節では認証プロセスの特にソースコード開示要求も対象とする。
686

Common Criteria Recognition Agreement の略。
CCRA の概要については下記を参照した。
経済産業省「CCRA とは」http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/CCRA_join_Appendix01.pdf
（最終アクセス日：2018 年 2 月 16 日）
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(c)その他の関連する規制・措置
上記の、強制規格や、認証プロセスにおける要求に関連する規定である。本節では特に、
（認証プロセス以外の場合の）ソースコード開示要求も対象とする。
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②調査対象国・地域の概況
図表 貿易障壁となり得るセキュリティ強制規格等に関する各国等規制状況
日本

－

米国

□IoT サイバーセキュリティ改善法案（2017 年 8 月）687
-

製造業者に対し、機器の脆弱性へのパッチ適用可能、業務標準の適用、変
更不可のパスワード使用不可、既知の脆弱性を含まないことを要求。

カナダ

－

豪州

－

EU

－

ドイツ

－

フランス

－

韓国

■2014 年ネットワーク認証スキーム688689
-

CCRA690加盟国にも関わらず、政府調達において国外で認証を受けた IT 機
器について追加の認証プロセスとして韓国国家情報院への機器の提出・国
内機関における審査を義務化。

■電子文書保安措置施行指針、国家サイバー安全管理規定等691
-

韓 国 に お け る 政 府 調 達 に お い て は 、 Korea IT Security Evaluation and
Certification Scheme （ KECS） の認証 取得（ Common Criteria Recognition
Agreement; CCRA692の対象となっている）が必要であり、また製品に暗号モ

687

谷脇康彦（総務省）
、
「データ手動社会とサイバーセキュリティ」2018 年 1 月 24 日、
http://www.jnsa.org/seminar/nsf/2018/data/NSF2018_S1.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月
23 日）
688
本規則について、英語の一次情報等は公開されていないようである。神田雅透「各国
政府の暗号政策動向」http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~tsujii/pdf/150620kanda.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 16 日）
689
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
690
Common Criteria Recognition Agreement の略。各国の政策実施機関が IT 製品等の安全性
を客観的に評価した結果を国際的に相互認証するための仕組み。経済産業省「CCRA とは」
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/CCRA_join_Appendix01.pdf （最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
691
本規則について、英語の一次情報等は公開されていないようである。神田雅透「各国
政府の暗号政策動向」http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~tsujii/pdf/150620kanda.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 16 日）
692
各国の政策実施機関が IT 製品等の安全性を客観的に評価した結果を国際的に相互認証
するための仕組み。経済産業省「CCRA とは」
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/CCRA_join_Appendix01.pdf （最終アクセス日：2018
年 2 月 16 日）
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ジュールが搭載される場合には、国家機関用暗号モジュール認証（認可暗
号アルゴリズム非公開）も必要となる。また、対国民行政業務用システム
では韓国版暗号モジュール認証プログラム（Cryptographic Module Validation
Program; CMVP）認証取得が必要となり、この韓国版 CMVP とは、韓国国
家情報院が運営する韓国独自の認証制度を指す。
□調達における韓国独自の暗号アルゴリズムの採用693
国家情報院は、公的セクターにおいて調達されるネットワーク機器について
国際的に用いられている国際標準の AES アルゴリズムではなく、
韓国の ARIA
及び SEED 暗号アルゴリズムに基づいた暗号モジュールを認証している。一
部の米国事業者はこの規制のために、VPN 及び firewall システムを韓国の公的
セクターの機関に供給することが不可能となっている。
ロシア

□ロシアの連邦保安庁は国際的なテクノロジー系大企業に対し、安全保障の目
的でソースコード開示を要求しており、これらの企業はこの要請に応じてい
る旨の報道がなされている。対象となったソフトウェアの中には、米国政府
が広く用いるものもあるとされている694。

ブラジル

■大統領令 8135/2013695
-

政府機関に対し、ブラジルの連邦データ処理機関である SERPRO 等の公的
機関からの e メール、ファイルフィルタリング、テレビ会議、VoIP サービ
スの調達を要求する規則である。

-

それに続く実施規則（Portarias 141 and 54）は政府契約者のシステム及びそ
のソースコードへのアクセスの監査を含む付加的要件を課している。

-

2016 年、企画省は認可されたハードウェア・ソフトウェアソリューション
が政府機関に有利になるような法令を廃止する意図を表明したが、代替案
はまだ出されていない。

693

USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 25 日）
694

Joel Schectman et al, Under pressure, Western tech firms bow to Russian demands to share
cyber secrets, 2017.6.23.,
https://uk.reuters.com/article/uk-usa-russia-tech/under-pressure-western-tech-firms-bow-to-russian
-demands-to-share-cyber-secrets-idUKKBN19E0XJ （最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
Dustin Volz et al., INSIGHT-Tech firms let Russia probe software widely used by U.S. government,
2018.1.25.,
https://www.reuters.com/article/usa-cyber-russia/insight-tech-firms-let-russia-probe-software-widel
y-used-by-u-s-government-idUSL1N1OD2GV （最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
695
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p57,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 23 日）
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□電気通信庁（Anatel）による、国外でテストデータの否認696
-

ブラジルの電気通信庁は、ブラジル国外のテストデータを、機器を運ぶに
は大きすぎる場合を除いて認めていない。従って、全ての IT/電気通信機器
がブラジル国内での審査を義務化され、コストと時間が貿易の障壁となっ
ている。

中国

■2009 年第 33 号公告 IT セキュリティ製品の強制認証実施要求の調整に関する
公告697
-

政府調達における 13 品目の IT セキュリティ製品について「強制認証制度
（CCC）
」の対象としている。この認証プロセスにおいて、ソースコード開
示が要求される場合がある。スマート COS 製品の実施規則では実質的にソ
ースコード開示が要件となっているが、その他の製品についてソースコー
ド開示が必要となるか否かは不透明である。

■インターネット重要設備およびインターネット安全専用製品目録（インター
ネット基幹装置およびインターネットセキュリティ専用製品目録）（第 1 回）
698699

-

「主要機器およびネットワークセキュリティ製品の特別ネットワーク」に
含まれる機器および製品は、認定機関の安全認証または安全性試験に合格
した後、関連する各国規格の義務要件に従って販売または提供されるもの
としている。目録において対象は主要機器 4 品目（ルータ、サーバ、スイ
ッチングハブ、シークエンサー（PLC 装置）及びファイアウォール等の専
用製品 11 品目を挙げている。

696

Telecommunication Industry Association, Public Comments Regarding the 2014 National
Trade Estimate Report on Foreign Barriers to Trade (Docket Number: USTR-2014-0014),
2014.10.29.,
http://www.tiaonline.org/sites/default/files/pages/TIA%20Submission%20for%202015%20NTE%
20Report%20-%20USTR-2014-0014%20-%20Final.pdf（最終アクセス日：2017 年 2 月 27 日）
697
日本機械輸出組合「中国、IT セキュリティ製品の強制認証実施規則を発表」
http://www.jmcti.org/kankyog/kijun_joho/090427China_IT_CCC.pdf （最終アクセス日：2018
年 2 月 23 日）
698
Ministry of Industry and Information Technology of the Republic of China（中华人民共和国
工业和信息化部）
「网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）」
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c5679459/content.html （中国語）（最終アクセス
日：2018 年 1 月 26 日）
699
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
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□インターネット製品およびサービス安全審査弁法（ネットワーク製品および
サービスセキュリティ審査規制）（試行）700701702
-

国の安全に係るネットワークおよび情報システムが調達する重要なネット
ワーク製品およびサービスに対してセキュリティ審査を実施（第 2 条）。

□インターネット製品およびサービス安全通用要求（ネットワーク製品および
サービスセキュリティ一般要求事項）（意見募集稿）703704
-

国内で販売または提供されているネットワーク製品およびサービスが満た
す必要のある一般的なセキュリティ要件およびセキュリティ強化要件を規
定している（第 1 条）。

□重要情報インフラ安全検査評価ガイドライン（重要情報インフラセキュリテ
ィ検査評価ガイドライン）意見募集稿705
-

主要情報インフラの検査と評価の方法、プロセス、内容を提供し、重要情
報インフラの運営組織、ネットワークセキュリティサービス機関がセキュ
リティ検査評価作業を実施するうえでの指針に適用される。また、サイバ
ーセキュリティ検査に用いる製品の研究開発機構が検査ツールを研究開発
し、セキュリティアプリケーションを刷新するうえでも参照とするもの（第
1 条）
。

700

Ciberspace Administration of China（中华人民共和国国家互联网信息办公室）
「网络产品
和服务安全审查办法（试行）
」http://www.cac.gov.cn/2017-05/02/c_1120904567.htm（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
701
北大法宝 http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=293918&lib=law （中国語、英語）
（最
終アクセス日：2018 年 2 月 14 日）
702
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
703
National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 网络产品和服务安全通用要求(征求意见稿)」
https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20170830211538&norm_id=2017022022084
1&recode_id=23879（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
https://www.tc260.org.cn/file/20170830203000000002.doc（中国語）（最終アクセス日：2018
年 1 月 26 日）
704
ジェトロ北京事務所「中国 『インターネット安全法』に基づく企業コンプライアスに
ついて、2017 年 11 月、
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/4239e2d290330868/cnrp-201711.pdf （最終
アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
705
National Information Security Standardization Technical Committee（全国信息安全标准化技
术委员会）
「信息安全技术 关键信息基础设施安全检查评估指南(征求意见稿)」
https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20170830214650&norm_id=2017032115551
6&recode_id=23885（中国語）
（最終アクセス日：2018 年 1 月 26 日）
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-

コンプライアンス検査において、国の関連法令、政策標準、業界標準で規
定される強制要件の順守を検証する（第 5 条 1 項）
。

-

暗号法に照らし、重要情報インフラの暗号使用の強制要件実行の検査義務
があるとしている（第 7 条 2 項 3）
。

□独自のワイヤレス技術の承認706
中国工業情報化部は、LAN（ローカルエリアネットワーク）技術に適するもの
と し て 、 国 際 的 に 用 い ら れ る 802.11(WiFi) で は な く で は な く 、 Enhanced
Ultra-Thoroughput(EUTH)ワイヤレス LAN 技術をみとめている。
□複数の審査・認証プロセスの適用707
-

現在、電気通信機器について中国は 3 つの異なる審査・認証プロセスを設
けており、前述の CCC に加えて無線型式承認及び、ネットワークアクセス
免許がある。これは、
「輸入製品について二つ以上の適合性評価を設けては
いけない」と定めた WTO 加盟の約束に反している。

□中国政府はアップル社708やマイクロソフト社709へのソースコード開示を要求
している旨が報道されている。
タイ

706

－

Telecommunication Industry Association, Public Comments Regarding the 2014 National
Trade Estimate Report on Foreign Barriers to Trade (Docket Number: USTR-2014-0014),
2014.10.29.,
http://www.tiaonline.org/sites/default/files/pages/TIA%20Submission%20for%202015%20NTE%
20Report%20-%20USTR-2014-0014%20-%20Final.pdf（最終アクセス日：2017 年 2 月 27 日）
707
Telecommunication Industry Association, Public Comments Regarding the 2014 National
Trade Estimate Report on Foreign Barriers to Trade (Docket Number: USTR-2014-0014),
2014.10.29.,
http://www.tiaonline.org/sites/default/files/pages/TIA%20Submission%20for%202015%20NTE%
20Report%20-%20USTR-2014-0014%20-%20Final.pdf（最終アクセス日：2017 年 2 月 27 日）
708
Dustin Volz, Apple refused hina request for surce code in last two years: lawyer, 2016.4.30.,
https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption/apple-refused-china-request-for-source-code-i
n-last-two-years-lawyer-idUSKCN0XG28Z （最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
709
Reuers, IBM allows Chinese Government to review source code: WSJ, 2015.10.16.,
https://www.reuters.com/article/us-ibm-china-wsj/ibm-allows-chinese-government-to-review-sourc
e-code-wsj-idUSKCN0SA1BZ20151016 （最終アクセス日：2018 年 2 月 23 日）
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インドネ ■2012 年電子システム及び電子商取引に関するインドネシア共和国政府規則
シア

（レギュレーション 82）710
-

政府機関用にソフトウェアを作成したプロバイダーは、ソフトウェアのソ
ースコードの関係機関への提出が義務とされる。

■1999 年国家電気通信法 No.36711
-

本法令はインターネットテクノロジー機器及び電気通信機器を対象としお
り、通信情報省・情報通信資源規格総局（SDPPI）による認可取得を義務化
するものである。SDPPI への申請前に、国内審査が要求されている。

ベトナム

□サイバーセキュリティ法案（特に 28 条、29 条、31 条)（2016 年）712
情報システム・ハードウェア・ソフトウェア・管理・運用のサイバーセキュ
リティ標準の認証、ネットワーク製品・サービスの基準適合義務（適合機器
のみ使用可とされる政府調達以外、義務の有無は不明）等を定めている。

インド

■2011 年 電気通信庁による電気通信事業者のライセンス契約についてのセキ
ュリティ関連の改正713714
-

ベンダーは電気通信事業者との契約で電気通信事業者、電気通信庁、関連
当局に対しハードウェア、ソフトウェア、デザイン、開発、製造設備及び
サプライチェーンの（国内での）点検を許可し、また全てのソフトウェア
は機器の供給時にセキュリティ検査の対象としなければならないとしてい
る。本規制は、知的財産の保護やコストの点から懸念されている。

-

本改正案はまた、
「予期せぬ不注意／不適切」
「不適切な措置、故意の行為、
機器に残された脆弱性、意図的なセキュリティ侵害の試み」について罰則

710

Government Regulation No. 82 of 2012 regarding the Provision of Electronic System and
Transaction (Regulation 82)（インドネシア法の仮訳提供サイトによる仮訳）,
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4902_PP_82_2012_e.html
（最終アクセス日：2017 年 12 月 27 日）
711
SNI certification, SDPPI Approval, http://sni-certification.com/?page_id=10 （最終アクセス
日：2018 年 2 月 27 日）
712
公式の英訳は公開されていないため、下記ソースを参照。ベトナム日本商工会「サイバ
ーセキュリティ法」
（2017 年）
http://jbav.vn/files/Taishikan/20170808-notification-from-embassy-japanese.pdf （最終アクセス
日：2017 年 1 月 25 日）
713
Government of India Ministry of Communications & IT Department of Telecommunications,
License Agreement for Unified License,
http://www.dot.gov.in/sites/default/files/Amended%20UL%20Agreement_0.pdf （最終アクセス
日：2018 年 2 月 27 日）
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2014.10.29.,
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を課している。罰則はインド市場におけるベンダーのブラックリスト化に
加え、新たに課徴金を定めている。
「不適切」の定義等が不明確であるため、
電気通信事業者及びベンダーに悪影響を与える可能性が懸念されている。
■2014 年改正 電気通信サービス提供者へのライセンス協定715
-

インド国内において認められたラボ又は機関におけるネットワーク要素
（ネットワークを構成する設備）の審査義務。

□2010 年 7 月の通達において、外国企業から通信機器を購入する通信事業者に
対する新たな免許条件の一つとして購入機器に生じたセキュリティ問題に対
応する目的でソフトウェアのソースコードを預託し、政府指定の専門家に検
査分析を認める旨の規制が提示された。その後、他国政府の反発を受け義務
化を断念したが、厳しい審査義務は依然として残っている716。
□クラウドサービスプロバイダーによるクラウドサービス提供に係る暫定的候
補選択に係る提案の依頼（2015 年クラウド提案依頼）717
政府省庁にクラウドサービスを提供する意図を持つ事業者による提案時の認
証取得義務（データの国内保存義務含む）。
□政府認定の暗号化の要求718
-

電気規制当局による政府認定の暗号化の要求水準が他国に比して高く、不
確実性の原因となっている。2015 年 9 月に政府は国家暗号政策のドラフト
を公表したが、その後の改訂はなされていない。

注）単一の法規制名または法案名■、状況説明は□
各対象国においては、様々なセキュリティ強制規格及び関連措置が存在する。各規制の
対象を見ると、大きく強制規格そのものを規定する規制、認証プロセスを規定する規制、
715

Telecommunication Industry Association, Public Comments Regarding the 2014 National
Trade Estimate Report on Foreign Barriers to Trade (Docket Number: USTR-2014-0014),
2014.10.29.,
http://www.tiaonline.org/sites/default/files/pages/TIA%20Submission%20for%202015%20NTE%
20Report%20-%20USTR-2014-0014%20-%20Final.pdf（最終アクセス日：2017 年 2 月 27 日）
716
経済産業省、
「2011 年版 不公正貿易報告書 第 10 章 インド」、
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2011_01_10.pdf （最終アクセス日：2018
年 2 月 23 日）
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, p213-214,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 2 月 23 日）
717
http://meity.gov.in/writereaddata/files/RFP_CSPs_10_16.pdf （2018 年 1 月 23 日：アクセス
機能せず）
718
USTR, 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, pp216-217,
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf （最終アクセス日：
2018 年 1 月 11 日）
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その他の規制がある。強制規格を定める規制として、韓国では政府調達製品に対して韓国
独自の暗号規格の義務化や、一部独自の認証が義務化されている。また、中国においても、
政府調達において CCC 規制といった強制規格が定められているが、規制の適用範囲の不
明確さや、複数の強制規格が同じ製品に適用され複雑な手続きが必要とされる点について、
懸念が示されている。近年、米国やベトナムにおいては、政府調達等における強制規格を
定めたサイバーセキュリティ法案が提出されている。さらに、インドにおいても政府の暗
号政策の草案が公表されているが、実際の制定には至っていない。
各国には、貿易の障壁となり得る認証プロセスを対象とした規制も一部存在している。
韓国は、相互認証制度に加盟する一方、政府調達において追加の国内審査が要求されてい
る旨が報告されている。また、インドネシアにおいては、特定の電気通信機器等を対象と
した認証取得における国内審査要求が課されている。加えて、インドにおいても特定のネ
ットワーク機器や電気通信事業者を対象とした国内審査を義務付ける規制の存在が報告
されている。ブラジルでは、IT/電気通信機器の認証プロセスにおいて国外データが認めら
れず、実質的に国内審査が条件となっている旨が報告されている。
ソースコード開示要求に関連して、ブラジルの政府調達においては、政府が契約したシ
ステムのソースコードへのアクセスが付加的要件として定められている。また、中国では
政府調達のための強制規格取得プロセスにおいて、特定の製品についてはソースコード開
示が要求されている。インドネシアも同様に政府機関向けのソフトウェアを作成したプロ
バイダーに対して管轄政府機関へのソースコードの提出を定めている、なお、インドにお
いては通信機器の輸入に際しソースコードを預託し、政府による検査を認める旨の規制が
提案されたが、各国の反発を受け導入に至らなかった経緯がある。
規格、認証プロセスに関する規制の他、大手テクノロジー企業に対して、中国・ロシア
の政府がソースコード開示を要求し、一部の大手テクノロジー企業がソースコードを開示
した旨の報道も複数なされている。
これまで述べた規制は、特に安全保障上の制約の多い政府調達に限定される場合が多い。
米国及び韓国における強制規格の規定は、政府調達分野のみに限定されており、またブラ
ジルや中国、インドネシアのソースコード開示規定等も政府調達に限定されている。ベト
ナムで公開されたサイバーセキュリティ法案も、確実な適用対象範囲は不明確なものの、
主に政府調達を対象とした認証等を定めているようである。その一方で一般的な電気通信
分野の特定の製品を対象とした規制もある。ブラジル、インドネシア、インド等は電気通
信分野の特定の対象製品について、国内審査要求を定めている。また、中国においては電
気通信分野の複数の製品等について、規格や認証を定める規制についての意見募集がおこ
なわれているようである。
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４-４ フェアユース
① 対象となる規制の定義・範囲
フェアユースとは、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、一定の判断基準のもとで
公正な利用として認められ、著作権の侵害にあたらないとされるものである。代表的な事
例では米国の「著作権法第 107 条排他的権利の制限：フェアユース」であり、そこでは批
評・解説など用途において 4 つの判断基準が示されている。
第 107 条 排他的権利の制限：フェアユース
第 106 条および第 106A 条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授（教
室における使用のための複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的
とする著作権のある著作物のフェアユース（コピーまたはレコードへの複製その他第 106
条に定める手段による使用を含む）は、著作権の侵害とはならない。著作物の仕様がフェ
アユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1)使用の目的および性格（使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的か）
(2)著作権のある著作物の性質
(3)著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実用性
(4)著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
上記すべての要素を考慮してフェアユースが認定された場合、著作物が未発行であるとい
う事実自体は、かかる認定を妨げない。
資料）米国著作権法第 107 条

なお、山本隆司(2008)「アメリカ著作権法の基礎知識」の訳出

日本においても特定の条件下（例えば、「引用」など）において、著作権の権利制限規
定があるものの、限定列挙に近しいものであり、米国著作権法のフェアユースのような「基
準」ではない。したがって、日本の著作権法ではフェアユースが導入されているとは一般
的にいわれない。
なお、本報告書では英国などで導入されている「フェアディーリング」のように個々の
権利制限内容について中間的な一般条項を設けるものについては検討から除いている。
② 調査対象国・地域の概況
図表

フェアユースに関する各国等制度状況

日本

－

米国

■合衆国法典第 17 編第 107 条（1976 年）719

719

U. S. GOVERNMENT PUBLISHING OFFICE
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title17/html/USCODE-2010-title17-chap1-sec107.
htm （最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
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-

批評、解説、ニュース報道、教授（教室における使用のための複数の
コピーを作成する行為を含む）、研究または調査等において著作物の
フェアユースは著作権の侵害とならない。

カナダ

－

豪州

□オーストラリア政府連邦生産性委員会による提言（2016 年）720
-

豪州政府の独立委員会の一つである生産性委員会は、フェアリーディ
ングをフェアユースにおきかえる提案をした。

EU

－

ドイツ

－

フランス

－

韓国

■著作権法第 35 条の 3（著作物の公正な利用）（2011 年）721
-

欧韓 FTA などの妥結を受けて、著作権法を 2011 年に改正し、フェア
ユースが導入されている。定められている項目などは米国の規定とほ
ぼ同様となっている。

ロシア

－

ブラジル

－

中国

－

タイ

－

インドネシア

－

ベトナム

－

インド

－

注）単一の法規制名または法案名■、状況説明は□
フェアユースは、現状において対象国にはあまり導入されておらず、導入されているの
は米国と韓国のみである。1972 年より導入されている米国のフェアユースであるが、FTA
が締結されている韓国においても導入され、両国とも導入されている規定はほぼ同じもの
である。また、上記の 15 か国以外では、イスラエル、台湾、フィリピンなどで導入され
ている。
豪州ではフェアディーリングが定められているなかで、政府の独立機関である生産性委
員会によってフェアリーディングにおきかえるべきという提案を行っている。
720

Productivity Commission Draft Report, Intellectural Property Arrangements
https://www.universitiesaustralia.edu.au/Media-and-Events/submissions-and-reports/ProductivityCommission-s-Draft-Report-on-Intellectual-Property-Arrangements#.Wov-2WZG04k（最終アク
セス日：2018 年 2 月 20 日）
721
WIPO, WIPO Lex
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=438723（最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
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４-５ 公序良俗
① 対象となる規制の定義・範囲
本項ではインターネットにおける公序良俗の規制について、ギャンブル、反政府行動、
わいせつ等を対象とした主な規制について整理した。
【調査対象国・地域の概況】
図表
日本

■オンラインカジノの禁止722(1907 年)
-

米国

公序良俗に関する各国等規制状況

わが国では刑法によりオンラインを含む賭博が禁止されている。

□上級委員会報告 WTO/DS285/AB/R723724(2005 年)
-

米国・賭博事件において、米国の越境賭博を禁止する法が争点となり、
米国連邦法の GATS 不適合、越境賭博規制の GATS 第 14 条(a)号（公
序良俗例外）による正当化等が判断された。その後、2006 年に不法
インターネット賭博執行法(UIGEA)が制定されたが、米国の GATS 不
整合は依然解消されていない。

カナダ

－

豪州

－

EU

□オンラインギャンブルの規制725(2010 年)
-

オンラインギャンブルは、競争の観点から議論されたままである。
2010 年、EU 司法裁判所は、特定の条件の下でギャンブルサービスの
オンライン提供を禁止する EU 加盟国の権利をみとめた。その結果、
各国のオンラインギャンブルに関する規制は異なっている。

722

e-Gov ウェブサイト
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC000000004
5#801（最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
723
松下光雄「米国の国境を越えた賭博サービス規制措置」上級委員会報告
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/3_dispute_settlement/33_panel_kenkyukai/2005/05
-6.pdf（最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
724
World Trade Organization, DS285: United States — Measures Affecting the Cross-Border
Supply of Gambling and Betting Services,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds285_e.htm （最終アクセス日：2018 年
2 月 26 日）
725
EU, A Member State can prohibit the operation of games of chance on the internet,
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-06/cp100050en.pdf（最終アクセス
日：2018 年 2 月 20 日）
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ドイツ

■賭博の禁止（州法による規制）726
-

国内 16 州では各州法に基づきギャンブルを規制・監督。州間協定に
基づき、オンラインギャンブルの運営や仲介は原則禁止。

-

シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州では、州法に基づきスポーツ賭
博やオンラインカジノ事業者へのライセンスを付与

フランス

■オンラインカジノ・ギャンブル部門の自由競争化及び調整に関する 2010
年 5 月 12 日法律第 2010-476 号727（2010 年）
-

オンラインくじやカジノゲームは禁止されている。オンラインポーカ
ーや賭博サイトにはライセンスが必要となっている。

韓国

■射幸産業統合監督委員会法728（2012 年）
-

韓国ではギャンブル依存症が社会問題となっており、2014 年に「射
幸産業統合監督委員会法」を改正し、不法射幸産業（違法オンライン
賭博サイト等）の監視強化・根絶に係る規定を定めた。

ロシア

■子どもの健康と開発に有害な情報からの児童の保護に関する連邦法改
正とロシア連邦議会法（Law No. 139-FZ）に関する法律729(2012 年)
-

薬物関連の物質、過激物質、ロシア内のインターネットサービスプロ
バイダがブロックする必要がある、ロシアでは違法と認められるその
他のコンテンツを含むインターネットサイトのブラックリストを作
成している。

-

このブラックリストは通信・情報技術・マスコミ監督庁
（Roskomnadzor）によって管理され、違法サイトへのアクセスを遮断
している。

ブラジル

■刑事訴訟法730(1941 年)
-

（くじを含む）インターネットおよびモバイルギャンブルは、刑事訴
訟法の下で禁止されている。宝くじなどの他のゲームを規制する場合

726

International Comparative Legal Guides “Gambling 2018 | Germany”
https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations/germany（最終アクセス日：2018
年 2 月 15 日）
727
Legifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/5/12/BCFX0904879L/jo （最終アクセス日：2018 年
2 月 20 日）
728
藤原夏人「韓国のギャンブル依存症対策」
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10193088_po_02690004.pdf?contentNo=1（最終アク
セス日：2018 年 2 月 20 日）
729
Stanford Law School, WILMAP:RUSSIA
http://cyberlaw.stanford.edu/page/wilmap-russia （最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
730
GamblingCompliance.com
https://gamblingcompliance.com/files/brazil.pdf （最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
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には、州によってのみ実行可能である。
□インターネット書き込みにかかるアイデンティティ要件731(2015 年)
適用されるアイデンティティ要件はない。しかし、ブラジルの議員

-

Silvio Costa はソーシャルメディア等への投稿においてフルネームと
ID 番号を提供するように義務付ける法案を提出している。
中国

■モバイルインターネットアプリケーションプログラムに関する情報サ
ービスの管理規則732(2016 年)
アプリのプロバイダはオンラインコンテンツを監視し、違反を政府当

-

局に報告する必要がある。アプリの提供者やアプリストアは、国家の
安全を脅かしたり、公序良俗を乱したり、法律や規制によって禁止さ
れているコンテンツを制作・再生・公開・普及するためにアプリを利
用してはならない。
さらに、アプリ提供者は、警告の実施／機能の制限／更新の停止／ア

-

カウントの終了などによって、禁止されたコンテンツを監視し、公開
するユーザーに対して対策をとる必要がある。また違反行為の記録を
残し、関係当局に報告しなければならない。
タイ

－

インドネシア

■OTT アプリケーションおよびサービスの提供に関するインドネシア情
報通信省規制案733734735(2017 年)
-

731

OTT サービスプロバイダーは様々な法律に従う義務があり、その中

Netizen Report: Wanna Comment on Social Media? Submit Your State ID in Brazil
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2015/08/06/netizen_report_bill_would_require_brazilians
_to_use_full_names_on_blogs.html （最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
732
LIBRARY OF CONGRESS,China: Cyberspace Administration Releases New Rules on Mobile
Apps
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-cyberspace-administration-releases-new-rules-o
n-mobile-apps/ （最終アクセス日：2018 年 2 月 20 日）
733
Draft Regulation of MOCI on Provision of Over-the-Top Application and/or Content Service
via the Internet,
https://chambermaster.blob.core.windows.net/userfiles/UserFiles/chambers/9078/File/ICT/2017/O
TT_Public_Hearing/ApplicationandContentServiceMinisterRegulationDraftFinal002.pdf （最終ア
クセス日：2018 年 2 月 9 日）
734
Electronic Frontier Foundation, An Over-The-Top Approach to Internet Regulation in
Developing Countries, Octber 23, 2017
https://www.eff.org/deeplinks/2017/10/over-top-approach-internet-regulation-developing-countries
最終アクセス日：2018 年 2 月 9 日）
735
Baker and McKenzie, The Indonesian Government Resumes Discussions on Over-The-Top
Regulation, 29 August 2017
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/08/the-indonesian-government/ （最
終アクセス日：2018 年 2 月 9 日）
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で反わいせつや反テロリズムに関する各種法規則について記載され
ている。それに伴い法執行者の査定に対するアクセスの提供を行う必
要がある。また、コンテンツ提供者に対してもこれらの義務を遵守す
るように周知しなければならない。
ベトナム

■2013 年 7 月 15 日のインターネットサービス及びオンライン情報の管理、
規定、利用に係る政令第 72 号/2013/ND-CP736
-

インターネットサービスプロバイダー（ISPs）に対して、反政府的行
動や、国家の安全と社会の秩序を乱す行為、プロパガンダ、わいせつ
行為の伝達、ポルノ、国家の伝統と文化の侵害、組織や個人を攻撃す
る情報の提供、違法な商品やサービス、新聞、作品や、出版物の広告、
等の禁止された行動の排除や阻止について政府に協力する義務があ
る。

インド

■情報技術（仲介者ガイドライン）の規則（規則 3 および 3（4）規則）737(2011
年)
-

いやがらせ、名誉毀損、わいせつ、中傷、誹謗中傷、他人のプライバ
シーの侵害、嫌悪または人種差別的、民族的に好ましくないこと、侮
辱的なこと、マネーロンダリングやギャンブルに関するもの、いかな
る方法でも未成年者を傷つけ、他人を偽装し、他の人に属し、他のも
のの中で法律に違反する権利を有していない、または違反していると
みなされるものについて通知および取消し制度がある。

-

この制度では仲介業者がそれ自体を知るか、またはそのような情報が
そのコンピュータシステム上に保存され、ホストされ、公開されてい
るという実際の知識を得るかのいずれかで、36 時間以内にその情報
を取り除かなければならないことを義務付けている。

注）単一の法規制名または法案名■、状況説明は□
公序良俗が示す範囲が広範であるがゆえに、本調査の対象国においてはそれぞれ特徴が
みられるが、欧米諸国および日本においてはオンラインにおける賭博などが規制の対象と
して挙げられている。全面的に禁止している国に加えて、特定の分野に対してライセンス
制度になっている国もみられる。
736

Vietnam Internet Network Information Center (Ministry of Information and Communications),
“Decree No. 72/2013/ND-CP of July 15, 2013, on the management, provision and use of Internet
services and online information”
https://www.vnnic.vn/en/about/legaldocs/decree-no-72-2013-nd-cp-july-15-2013-management-pro
vision-and-use-internet?lang=en （最終アクセス日：2018 年 1 月 25 日）
737
Stanford Law School, WILMAP:INDIA
http://cyberlaw.stanford.edu/page/wilmap-india （最終アクセス日：2018 年 2 月 21 日）
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他方で、中国やベトナム、インドなどアジア諸国およびロシアにおいては、賭博などに
規制に加えて、不適切な表現（たとえば、わいせつ、薬物、名誉棄損など）について、禁
止している国、さらに中国、ベトナム、ロシアなどではインターネットプロバイダーなど
がそのような表現を排除するために政府に協力する必要がある。たとえば、ロシアでは、
特定のウェブサイトについて「ブラックリスト」として整理して、システムによってアク
セスをブロックしている。
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結語
全章までにみたとおり、デジタル貿易に関する規制はここ数年、急速な展開を見せてい
る。
「電子商取引」や、近年、デジタル技術の発展を背景とする経済のデジタル化に伴い
用いられるようになった「デジタル貿易」については、国際的に合意された定義があるわ
けではない。電子商取引に関しては、WTO において 1998 年に作業計画が策定されて以来
20 年に渡り、また、デジタル貿易については経済のデジタル化に伴い着目されたここ数年、
定義や既存ルールにおける扱いが検討されてきているものの、決着をみているわけではな
い738。
電子商取引またはデジタル貿易に関しては、WTO のみならず、G7、G20、OECD、
UNCITRAL、APEC、UNICTAD といった政府間の国際的な枠組みで議論がなされてきたほ
か、自由貿易協定／経済連携協定（FTA/EPA）においても電子商取引に関する規律が導入
されている。さらに、民間の国際会議や各国の研究機関においても、貿易ルールとデジタ
ル経済の関係性に関する検討が行われているところである。
現在、主要な国際的な枠組みにおける電子商取引やデジタル貿易に関する検討状況は次
のとおりである。
図表 国際的な枠組みにおける電子商取引・デジタル貿易等に関する検討や取り組み
WTO739

・1998 年 5 月の第 2 回 WTO 閣僚会議（於ジュネーブ）にて「グローバル
な電子商取引に関する閣僚宣言」を採択。電子商取引に関するすべての貿
易関連の問題について検討するための作業計画の策定を決定。電子送信に
対する関税不賦課原則について合意。
・1998 年 10 月に電子商取引に関する作業計画740を策定。以後、サービス理
事会、物品理事会、TRIPS 理事会、貿易と開発委員会の 4 下部機関におけ
る検討が 1999 年 7 月まで行われ、その検討結果が一般理事会に報告。
・2000 年以降も電子商取引作業計画検討を継続。また、閣僚会議では関税
不賦課のモラトリアム延長を合意。

738

電子商取引の進展やデジタル貿易の規制的障壁等について、国際機関、研究所、弁護
士事務所等が情報収集や調査を行っている。デジタル貿易の定義に関しては、例えば次の
ような定義を検討成果がある。Javier López González, Marie-Agnes Jouanjean, Digital Trade –
Developing a Framework for Analysis, 27 July 2017, OECD Trade Policy Paper,
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/digital-trade_524c8c83-en （最終アクセス：2018 年 2 月 28
日）
739
WTO, Electronic commerce, https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm （最終
アクセス：2018 年 2 月 28 日）
740
WTO, Work Programme on Electronic Commerce adopted by the General Council on 25
September 1998, WT/L/274, 30 September 1998,
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・2007 年 12 月の第 11 回 WTO 閣僚会議（於ブエノスアイレス）にて、日
本、豪州、シンガポールが、電子商取引の議論を積極的に進めるべきとの
立場をとる有志国を集めた電子商取引閣僚会合を主催。続き、70 加盟国と
共同声明を発出。WTO における電子商取引の議論を進めるという目標を共
有すること、電子商取引を円滑化するため、オープンで透明性があり無差
別的で予測可能な規制環境を作り上げていくために WTO が担う重要な役
割を認識すること、電子商取引の貿易関連側面に関する将来的な WTO 交渉
に向けて、2018 年第一四半期から試験的な作業を始めること、全ての WTO
加盟国に対して参加を奨励すること等を表明。WTO において「有志国が議
論を主導する」という今後の議論の進め方の方向性を示した。
OECD

1998 年 10 月開催の OECD 電子商取引閣僚級会議にて採択された「OECD
電子商取引行動計画」は、①ユーザー・消費者との信頼構築、②デジタル
市場の基本ルールの確立、③電子商取引のための情報インフラの強化、お
よび④電子商取引がもたらす利益の最大化を 4 原則として提示している。

UNCTAD

・1996 年に電子商取引に関するモデル法を採択。意思伝達や情報蓄積の手

（国際連合

段として、書面に替わって電子的手段を利用することに対する法のモデル

国際商取引

を各国に提供することを目的とする。

法委員会）

・2001 年に「電子署名に関するモデル法」を採択。1996 年の電子商取引に
関するモデル法における電子署名に関する規定（第 7 条）をベースに、そ
の後の技術発展を反映させた。

APEC

・
「21 世紀へのビジョン」
（1997 年）及び「電子商取引に関する活動青写真」
（1998 年）として首脳宣言において電子商取引の持つ大きな潜在力と重要
性に対する認識を共有。
・1999 年、APEC 高級実務者特別タスクフォースとして電子商取引運営グ
ループ（ECSG：Electronic Commerce Steering Group）が設置。データプライ
バシーやペーパーレス貿易などについて議論。また、EPA/FTA のモデル章
の一つとして電子商取引章モデルも策定。
・2005 年 11 月 APEC 首脳会議において「APEC プライバシーフレームワー
ク」を承認。
・上記フレームワークをベースに、国境を越えて個人情報を取り扱う組織
に対するルールとして「越境プライバシールールシステム」
（CBPRs）を策
定し、2011 年 11 月の閣僚会合で主要文書を承認。
・2014 年 1 月、APEC と欧州の情報流通の相互運用性を促進すべく「欧州
拘束的企業準則（BCR）と APEC 越境プライバシールールシステムのため
のコモンレファレンシャル」をとりまとめ。
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・2004 年 11 月第 16 回 APEC 閣僚会議において「国境を超えたペーパーレ
ス貿易環境に向けての戦略と行動」を承認。これに基づき、2020 年までに
APEC 域内での貿易関連情報の電子的送信を可能にするという作業（電子
的な原産地証明書、電子的インボイス、電子文書及び電子貿易ファイナン
シング）を推進。
「日米 ICT

2012 年 1 月 27 日公表。
「日米経済調和対話」の枠組みにおいて策定。規制

サービス通

の透明性の確保、ICT サービスにおける貿易の促進に係る考え方を共有し、

商原則」

共同して他国にその内容を働きかけることを目的とし、国境を越え鵜自由
な情報流通の確保等を含む原則を定めた。
なお、米 EU はこれに先駆け 2011 年 4 月に「米 EU・ITC サービス通商原則」
を公表していた。

EPA/FTA に

TPP をはじめとする近年の EPA/FTA は電子商取引に係る規律を有する。こ

おける電子

の「電子商取引章」は、適用範囲、デジタル・プロダクトの無差別待遇と

章取引に関

非関税、電子署名と認証、消費者保護などから構成される。

する規律

ソースコードの開示要求の禁止、コンピュータ関連設備の所在地に関する
要求の禁止、情報の電子的手段による国境を越える移転の許可といった、
デジタル貿易促進的な規律が多くみられる。
WTO において長く議論されてきた関税不賦課、UNCTRAL や APEC、
WTOGATS などの規律を援用する国内規制、OECD ガイドラインを反映す
るオンライン消費者保護、さらには APEC モデル章を援用する民間参画等、
各国際機関における検討や成果が EPA/FTA として国際的な約束に組み込ま
れている。

出典：経済産業省通商政策局「2017 年版 不公正貿易報告書」、各機関 HP 等より作成
上記は政府間の国際的な枠組みの動きであるが、これ以外にも、民間が主体となって実
施される国際的な検討、意見発信の場が多くある741。こうした場におけるデジタル貿易と
国際貿易ルールの関係に関する現在の議論を集約すると、次のオプションが挙げられる。
-

WTO ルールの最大限の活用とアップデートを行う（例えば、関税不賦課のモラトリ
アムの恒久化、電子商取引に係る作業の継続と拡大、基本電気通信サービス合意に
おける競争促進的な規律である「参照文書」のアップデートと活用等）

-

新たな交渉として、デジタル貿易合意を目指す

741

たとえば、貿易投資ルールに関する提言活動を行う国際的な有識者会議「E15 イニシ
アチブ」
（ICTSD・WEF 共催）においては、デジタル経済作業部会が、電子商取引やデジ
タル貿易と貿易投資ルールについて検討、発信を行っている。E15 Initiative, Digital Economy,
http://e15initiative.org/themes/digital-economy/（最終アクセス：2018 年 2 月 28 日）
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-

デジタル貿易分野での各国間の規制協力の拡大と深化を目指す

-

政府のみならず産業界が NGO 等と強調する

一方で、現在、デジタル貿易ルールの整備や自由化を望まない諸国があるなか、上記い
ずれのオプションも容易なものとはならないことも想定される。引き続き、上記に掲げた
国際的な枠組みにおいて、それぞれの特性を活かした検討や作業が継続されること、その
なかで、デジタル貿易に関する合意可能な規制の在り方に関する認識の共有が進展するこ
とが期待される。
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制度的規制に関するマトリクスについて
（説明書）
本調査では、本報告書の別添として「制度的規制に関するマトリクス」を作成した。1
か国・地域を 1 表とし、次のとおりの構成としている。
マトリクスの概要
「デジタル貿易に関連する制度的規制・国別マトリクス」（以下、「マトリクス」）は、デ
ジタル化されたデータの流通（国境を越えた移動）に影響を及ぼす制度的規制等の措置に
関し、その内容により、
「目的・分野」を横軸に、
「データの性質・データとの関連」を縦
軸にとり、整理したものである。
横軸について
分類軸の一つめである「横軸」には、措置の目的や分野として、次の項目を設定した。
「プライバシー保護」
「消費者保護」
「文化保護・表現の自由」
「知的財産保護」
「安全保障・サイバーセキュリティ」
「公序良俗」
「政府調達・公共調達」
「投資保護・投資促進・投資管理」
「関税・数量制限」
「競争環境の維持」
「基準認証」
「金融」
「電気通信」
「国内産業の保護（電気通信、金融以外）」
「人の移動」
「その他」
（内国税等を含む）
上記は、貿易・投資の国際的な枠組みにおいて、将来の電子商取引／デジタル貿易にか
かわる検討に資すると思われる事項から（上記では上から、マトリクスでは左から）配し
ている。
また、重複・関連がある分野を隣接して配置している。
項目のうち「目的」とは措置（法・規制）の目的条項に示される事項、
「分野」とは WTO
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各協定や FTA の章にあたる事項を念頭に置いている。
縦軸について
分類軸の二つめである「縦軸」には、措置が対象とするデータの性質、または措置とデ
ータとの関連性について、次の項目を設定した。
「(i) 個人情報を対象とする措置・個人情報に関連する措置」
「(ii) ビジネス情報を対象とする措置・個人情報に関連する措置」
「(iii) データを直接のターゲットとする措置ではないが、データにも関連し得る措置」
(i)および(ii)はデータそのものの措置を対象とし、主なデータの特性によって(i)と(ii)を
分類している。(iii)はデータが付随する物品（装置や機器）に関する措置として、それぞ
れを分類している
情報・データの管理者ではなくデータそれ自体の性質に着目している。例えば、政府や
公共団体が管理する「公共データ」という概念については、管理する主体が政府または公
共団体であることを以て区分するものであり、そのなかに個人情報や企業活動を通じて創
造されたデータが含まれうること、同種の情報やデータを民間企業等も保有し得ること
（たとえば気象庁と民間気象予報会社による同種の気象データの保有）などから、縦軸に
おいて区分を設けていない。
データの流通等に着目した切り口について


縦軸が(i)ならびに(ii)の措置については、データの流通に関する措置については、「特
記事項」欄に「流通」と明記する。さらに、国内取引・越境取引のいずれにも関わる
措置については「流通」
（国内・越境）
、越境取引のみに関わる措置については「流通」
（越境）と記載する。



たとえば、サーバの国内設置義務は、データの越境に対する規制であることから、
「流
通」
（越境）と記載する。



さらに、データを取り扱う主体が外国企業・外国人であった場合にのみ規制措置の対
象となる場合「外」と記載する。

個別措置について
・ 発効済みの法・規制がある措置（デジュール）については通常の字体にしているのに
対し、運用上の問題や事実上の障壁等（高額な手数料などの運用を含む）
、根拠法等が
みられない措置や障害については「特記事項」のセルに茶色の文字で記載し、同セル
を薄茶色に色付けている。また、大手企業による独占的な行為といった、政府による
不作為が遠因となっている可能性もある民間の行為についても「特記事項」のセルに
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茶色の文字で記載し、同セルを薄茶色に色付けている。
・ 法・規制で明文化されておらず、判例、政策の表明、パブリックコンサルテーション
等の段階の情報については紫色の字で記載し、同セルを薄紫色に色づけている。
・ 主要なまたは特徴的な州レベル、地方レベルの取り組みは記載している（地方政府に
よる電子商取引事業者の課税等）
マトリクスに使用したデータベース（2 次情報）
欧州委員会の拠点であるブラッセル（ベルギー）を拠点とする European Centre for
International Political Economy (ECIPE)

742

と包括的な連携のもと、ECIPE が有するデジタル

貿易に関するデータベース（2 次データ）を活用した。
ECIPE は Ditgial Trade Estimates Project を実施しており、各国のデジタル貿易に関連する
規制情報等を収集している。

742

European Centre for International Political Economy (ECIPE), http://ecipe.org/ （最終アクセ
ス日：2018 年 1 月 28 日）
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Japan 日本 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

個人情報保護法
Act on the Protection of
Personal Information (Act
No. 57 of 2003; "APPI")
APPIは、外国における第三者
への個人情報の正当な移転の
3つのタイプを規定

②

医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン
Security Guidelines for
Medical Information Systems
診療所などのファイル保存場
所についてのガイドラインを整
理。

③

医療情報を受託管理する情報
処理事業者向けガイドライン
Guidelines for information
processing businesses who
manage and manage
medical information
外部委託先の保存場所につい
てのガイドラインを整理し、法令
により作成や保存が定められ
ている文章は国内法の執行が
及ぶ範囲と指摘。
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
Guidelines Regarding the
Protection of Personal
Information in the
Telecommunications
Business
電気通信事業についてのガイ
ドラインであるが、外国への第
三者は別のガイドラインで規
定。

④

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Act, Practice

①

⑤

金融分野における個人情報保
護に関するガイドライン
Guidelines on Personal
Information Protection in the
Financial Industry
金融分野についてのガイドライ
ンであるが、外国への第三者
は別のガイドラインで規定。

⑥

公的機関における個人情報保
護
The protection of personal
information in public
institutions
個人情報の開示請求に対する
行政の方針を記載

⑦

APEC越境プライバシールール
システム（APEC CrossBorder Privacy Rules
System ; CBPR System）
APECメンバー５か国による認
証システム

⑧

Googleとの裁判
Trials with Google
（2017年）
忘れらる権利は一定程度認め
られつつ、犯罪に関する情報
は公共の利益に照らし合わせ
て削除が必ずしも適切ではな
いと判断。

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

【再⑤】

UNCITRALモデル法則の不採
用
UNCITRAL model law
電子署名法と支払いサービス
法は、電子署名と電子決済を
規制していますが、電子商取
引や電子署名に関する
UNCITRALのモデル法には
従っていません。

⑨

私的録音録画保証金制度
Japan Copyright Law
日本ではデジタル録音機器や
メディアに著作権料を払う必要
があり、製造業者と輸入業者
は著作権の報酬額を支払う。

⑩

放送法に基づく放送事業者へ
の出資制限
Limits on foreign direct
investment
放送法91条に基づく海外から
の出資の制限

著作権法
Japan Copyright Law
日本ではフェアユース、フェア
ディールの規定はない。

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

政府のIT調達
Government IT procurement
外国政府機関は日本政府のIT調
達市場へのアクセスが困難であ
ると指摘。

外国為替および外国貿易法
Art. 27 of the Foreign
Exchange and Foreign Trade
Act (Act No. 228 of
December 1, 1949)
外国からの対内投資の通知手
順が適用される。

政府のクラウドサービス
Technology requirements for
cloud services
クラウドコンピューティングサービ
スの日本政府調達は技術的に中
立ではないという意見がみられ
る。

日本の消費税基準円（2015年）
Japanese Consumption Tax
Basis Circular (2015)
オフショアプロバイダーサービス
などもB2Cの取引があるときには
海外事業者が消費税申告書を提
出する必要がある。

デミミスルール
De minimis rule
一定額を超えない場合には、物
品は税関から徴収される税金と義
務を免除される。

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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日本の独占禁止法
Japan’s Antimonopoly Act
マイクロソフトの大きなシェアを
理由に不公正な貿易慣行規定
を施行

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

金融分野における個人情報保 【再④】
護に関するガイドライン
金融分野についてのガイドライ
ンであるが、外国への第三者
は別のガイドラインで規定。

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
電気通信事業についてのガイ
ドラインであるが、外国への第
三者は別のガイドラインで規
定。

【再⑩】

放送法に基づく放送事業者へ
の出資制限
Limits on foreign direct
investment
放送法91条に基づく海外から
の出資の制限

⑪

ドメインネーム
General-Use JP Domain
Names
一般的なJPドメイン名の取得
にあたって日本に住所が必要

日本電信電話株式会社法
Art. 4 and 6 of the Act on
Nippon Telegraph and
Telephone Corporation (Act
No. 85 of 1984)
日本電信電話株式会社の株
式は外国人投資家にとって制
限がある。

電気通信端末装置の認証要
件
Certification requirement
電気通信端末装置は、日本の
公衆網サービスへの接続のた
めの認証が必要であり、検査
が必須。

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

移民管理と難民認定法、第2-2
条および第21条、 出入国管理
及び難民認定法施行令第3条
及び第21条
Immigration Control and
Refugee Recognition Act,
Articles 2-2 and 21;
Ordinance for Enforcement of
the Immigration Control and
Refugee Recognition Act,
Articles 3 and 21
在留期間は在留資格により異
なる。

2018/2/28
Others, including taxation その他（内国税等を含む

特記
事項

Act, Practice

速達サービスの最低レベル
De minimis level for express
delivery services
速達サービス（EDS）は、関税や
税金に関する差別的取扱いに直
面していると報告

United States of America 米国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Protection of Privacy
Protection of Consumers
Protection of Culture/
プライバシー保護
消費者保護
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

①
個・安
外

1978年外国情報監視法
Foreign Intelligence
Surveillance Act of19787
米国の諜報機関による外国人
のパーソナルデータへのアクセ
ス許可

②
個・プ
ビ・プ消
流通

②
個・消
ビ・プ消
流通

米国医療保険の相互運用性と 個・金
説明責任に関する法令
(HIPAA法)
Health Information Portability
and Accountability Act;
HIPAA
HIPPA法違反時の罰則

③

（州法）セキュリティおよび漏え
い通知法案
security breach notification
情報漏えい時の、情報所有者
等への通知義務
(47の州、コロンビア自治区、プ
エルトリコ、米国バージン諸島
で施行）

⑫
個・政
ビ・プ政
流通（越
境）

（州法）個人情報に係る越境情
報移転の制限
restriction of personal data
transger by state law
州機関・請負業者に対する米
国外へのパーソナルデータの
プロセッシングのアウトソース
の禁止等

⑥
個・政
ビ・政

米国内国歳入庁
publication1075；連邦・州・知ｊ
法自治体向け税務関連情報セ
キュリティガイドライン
Internal Revenue Service
publication 1075, tax
information security
guidelines for Federal, State
and Local Agencies
税務情報システムの国内設置

②
個・プ,消
ビ・消
流通

米国医療保険の相互運用性と
説明責任に関する法令
(HIPAA法)
Health Information Portability
and Accountability Act;
HIPAA
HIPPA法違反時の罰則

④

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

①
個・プ
外

電子送金法、電子署名法
Electronic Fund Transfer Act,
Electronic Sighatures in
Global and National
Commerce Act
電子送金・電子署名に関する
法令の概要

個・電
ネットワークセキュリティ協定
ビ・安、電 Network Security
外
Agreements
外国のサービスプロバイダへ
の、合法的な請求がある場合
の政府機関によるアクセスの
承認

1978年外国情報監視法
Foreign Intelligence
Surveillance Act of 1978
米国の諜報機関による外国人
のパーソナルデータへのアクセ
ス許可

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

⑫
個・プ
ビ・プ政
流通（越
境）

（州法）個人情報に係る越境情
報移転の制限
restriction of personal data
transger by state law
州機関・請負業者に対する米
国外へのパーソナルデータの
プロセッシングのアウトソース
の禁止等

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

個・プ

特記
事項

Act, Practice

1976年著作権法107条 排他
的権利の制限：フェアユース
Copyright Law of the United
States 107. Limitations on
exclusive rights: Fair Use
フェアユース規定

⑨
ビ・政

2013年統合再継続歳出法
（H.R.933）の規定
Consolidated and Further
Continuing Appropriations
Act, 2013; H.R.933
対象政府機関における中国の
ITシステムの入手禁止
（中国産の全てのITシステム
が対象）

⑨
ビ・政

2013年統合再継続歳出法
⑬
ビ・投
（H.R.933）の規定
Consolidated and Further
Continuing Appropriations
Act, 2013; H.R.933
対象政府機関における中国の
ITシステムの入手禁止
（中国産の全てのITシステム
が対象）

インターネット自由化の復元の ⑪
ための連ぽ通信委員会宣言命 ビ・安、電
令
Restoring Internet Freedom,
FCC Declaratory Ruling
ブロードバンド提供者に対しイ
ンターネットコンテンツへのアク
セスの制限等を認める規制

APEC越境プライバシールール ビ・プ
システム
APEC Cross-Border Privacy
Rules System CBPR
System
APECのプライバシー規則へ
の適合認証

連邦取引委員会法（FTC法）適
用判例
Privacy Case of Fair Trade

⑧

デジタルミレニアム著作権法
Digital Millennium Copyright
Act; DMCA
著作権侵害発生時のセーフ
ハーバー規定
（インターネット仲介業者が対
象）

⑩
ビ・政

国防連邦調達規則補足：クラ
ウドサービスのネットワーク侵
入報告と契約（DFARDSケース
2013-D018）
Defense Federal Acquisition
Regulation Supplement:
Netowkr penetration
Reporting and Contracting for
Cloud Services(DFARRS Case
2013-D018）
クラウドコンピューティングサー
ビス事業者に対する政府デー
タの国内保存要求

⑩
ビ・政

国防連邦調達規則補足：クラ ビ・投
ウドサービスのネットワーク侵
入報告と契約（DFARDSケース
2013-D018）
Defense Federal Acquisition
Regulation Supplement:
Netowkr penetration
Reporting and Contracting for
Cloud Services(DFARRS Case
2013-D018）
クラウドコンピューティングサー
ビス事業者に対する政府デー
タの国内保存要求

ラティスセミコンダクター社の買
収阻止事例
Block on the Acquisition of
Lattice Semiconductor
安全保障の目的で中国資本に
よる米半導体企業の買収が拒
否された事例

⑬
ビ・投

インターネット自由化の復元の
ための連ぽ通信委員会宣言命
令
Restoring Internet Freedom,
FCC Declaratory Ruling
ブロードバンド提供者に対しイ
ンターネットコンテンツへのアク
セスの制限等を認める規制

⑤

EU米国プライバシーシールドフ ビ・プ
レームワーク
Privacy Shield Framework
認可を得た企業のEUから米国
へのプライバシーデータの転送
を許可

連邦取引委員会法（FTC法）適
用判例
Privacy Case of Fair Trade
Commission
Facebookによるプライバシー
ポリシー違反の事例

オンライン海賊行為禁止法案
Stop Online Piracy Act
（法令名が挙げられているの
み、2012年に廃案）

⑪
輸出管理規則
ビ・関、電 Export Administration
Regulations; EAR
商業通信衛星の輸出規制、暗
号化テクノロジーの規制
（商業通信衛星、特定のタイプ
の暗号化を用いるテクノロジー
について）

⑫
個・プ政
ビ・プ
流通（越
境）

（州法）個人情報に係る越境情 ビ・安
報移転の制限
restriction of personal data
transger by state law
州機関・請負業者に対する米
国外へのパーソナルデータの
プロセッシングのアウトソース
の禁止等

2007年 外国投資及び国家安
全保障法（公法110-49）、対
米外国投資委員会による国家
安全保障審査
Foreign Investment and
National Security Act of 2007
(Public Law 110-49)
National Security Review
conducted by the Committee
on Foreign Investment
過去に買収が拒否又は遅延さ
れた事例
（ソフトバンク、フアウェイ・テク
ノロジー、べイン・キャピタルに
よる買収）

⑬*
ビ・プ

ブロードバンドその他の電気通
信サービスの利用者のプライ
バシー保護規則の廃止
S.J.Res.34- A joint
reoslution providing for
congressional disapproval
under chapter 8 of title 5,
United States Code, of the
rule submitted by the
Federal Communications
Commission relating to
"Protecting the Privacy of
Customers of Broadband and
Other Telecommunications
Services"
ブロードバンドその他の電気通
信サービス利用者のプライバ
シー保護規則の廃止

⑬*
ビ・電

ブロードバンドその他の電気通
信サービスの利用者のプライ
バシー保護規則の廃止
S.J.Res.34- A joint
reoslution providing for
congressional disapproval
under chapter 8 of title 5,
United States Code, of the
rule submitted by the
Federal Communications
Commission relating to
"Protecting the Privacy of
Customers of Broadband and
Other Telecommunications
Services"
ブロードバンドその他の電気通
信サービス利用者のプライバ
シー保護規則の廃止

ビ・投

ビ・政

安全保障に基づく禁止事項
Ban on the gounds of national
security
米国諸政府機関による中国製
ネットワーク機器の禁止
（レノボ、ファーエイ、ZTE、その
他の中国製ネットワーク機器）

⑬
ビ・投

インターネット自由化の復元の
ための連ぽ通信委員会宣言命
令
Restoring Internet Freedom,
FCC Declaratory Ruling
ブロードバンド提供者に対しイ
ンターネットコンテンツへのアク
セスの制限等を認める規制

⑫
個・プ政
ビ・政
流通（越
境）

（州法）個人情報に係る越境情
報移転の制限
restriction of personal data
transger by state law
州機関・請負業者に対する米
国外へのパーソナルデータの
プロセッシングのアウトソース
の禁止等

個・安、電 ネットワークセキュリティ協定
ビ・電
Network Security
外
Agreements
外国のサービスプロバイダへ
の、合法的な請求がある場合
の政府機関によるアクセスの
承認

ビ・消

連邦取引委員会法（FTC法）適
用判例
Privacy Case of Fair Trade

ビ・投

ビ・消

2007年 外国投資及び国家安
全保障法（公法110-49）、対
米外国投資委員会による国家
安全保障審査
Foreign Investment and
National Security Act of 2007
(Public Law 110-49)
National Security Review
conducted by the Committee
on Foreign Investment
過去に買収が拒否又は遅延さ
れた事例
（ソフトバンク、フアウェイ・テク
ノロジー、べイン・キャピタルに
よる買収）

⑪
輸出管理規則
ビ・安、関 Export Administration
Regulations; EAR
商業通信衛星の輸出規制、暗
号化テクノロジーの規制
（商業通信衛星、特定のタイプ
の暗号化を用いるテクノロジー
について）

個・安、電 ネットワークセキュリティ協定
ビ・安
Network Security
外
Agreements
外国のサービスプロバイダへ
の、合法的な請求がある場合
の政府機関によるアクセスの
承認

ラティスセミコンダクター社の買
収阻止事例
Block on the Acquisition of
Lattice Semiconductor
安全保障の目的で中国資本に
よる米半導体企業の買収が拒
否された事例

連邦取引委員会法（FTC法）適
用判例
Privacy Case of Fair Trade
Commission
Facebookによるプライバシー
ポリシー違反の事例
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特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

ネットワークセキュリティ協定
Network Security
Agreements
外国のサービスプロバイダへ
の、合法的な請求がある場合
の政府機関によるアクセスの
承認

⑦
非商業

Commission
Googleによるプライバシーポリ
シー違反の事例

輸出管理規則
Export Administration
Regulations; EAR
商業通信衛星の輸出規制、暗
号化テクノロジーの規制
（商業通信衛星、特定のタイプ
の暗号化を用いるテクノロジー
について）

Act, Practice

電子送金法、電子署名法
個・安
Electronic Fund Transfer Act, ビ・安、電
Electronic Sighatures in
外
Global and National
Commerce Act
電子送金・電子署名に関する
法令の概要

米国医療保険の相互運用性と
説明責任に関する法令
(HIPAA法)
Health Information Portability
and Accountability Act;
HIPAA
HIPPA法違反時の罰則

Commission
Googleによるプライバシーポリ
シー違反の事例

②
個・プ,消
ビ・プ
流通

Act, Practice

米国医療保険の相互運用性と
説明責任に関する法令
(HIPAA法)
Health Information Portability
and Accountability Act;
HIPAA
HIPPA法違反時の罰則

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）

米国のドメインネーム取得の必
要事項に関する政策
usTLD Nexus Requirements
Policy
USドメインネーム取得における
米国内での実体の保持等の要
件

United States of America 米国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
Protection of Culture/
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
Freedom of Expression
措置の目的・分野
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Nature of Data
データの性質

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

ワシントン州法
Revised Code of Washington
(RCW)
インターネット販売のタバコの
直接配送の禁止

特記
事項

ビ・投

Act, Practice

特記
事項

米国国際貿易委員会
ビ・政
US International Trade
Commission's Order (ITC)
過去の企業間での特許訴訟
（サムスン、アップル、モトロー
ラ）

Act, Practice

安全保障に基づく禁止事項
Ban on the gounds of national
security
米国諸政府機関による中国製
ネットワーク機器の禁止
（レノボ、ファーエイ、ZTE、その
他の中国製ネットワーク機器）

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

WTO政府調達協定
WTO GPA
電気通信分野の一部は適用
対象となっていない

Act, Practice

WTO情報技術合意（ITA）
WTO Information Technology
Agreement (ITA)

WTO情報技術合意（ITA）拡大
の対象品目合意
Ministerial Declaration on the
Expansion of Trade in
Information Technology
Products

米国1976年著作権法110条(5)
(B)
Copyright Act of 1976,
section 110(5)(B)
TRIPS協定の特例の範囲を超
えた特例措置（特に音楽の再
配信）

インターネット非課税法(1998)
と、インターネット税の導入に
反対する法案(2013)
Internet Tax Freedom Act
(1998) and further reinstated
by the Permanent Internet
Tax Freedom Act (2013)
州による特定の電商取引への
課税防止

オンライン販売への規制
Restriction on online sales
一部の州におけるアルコール
飲料・ワインの直接発送の禁
止・規制

2016年連邦営業秘密保護法
Defend Trade Secret Act
連邦レベルで統一した営業秘
密のより強固な保護

シカゴ市リース取引税（リース
税規則第12号）と、遊興税（遊
興税規則第5号）
City of Chicago
interpretation of the Lease
Transaction Tax (Lease Tax
Ruling No. 12) and the
Amusement Tax (Amusement
Tax Ruling No. 5)
シカゴ市による対象のオンライ
ンサービスの消費に対する課
税
（クラウドベースのテクノロ
ジー、ストリーミングメディア
サービス）

Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

Act, Practice

1992年家庭内録音法
Audio Home Recording Act of
1992
米国で輸入・製造・分配された
対象機器の印税
※州法による違いあり
（デジタルメディア、オーディ
オ、レコーディング機器、デジタ
ルオーディオインターフェース機
器）

オンライン販売への規制
Restriction on online sales
国外からのオンラインでのド
ラッグ購入の禁止

間・国

バイ・アメリカン法
Buy American Act (BAA)
通商協定法
Trade Agreements Act (TAA)
指定されていない国々からの
最終製品の調達禁止

間・国

内国歳入法5000C条
Section 5000C of the Internal
Revenue Code
政府調達時の外国の物品・
サービスへの課税

間・国

1979年通商協定法
Trade Agreements Act of
1979
米国・指定国において製造・変
容された物品の調達
（フリー／オープンソフトウェア）

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社

特記
事項
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

間・電

Act, Practice

連邦規則集タイトル47
Title 47 of the Code of
Federal Regulations (47CFR).
自己認証のプロセス
（国際トランスミッタ（携帯電
話）及び非意図放射機器（パソ
コン、テレビ受信機）を含む高
周波デバイス）

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

間・基

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

連邦規則集タイトル47
間・投
自己認証のプロセス
（国際トランスミッタ（携帯電
話）及び非意図放射機器（パソ
コン、テレビ受信機）を含む高
周波デバイス）

バイ・アメリカン法
Buy American Act (BAA)
通商協定法
Trade Agreements Act (TAA)
指定されていない国々からの
最終製品の調達禁止

1934年通信法、連邦通信委員 間・国
会による、電気通信事業者の
ライセンスのための外国人出
資比率政策のレビューに関す
る最初のレポート(2012)
Communications Act of 1934
Federal Communications
Commission (FCC) first
report on the review of foreign
ownership policies for
common carrier licenses
(2012)
外国の主体による対象分野の
ライセンス取得・出資比率の制
限
（スペクトル、電気通信事業、
放送、国際航空固定通信網の
ライセンス）

内国歳入法5000C条
Section 5000C of the Internal
Revenue Code
政府調達時の外国の物品・
サービスへの課税

差別的な課税
Discriminatory Tax
ワイヤレスサービスへの高い
課税率

1979年通商協定法
Trade Agreements Act of
1979
米国・指定国において製造・変
容された物品の調達
（フリー／オープンソフトウェア）

間・国

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

通信法（1961）、違法賭博業法
(1955）
Wire Act (1961)
Illegal Gambling Business
Act (1955)
(合法とする州を除く）オンライン
賭博の禁止
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Canada カナダ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

note
特記
事項

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

⑧

著作権法のうち私的録音保証 ⑪
金制度 (1997年時点)
Private recording guarantee
money system of copyright
law(As of 1997)
ブランクメディアの製造者や輸
出者は、カナダにおける最初の
販売・流通に関し、著作権料が
発生し、関連する情報を徴収
機関に提出する必要がある

⑨

著作権近代化法
Copyright Modernization Act
著作権所有者はインターネッ
ト・サービス・プロバイダ（ISP）
に通知を送付することによって
著作権侵害を報告することが
できる。

⑩

カナダラジオ-テレビ放送通信
委員会の政策
Policies of the Canadian
Radio-Television and
Telecommunications
Commission (CRTC)
2015年3には昼間の55%コン
テンツクオータを削減すると発
表したが、プライムタイムや有
料チャンネルでは維持され、
ケーブルテレビやDTHでは加
入者の選択するチャンネルのう
ち55%はカナダのチャンネルで
ある必要がある。

特記
事項

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・サイバーセキュリ
ティ

特記
事項

Act, Practice

Canada カナダ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Public Order and Morals
Government/ Public
Investment Protection/
公序良俗
Procurement
Promotion/ Management
政府調達・公共調達
投資保護・投資促進・投資
管理

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including
taxation
その他（内国税等を含
む）

特記
事項

Act, Practice

裁判所判決（Equustek
Solutions とグーグルの裁判）
Court Law(Equustek
Solutions and Google trial）
グーグルはエクーステック社の
商標を侵害したデータリンク社
への言及を止めるよう命じた。
対応は世界規模になると見込
まれる。

1997年の著作権法
Copyright Act of Canada of
1997
空のメディア(例：CD-ROM等）
に対する著作権料の発生

カナダラジオ-テレビ放送通信
委員会の政策
Policies of the Canadian
Radio-Television and
Telecommunications
Commission (CRTC)
カナダの番組制作費(CPE)と、
カナダの放送局がカナダによる
番組プログラムの最小量（露出
クオータ）の両方で決定するク
オータを課している。

iii) Measures not directly
targeting Data, but could relate
to data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

著作権法、著作権近代化法
Copyright Act /Copyright
Modernization Act
ニュース報道、批判、コメント目
的の作品には使用制限の例外
がある

不適切な著作権の行使
Inadequate copyright
enforcement
IPPAはカナダが海賊版サイト
の拠点を提供していることを理
由に批判

カナダ投資法、国家安全保障
審査法、外国有企業の投資に
関する声明
Investment Canada
Act/National Security Review
Law/Statement regarding
Investment by Foreign State
Owned Enterprises
安全保障上の理由として投資
が阻害されている。

電気通信法のセクション16
Section 16 of
Telecommunications Act
外国人投資家は通信会社へ
の投資を認められているが
10%以上のシェアを有する企
業に対して制限がある。

電気通信法のセクション16
外国人投資家は通信会社へ
の投資を認められているが
10%以上のシェアを有する企
業に対して制限がある。

外国人労働者マニュアル
契約上のサービス提供者
（CSS）と自営サービス提供者
（ISS）には労働市場テストが
ある。

登録者のためのカナダの
プレゼンス要件
CAドメインに登録するに
は、個人または事業体は
カナダとの繋がりがなけ
ればならない。

サスカチュワン州通信法
The
Saskatchewan
Telecommunications
Act
サスカチュワン・テレコミュニ
ケーションズはカナダの電子通
信市場における唯一の政府所
有企業である。法律上、海外
直接投資は同社では認められ
ていない。

サスカチュワン州通信法
サスカチュワン・テレコミュニ
ケーションズはカナダの電子通
信市場における唯一の政府所
有企業である。法律上、海外
直接投資は同社では認められ
ていない。

最低賃金に関する規制
カナダ移民局（CIC）はブリ
ティッシュコロンビア州または
ケベック州で職を求めるIT専門
家への最低賃金要件を25％、
また職種によってはそれ以上
に引き上げた。

オンライン薬局の要件
オンライン薬局は認めら
れる。しかし、カナダに薬
局が物理的に立地してお
り、処方薬はその薬局か
ら直接送られてくるもので
なけけばならない。

電気通信法のセクション16
Section 16 of
Telecommunications Act
電子通信サービス提供者とな
る企業の役員のうち80％以上
はカナダ国民でなければなら
ない。

電気通信法のセクション16
電子通信サービス提供者とな
る企業の役員のうち80％以上
はカナダ国民でなければなら
ない。

簡易入国手続きに関する規定
カナダでは外国人IT専門家用
に簡略化された入国手続きを
終了

カナダ投資法や2013年3月21
日に議会で採択された予算の
一部の規定
カナダ投資法は非カナダ主体
による大規模買収の見直しを
規定し、非カナダ投資家はカナ
ダに純便益をもたらす者である
べきとの要件を課した。

カナダ電波法
カナダ産業省はラジオ、デジタ
ル機器、その他非意図的放射
器への遵守規則を制定した。

カナダ投資法、国家安全保障
審査法、外国有企業の投資に
関する声明
安全保障上の理由として投資
が阻害されている。

無線通信法および無線通信規
則
報道送受信機、携帯ラジオ送
受信機当は技術承認証明書
が求められる。

カナダ投資法
Investment Canada Act
投資家における直接支配権の
水準

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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デミニミスルール
De Minimis Rule
上限 11 SDR / 20 CAD/ 15
USDまでの価格の製品は税関
に徴収される内国税及び関税
を免除される。

Australia オーストラリア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

Act, Practice

特記
事項

1988年個人情報保護法
判例
Privacy Act 1988
2012年プライバシーに関する
改正法（個人情報保護強化）
組織は個人情報保護に関する
海外組織からのあらゆる脅威
について法的責任を負う

Act, Practice

判例法：Seafolly Pty Ltd v
Madden, オーストラリア競争と
消費者委員会 v Allergy
Pathway Pty Ltd
ソーシャルメディアサイトにおけ
るオーストラリア消費者法を侵
害するような投稿に関して企業
が責任を負う

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

④
個・安通
ビ・安通

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

⑤
個・金
ビ・金
間・金

1979年電気通信（傍受とアク
セス）改正（データ保持）法案
（2014年改正）
Telecommunications
(Interception and Access)
Act
1979/Telecommunications
(Interception and Access)
Amendment (Data Retention)
Act 2015
インターネットおよびモバイル
サービスのプロバイダーの24
か月間メタデータ保存義務

特記
事項

Act, Practice

2006年マネーロンダリング防 ④
止及びテロ資金対策法／2017 個・安通
ビ・安通
年改正法案Anti-Money
Laundering and CounterTerrorism Financing Act
2006 (AML/CTF Act)/AntiMoney Laundering and
Counter-Terrorism Financing
Rules (AML/CTF Rules)
仮想通貨業界への規制に向け
た既存のマネーロンダリング防
止法令の改正、仮想通貨交換
法案の国会提出

⑥

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

1979年電気通信（傍受とアク
セス）改正（データ保持）法案
（2014年改正）
Telecommunications
(Interception and Access)
Act
1979/Telecommunications
(Interception and Access)
Amendment (Data Retention)
Act 2015
インターネットおよびモバイル
サービスのプロバイダーの24
か月間メタデータ保存義務

⑦
個・プ他

2017年財務省法修正法
Treasury Laws Amendment
(GST Low Value Goods) Act
2017 (77 of 2017)
1953年租税行政法とともに、
納税者の情報の公開を禁止す
るとともに、税務職員に対する
個人情報の守秘を義務付ける

1997年電気通信法
Telecommunications Act
1997
個人情報や通信情報等の秘
匿の義務、不正な個人情報公
開の禁止などを規定。さらに業
界団体による行動規範および
業界規格について規定のなか
で、業界規範の整備を促して
いる

⑧
個・プ他

1990年データ突合プログラム
（補助および税制）法Datamatching Program
(Assistance and Tax) Act
1990 (Data-matching Act)
連邦および州政府が保有する
国民の個人情報に関し、税制
の二重払い等を避ける目的で
特定の場合に共有することを
認める規定を有する

②

2010年健康保険識別子法お
よび2010年健康保険識別子規
則Healthcare Identifiers Act
2010 (HI Act)/Healthcare
Identifiers Regulations 2010
(HI Regulations)
健康保険制度において、国民
個人、健康保険提供者および
医療サービス提供者（病院等）
のそれぞれに対して識別子を
付与するための法および規制

③

2012年「My Health Record」
法My Health Records Act
2012
My Health Recordシステム構
築を目的とする。運営、管理の
国内設置、データの国外持ち
出し規制を含む

オーストラリアの物品・サービ
ス税に関する改正
非居住者であるＥコマース企業
による低価格商品の販売もＧＳ
Ｔ課税対象とする計画が報告

1982年情報公開法
オーストラリア政府保有の文書
に対する国民のアクセス権に
係る規定

2012年個人管理電子健康記
録法
My Health Records Act 2012
個人管理電子健康記録を地域
データセンターで管理。健康に
関する電子情報がオーストラリ
ア国外で保持されたり処理さ
れることはない。

情報公開規制行為政策に関す
る協議用ドラフト
情報公開法の改正に向け、連
邦情報コミッショナーの権限を
強化する内容

⑦
個・プ他

2017年財務省法修正法
Treasury Laws Amendment
(GST Low Value Goods) Act
2017 (77 of 2017)
1953年租税行政法とともに、
納税者の情報の公開を禁止す
るとともに、税務職員に対する
個人情報の守秘を義務付ける

⑧
個・プ他

1990年データ突合プログラム
（補助および税制）法Datamatching Program
(Assistance and Tax) Act
1990 (Data-matching Act)
連邦および州政府が保有する
国民の個人情報に関し、税制
の二重払い等を避ける目的で
特定の場合に共有することを
認める規定を有する

判例

事例2015 SASC 170 'Duffy
vs Google Inc'
グーグルはコンテンツについて
法的責任を負い、中傷的な題
材を提供している場合は、コン
テンツの出版者とみなすべきと
認めた。「忘れられる権利」の
判例。

連邦プライバシー法1988
Privacy Act 1988
プライバシー原則ガイドライン
違反に対する罰金規定

判例
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Australia オーストラリア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

著作権法111条
④
Copyright Act 1968, section 個・安通
ビ・安通
111
タイムシフト目的での複製につ
いて、複製物の再複製は違法
となりうる

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

1979年電気通信（傍受とアク
セス）改正（データ保持）法案
（2014年改正）
Telecommunications
(Interception and Access)
Act
1979/Telecommunications
(Interception and Access)
Amendment (Data Retention)
Act 2015
インターネットおよびモバイル
サービスのプロバイダーの24
か月間メタデータ保存義務

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

⑤
個・金
ビ・金
間・金

2006年マネーロンダリング防 ④
止及びテロ資金対策法／2017 個・安通
ビ・安通
年改正法案Anti-Money
Laundering and CounterTerrorism Financing Act
2006 (AML/CTF Act)/AntiMoney Laundering and
Counter-Terrorism Financing
Rules (AML/CTF Rules)
仮想通貨業界への規制に向け
た既存のマネーロンダリング防
止法令の改正、仮想通貨交換
法案の国会提出

1979年電気通信（傍受とアク
セス）改正（データ保持）法案
（2014年改正）
Telecommunications
(Interception and Access)
Act
1979/Telecommunications
(Interception and Access)
Amendment (Data Retention)
Act 2015
インターネットおよびモバイル
サービスのプロバイダーの24
か月間メタデータ保存義務

⑤
個・金
ビ・金
間・金

2006年マネーロンダリング防
止及びテロ資金対策法／2017
年改正法案Anti-Money
Laundering and CounterTerrorism Financing Act
2006 (AML/CTF Act)/AntiMoney Laundering and
Counter-Terrorism Financing
Rules (AML/CTF Rules)
仮想通貨業界への規制に向け
た既存のマネーロンダリング防
止法令の改正、仮想通貨交換
法案の国会提出

オーストラリア外資規制策
1975年外資買収法
規模にかかわらず、外国から
の投資はすべて通知の上、事
前認可を受ける必要がある

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

オーストラリアの物品・サービ
ス税に関する改正
Amendments regarding
taxation on Australian goods
and services
海外デジタルサービスもオース
トラリアのGST課税対象となる

知的財産制度生産性委員会
報告書 概要と提案事項No.
78
Productivity
CommissionInquiry
Report,Intellectual Property
Arrangements No.78,
Overview and
Recommendations and
Findings
オーストラリアにおける権利制
限は極めて狭く規範的であり、
著作物の新たな合法的使用の
オーストラリアにおける生物医
薬品データの独占保護期間は
5年間

2015年改正著作権（オンライン
侵害）法案
Copyright Amendment
(Online Infringement) Bill
2015
著作権者が、インターネット
サービス事業者に対し、著作
権侵害を助長するような海外
サイトへのローカルアクセスを
制限するよう連邦裁判所に差
し止め請求する権利を認める

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社

著作権法
Copyright Act 1968
現在、著作権法における公正
な取引の例外規定リストを準
備中

オーストラリア外資規制策
1975年外資買収法
Regulation of foreign
investment in Autralia,
Foreign Acquisitions and
Takeovers Act 1975
規模にかかわらず、外国から
の投資はすべて通知の上、事
前認可を受ける必要がある

Huawei製品の調達の禁止
政府の判例支持により、Huawei
のオーストラリアのナショナル・ブ
ロードバンド・ネットワーク内での
入札が事実上禁止

オーストラリア外資規制策
1975年外資買収法
Regulation of foreign
investment in Autralia,
Foreign Acquisitions and
Takeovers Act 1975
規模にかかわらず、外国から
の投資はすべて通知の上、事
前認可を受ける必要がある

バイエル薬品VSジェネン
テ ィッ ク(リッ クでは？） 社裁
判
Bayer Pharma
Aktiengesellschaft v Generic
Health Pty Ltd
特許侵害に対する法的責任を
拡大したケース

オーストラリア外資規制策
1975年外資買収法
Regulation of foreign
investment in Autralia,
Foreign Acquisitions and
Takeovers Act 1975
現地企業を買収に関する通知
および事前認可の義務

オーストラリア政府調達政策

オーストラリア外資規制策
1975年外資買収法
Regulation of foreign
investment in Autralia,
Foreign Acquisitions and
Takeovers Act 1975
現地企業を買収に関する通知
および事前認可の義務

Australian government's
procurement policy
政府事業への入札者に対し、全
ての入札についてオーストラリア
のサプライヤーを使い、サプライ
ヤーを公開することを要請。ロー
カルサプライヤーをより保護する
追加支援も提供

オーストラリア政府調達政策 法の欠如 2005年オーストラリアコンテン
Australian government's
ツ基準
procurement policy
ローカルコンテンツ要求は、
ケーブルテレビ及びオンライン
政府調達の最低10％を中小企
プログラムには適用されない
業から調達する目標を維持

Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

法の欠如 WTO政府調達合意（GPA）
オーストラリアは、主な先進国
の中で唯一、政府調達に関す
るWTO政府調達合意（GPA)
に未加盟。オブザーバーの立
場であるため、市場アクセス条
項に拘束されない。しかし、貿
易・投資大臣は2015年6月2
日、GPAへの加盟交渉に乗り
だすと発表。
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放送サービス改正法
ドラマプログラムを提供する契
約チャンネルに対し制作費の
10％をオーストラリア制作番組
に割り当てるよう要請。 ただ
し、デジタルマルチチャネルま
たはオンラインプログラミングに
は適用されない。

豪州産業参画（AIP)
公的調達だけでなく民間調達
についても要請すべく適用範
囲を拡大。入札者に対しオース
トラリアのサプライヤーを利用
するよう規定。

1994年移民規則
企業内転勤（ICT）、契約サー
ビスサプライヤー（CSS）、独立
系サービスサプライヤー（ISS）
分野における労働市場テスト
の実施。

オープン２LDｓに関する政策ルー
ルの解釈に関するガイドライン
.auドメインで直接登録はできな
い。第二レベルドメインに登録で
きるのは、オーストラリアで登記さ
れた企業もしくはオーストラリアで
の事業認可を受けた外国企業。
id.auのような特定の第二レベル
ドメインに登録できるのは、オー
ストラリア市民もしくは居住者。
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European Union EU - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

2018/2/28

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)

Movement of Person
人の移動

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

②

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

一般データ保護規則（General
Data Protection Regulation;
GDPR）

指令2000/31/EC(電子商取引
指令）
Directive 2000/31/EC
(Directive on electronic
commerce)
インターネットプロバイダによっ
て行われる明確な行為類型
（単なる電線、キャッシング、ホ
スティング）に適用される安全
規定

欧州内の非個人データの自由 ②
移動に関するフレームワークに
係る規制案（Proposal for a
Regulation of the European
Parliament and of the
Council on a framework for
the free flow of non-personal
data in the European Union
(COM(2017)495)）

指令2000/31/EC(電子商取引
指令）
Directive 2000/31/EC
(Directive on electronic
commerce)
インターネットプロバイダーは
データの取り下げ等について、
そのような認識した時点で、情
報へのアクセスの削除または
無効化しないとならない

③
指令2002/58/EC(e-プライバ
流通（域 シー指令）
内・越境） 規則611/2013
個人データの違反通知に関す
る意見(2014/03)
Directive on privacy and
electronic communications
Regulation 611/2013
Opinion on notification of
unlawful acquisition, use and
disclosure of personal data
電子通信サービスにおける個
人データの違反は、所管の国
内当局に通知されないとならな
い

C-324/09 L’OréalとeBayに関
する2011年7月12日の欧州司
法裁判所の判決
Judgment of the European
Court of Justice,12 July
2011,L’Oréal SA and Others
v eBay International AG and
Others

流通（域
内）

指令2000/31/EC(電子商取引
指令）
Directive 2000/31/EC
(Directive on electronic
commerce)
インターネットにおける仲介に
関し、域内国が送信するまた
は保管する情報を監視する義
務や、違法行為を示す事実や
状況を積極的に求める義務を
プロバイダーに課すべきではな
いと規定されている

移転の禁止
Prohibition on Transfer
欧州でのデータ転送の禁止は
無いが、データ保護機関(DPA)
から反発

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

インターネットにおける仲介に
関し、オンライン市場の運営者
は、保管している要求を受けた
データのを技術的／自動的に
処理し、それらのデータから知
識を与えたり、制御したりする
ような類いの役割を担う

データ保護指令2006/24/EC
C-293/12およびC-594/12
「Digital Rights Ireland」と
「Seitlinger」、その他合同判決
における欧州司法裁判所の判
決
Data Protection Directive
2006/24/EC C-293/12 and C594/12
Judgment of the European
Court of Justice on Digital
Rights Ireland and Seitlinger,
and other joint cases
通信分野に関し、データ保護
指令のもとでは、事業者は6ヶ
月-2年間、防犯等を理由に一
定のカテゴリのトラフィックや位
置データを保持する必要があっ
たが、このたび本指令は無効
となった

1995年10月24日の欧州議会
および理事会の指令95/46/EC
「個人データの処理およびデー
タの自由な移動に関する個人
の保護」
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
個人データは目的を達成する
ために必要な期間よりも長い
期間について記録の保持を禁
止している

プライバシーと電子通信に関す
る指令～2002年7月12日の欧
州議会及び欧州理事会の指令
2002/58/EC「個人情報の処理
および電子通信分野における
プライバシーの保護に関する指
令」
Directive 2002/58/EC of the
European Parliament and of
the Council of 12 July 2002
concerning the processing of
personal data and the
protection of privacy in the
electronic communications
sector (Directive on privacy
and electronic
communications)
交通データや位置データは、請
求／支払いに必要なデータを
除き、通信の送信のために必
要なくなったときには消去また
は匿名化されなければならな
い

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

⑥

1995年10月24日の欧州議会
および理事会の指令95/46/EC
「個人データの処理およびデー
タの自由な移動に関する個人
の保護」
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
自国の管轄区域に適切な水準
のデータ保護があるなど、デー
タ保護指令に従い、その元で
データの転送は可能となる
個・プ
ビ・プ

特記
事項
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Act, Practice

電気通信指令案（European
Electronic Communication
Code）

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice
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Property
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安全保障・
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Public Order and Morals
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Government/ Public
Procurement
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Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
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電気通信

Protection of Domestic
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(Financial and
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Movement of Person
人の移動

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

指令2002/58/EC「電子通信
サービスを使用して生成された
交通及び位置データは請求・
相互接続に必要なデータを除
き、通信の送信のために必要
なくなったときに消去・匿名化
しなければならない」
Directive 2002/58/EC
(Directive on privacy and
electronic communications)
"Traffic data relating to
subscribers and users
processed and stored by the
provider of a public
communications network or
publicly available electronic
communications service
must be erased or made
anonymous when it is no
longer needed for the
purpose of the transmission
of a communication"
EU諸国では、個人情報や位
置情報のデータの収集に同意
する必要がある。具体的な
ルールは各国が定めている

流通（域 1995年10月24日の欧州議会
内・越境） および理事会の指令95/46/EC
「個人データの処理およびデー
タの自由な移動に関する個人
の保護」
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
データの不完全または不正確
な性質を理由とした指令への
未対応について削除・ブロック
する権利を有する
C-131/12 - Google Spain SL
＋Google inc. とスペインの
データ保護機関(AEPD)＋
Mario CostejaGonzalez
サーチサイトの検索結果に関
し、
C-131/12-Google Spain SL,
Google Inc. v Agencia Españ
ola de Protección de
Datos(AEPD), Mario Costeja
González
Concerning search result of
serach engine,
欧州司法裁判所は仮にその
データが時間的に超過したり、
もはや関係ないデータ等でも削
除する権利があると判決した

流通（域 1995年10月24日の欧州議会
内・越境） および理事会の指令95/46/EC
「個人データの処理およびデー
タの自由な移動に関する個人
の保護」
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
域内国は少なくとも処理の目
的、関連するデータのカテゴ
リ、提供主体などを明示してか
ら個人データを取得する必要が
ある
データ保護担当者
A person in charge of data
protection
欧州の機関および団体は少な
くとも１名以上の人物をデータ
保護責任者として任命する必
要がある

ネットワーク情報セキュリティ
(NIS)指令
Network and Information
Security(NIS) Directive
デジタルサービスプロバイダの
サービスに依存する不可欠な
サービスの運営者に対してセ
キュリティを規定している
流通（域 1995年10月24日の欧州議会
内・越境） および理事会の指令95/46/EC
「個人データの処理およびデー
タの自由な移動に関する個人
の保護」
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
条項を侵害の場合に、課され
る制裁を定めるものとする指令
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice
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Public Order and Morals
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Others, including taxation
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国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

ii) Measures relating to/ covering 個・プ
ビ・プ
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Act, Practice

データ保護指令2006/24/EC
C-293/12およびC-594/12
「Digital Rights Ireland」と
「Seitlinger」、その他合同判決
における欧州司法裁判所の判
決
Data Protection Directive
2006/24/EC C-293/12 and C594/12
Judgment of the European
Court of Justice on Digital
Rights Ireland and Seitlinger,
and other joint cases
通信分野に関し、データ保護
指令のもとでは、事業者は6ヶ
月-2年間、防犯等を理由に一
定のカテゴリのトラフィックや位
置データを保持する必要があっ
たが、このたび本指令は無効
となった

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

電子署名のためのコミュニティ ⑤
フレームワークに関する指令 流通（域
（電子署名指令）
内・越境）
Directive concerning
community framework for
electronic signatures
(Electronic Signatures
Directive)
電子署名を認識しているもの
の、どのような技術的な解決法
や標準を使用すべきかは規定
していない

Act, Practice

視聴覚メディアサービス
(AVMS)に関するEU指令
Audiovisual Media Service
(AVMS) Directive
オンデマンドビジュアルサービ
スに関し、明示的なコンテンツ
クオータが存在しないにもかか
わらず、オンデマンドサービス
プロバイダが欧州作品を宣伝
する義務を加盟国に課してい
る。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

ビ・安
間・通

Act, Practice

規則(EC) No 428/2009
Council Regulation (EC) No
428/2009
電子機器、コンピューター、通
信、情報セキュリティ等に関
し、二重用途物品（民生および
軍事目的両方に使えるすべて
の物品）の輸出は規制の対象

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

ケースC-439/09の判決
Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique SAS と Président de
l'Autorité de la Concurrence
とその他
Judgment of the Case C439/09
Pierre Fabre Dermo-Cosmé
tique SAS v Président de l’
Autorité de la concurrence
and others

特記
事項

ビ・税他

Act, Practice

デミニミスルール
De Minimis Rule
書籍等も関税と付加価値税に
ついてデミニミスルールが設け
られているが、電子書籍につい
ては設けられていない。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

ビ・文通
他
流通（域
内）

EU VAT指令（付加価値税指
令）
EU VAT Directive(ValueAdded Tax Directive),
Judgments in Cases C479/13 and C-502/13
Commission v France and
Commission v
Luxembourg(Court of Justice
of the European Union)
フランスとルクセンブルクに対
する事件の判決（欧州司法裁
判所）
電気通信、放送、電子的に供
給されるサービスのB2Cの供
給者に関し、電子書籍の課税
はEU VAT指令（付加価値税
指令）で部分的に規制されて
いるが、紙媒体の付加価値税
とは水準が異なる

ビ・文通
他
流通（域
内）

EU VAT指令（付加価値税指
令）
フランスとルクセンブルクに対
する事件の判決（欧州司法裁
判所）
EU VAT Directive(ValueAdded Tax Directive),
Judgments in Cases C479/13 and C-502/13
Commission v France and
Commission v
Luxembourg(Court of Justice
of the European Union)
電気通信、放送、電子的に供
給されるサービスのB2Cの供
給者に関し、電子書籍の課税
はEU VAT指令（付加価値税
指令）で部分的に規制されて
いるが、紙媒体の付加価値税
とは水準が異なる

ビ・通他
流通（域
内）

理事会の施行規則(EU)第
1042/2013号（2011年10月7日
施行）改正(EU)第282/2011条
サービスサプライヤの提供場
所に関する改正
Council Implementing
Regulation(EU) No
1042/2013 of 7 October 2013
amending Implementing
Regulation (EU) No 282/2011
as regards the place of
supply of services
電気通信、放送、電子的に供
給されるサービスのB2Cの供
給者に関し、すべての電気通
信、放送、電子サービスに対す
る付加価値税は、販売者の所
在地ではなく、顧客の居住する
場所で徴収される

⑦
ビ・文他

理事会実施規則
(EU)No.1042/2013改正実施
規則(EC)No.282/2011
ミニワンストップショップ
（MOSS)
Council Implementing
Regulation(EU) No
1042/2013 amending
Implementing Regulation
(EU) No 282/2011
Mini One Stop Shop(MOSS)
コンテンツ等の付加価値税。コ
ンテンツ分野を想定して、サー
ビス供給が所在する場所で課
税される宣言をしている。付加
価値税の水準は国により異な
るため、ポータルサイトを通じて
任意選択することができる

「化粧品をオンラインで販売す
ることを禁止することが競争を
制限している。したがって、合
法ではない」と判決している。
ただし、薬は各国によりルール
が異なる

流通（域 支払サービス指令
⑦
内・越境） Payment Service Directive
ビ・文他
「２要素認証」を含む強めの安
全指針が記載されている。関
係者からは反発意見もある

理事会実施規則
(EU)No.1042/2013改正実施
規則(EC)No.282/2011
ミニワンストップショップ
（MOSS)
Council Implementing
Regulation(EU) No
1042/2013 amending
Implementing Regulation
(EU) No 282/2011
Mini One Stop Shop(MOSS)
コンテンツ等の付加価値税。コ
ンテンツ分野を想定して、サー
ビス供給が所在する場所で課
税される宣言をしている。付加
価値税の水準は国により異な
るため、ポータルサイトを通じて
任意選択することができる

流通（域 指令2011/83/EU 消費者の権
内・越境） 利
EU内/EUへオンライン販売す
る企業に関し、
Directive 2011/83/EU
Consumer Rights
concerning both EU and nonEU online vendor firms,
特定の消費者権利は完全な
ハーモナイゼーションを規定
し、遠隔契約などのルールを定
めている

EU VAT指令（付加価値税指
令）
フランスとルクセンブルクに対
する事件の判決（欧州司法裁
判所）
EU VAT Directive(ValueAdded Tax Directive),
Judgments in Cases C479/13 and C-502/13
Commission v France and
Commission v
Luxembourg(Court of Justice
of the European Union)
電気通信、放送、電子的に供
給されるサービスのB2Cの供
給者に関し、電子書籍の課税
はEU VAT指令（付加価値税
指令）で部分的に規制されて
いるが、紙媒体の付加価値税
とは水準が異なる

ビ・通他
流通（域
内）

理事会の施行規則(EU)第
1042/2013号（2011年10月7日
施行）改正(EU)第282/2011条
サービスサプライヤの提供場
所に関する改正
Council Implementing
Regulation(EU) No
1042/2013 of 7 October 2013
amending Implementing
Regulation (EU) No 282/2011
as regards the place of
supply of services
電気通信、放送、電子的に供
給されるサービスのB2Cの供
給者に対し、すべての電気通
信、放送、電子サービスに対す
る付加価値税は、販売者の所
在地ではなく、顧客の居住する
場所で徴収される

流通（域 欧州司法裁判所-ケースC内・越境） 314/12 UPC Telekabel Wien
GmbHと Constantin Film
Verleih GmbH and Wega
Filmproduktionsgesellschaft
mbH
European Court of JusticeCase C314/12 UPC
Telekabel Wien GmbH v.
Constantin Film Verleih
GmbH and Wega
Filmproduktionsgesellschaft
mbH
2014年にインターネットサービ
スプロバイダ(ISP)が著作権侵
害ウエブサイトへの顧客アクセ
スを阻止するように国内命令が
あると解釈した

ビ・税他

デミニミスルール
関税と付加価値税について、
De Minimis Rule concerning
tariff and VAT
書籍等もデミニミスルールが設
けられているが、電子書籍につ
いては設けられていない

ビ・文通
他
流通（域
内）

オンラインギャンブル
online games of chance
オンラインギャンブルは、競争
の観点から議論されたままで
あり、統一的なルールはできて
いない。

Act, Practice

流通（域 欧州司法裁判所-ケースC内・越境） 70/10 Scarlet Extended SA
と Société belge des
auteurs, compositeurs et é
diteurs SCRL (SABAM)
Judgment of the Court (Third
Chamber) of 24 November
2011.
Scarlet Extended SA v Soci
été belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs
SCRL (SABAM)
著作権侵害を妨げるためイン
ターネットトラフィックをサービス
プロバイダが一般的にフィルタ
リングすることは、その電子商
取引指令と相容れないルール
としている

流通（域 欧州委員会-2015年6月30日
内・越境） のEU議会合意
European Commision-EU
Parliament Agreement on
June 30, 2015
インターネットサービスプロバイ
ダーに対し、インターネットコン
テンツはEU市民に対して差別
無く自由に提供する必要があ
るとした
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European Union EU - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

2018/2/28

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)

Movement of Person
人の移動

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

指令2001/29（EU著作権指
令）
Directive 2001/29 (EU
Copyright Directive)
電子書籍に関し、EU著作権指
令は著作権者にとって「公正な
補償」を認めている。その結
果、いくつかの加盟国が国家
徴収制度を導入している

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

電磁両立性に関する

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

ビ・安
間・通

EMC(EMCは、電磁両立
性の略なので要らない
のでは・・・？） 指令
2004/108/ECと89/336/EECの
取り消し
無線と通信端末機器(R&TTE)
指令
Directive 2004/108/EC
relating to electromagnetic
compatibility and repealing
Directive 89／336／EEC
Directive on Radio and
Telecommunications
Terminal Equipment(R&TTE)
通信機器に関し、製品によって
送信される電磁干渉が許容範
囲内であること、および製品と
その機能自体が電磁干渉の影
響を受けていないことを検証す
るように設計

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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Act, Practice

規則(EC) No 428/2009
電子機器、コンピューター、通
信、情報セキュリティに関し、
Regulation (EC) No 428.2009
Concerning electronic
devices, computer,
communications, data
security
二重用途物品（民生および軍
事目的両方に使えるすべての
物品）の輸出は規制の対象

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

外

Act, Practice

「.eu」ドメイン名登録の利用規
約
Terms of use on registration
of '.eu' domain name
EU内事業者・個人しか、.euド
メインは申請できない。

Germany ドイツ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy プライバシー保護
sectors of measures
措置の目的・分野

Protection of Consumers
消費者保護

Protection of Culture/ Freedom of
Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public Procurement
政府調達・公共調達

Nature of Data
データの性質

Investment Protection/ Promotion/
Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of Competitive
Environment
競争環境の維持

Standards and Conformity Assessment
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

Protection of Domestic industry
(Financial and Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）

Movement of Person
人の移動

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

including local contents requirement

特記
事項

Act, Practice

i) Measures relating to/ covering ①
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

ドイツ連邦データ保護法
Bundesdatenschutzgesetz
(Federal Data Protection
Act)
自動化されたデータ処理に継
続的に従事する9人以上の者、
または自動化されていない
データ処理に従事する20人以
上の者を有する各民間事業体
はデータ保護責任者を任命す
る義務がある

①

ドイツ刑法 - 第203条
German criminal law, section
203
クラウドコンピューティングサー
ビスの利用は保存される情報
及び情報保存の目的に基づ
き、ドイツ刑法203条の守秘義
務侵害に係る機密情報の漏え
いを構成することがある

①

ドイツ連邦データ保護法
Bundesdatenschutzgesetz
(Federal Data Protection
Act)
ドイツ刑法 - 第203条STGB
患者の事前の同意または患者
データの事前の匿名化がある
場合に限り、病院の外部のIT
サービスを使用することができ
る

判例

データ転送の禁止の脅威
Threat of prohibition on data
transfer
欧州のデータ転送は禁止して
いないが、シューレスヴィヒホ
ルスタイン州のデータ保護機関
（DPA）は米国へのデータ転送
のためのすべてのデータ保護
手段を宣言している

特記
事項
個・消文
通
ビ・消文
通

Act, Practice

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

個・安通
ビ・安通

電気通信法（2015/12改正）
②
Telekommunikationsgesetz(
Telecommunications Act),
(Amended in 2015/12)
通信プロバイダは電話番号、
通信の時間および場所（e-mail
は除く）、IPアドレス等のデータ
を4または10週間保持せねば
ならないと規定している

ネットワーク執行法
（Netzwerkdurchsetzungsges
etz (Network Enforcement
Act)）

個・安通
ビ・安通

電気通信法（2015/12改正）
Telekommunikationsgesetz(
Telecommunications Act),
(Amended in 2015/12)
通信プロバイダは電話番号、
通信の時間および場所（e-mail
は除く）、IPアドレス等のデータ
を4または10週間保持せねば
ならないと規定している

個・文
ビ・文
判例

欧州司法裁判所判決
Judgement of the European
Court of Justice
インターネットサービスプロバイ
ダ（ＩＳＰｓ）は国内裁判所から
顧客による著作権侵害ウェブ
サイトへのアクセスを阻止せよ
との命令を下されうると解釈し
た。オンライン上の著作権侵害
規制を狙うもの。

個・プ安
通
ビ・プ安通
越境

IT業界のクラウドサービスの利 ③
用基準
Usage standard of cloud
services in IT industry
国民のセンシティブ・データの
公簿・公式記録の保存・処理
の外部委託禁止。クラウドを使
用して機密データを保管するこ
とを禁止する全国的なガイドラ
インを発行した

政府によるデジタル監視
Digital Surveillance by
government

個・消文
通
ビ・消文
通

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

個・安
ビ・安

ドイツ社会法コードブック10 - 個・公
ビ・公
セクション80 SGB X
section80,Sozialgesetzbuch(
SGB) X(German Social Law
Codebook 10)
民間事業体によるクラウドコン
ピューティングの利用は一定の
制限の下に置かれる

ヘイトスピーチ法
Hate Speech Laws
Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ，Ｇｏｏｇｌｅ
等の企業にナチスのシンボル
やホロコースト否認といったドイ
ツ国内で違法となるコンテンツ
を注意を受けてから24時間以
内に削除するよう求める法律

個・プ安
通
ビ・プ安通
越境

IT業界のクラウドサービスの利
用基準
Usage standard of cloud
services in IT industry
国民のセンシティブ・データの
公簿・公式記録の保存・処理
の外部委託禁止。クラウドを使
用して機密データを保管するこ
とを禁止する全国的なガイドラ
インを発行した

個人データの処理およびその
ようなデータの自由な移動に関
する個人の保護に関する1995
年10月24日のEU指令
95/46/EC
ドイツ連邦データ保護法
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
German Federation Data
Protection Act
承諾はデータ主体の自由な判
断に基づくものでなければなら
ず、書面によるべきとされる

個人データの処理およびその
ようなデータの自由な移動に関
する個人の保護に関する1995
年10月24日のEU指令
95/46/EC
ドイツ連邦データ保護法
Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of
the Council of 24 October
1995 on the protection of
individuals with regard to the
processing of personal data
and on the free movement of
such data
German Federation Data
Protection Act
ドイツでは、データ主体は損害
に対して差し止めによる救済及
び損害賠償を請求を求める権
利を有している。データ・プライ
バシー侵害は過料、罰金、投
獄につながる可能性がある。

個・プ安
通
ビ・プ安通
越境

特記
事項

個・消文
通
ビ・消文
通

IT業界のクラウドサービスの利
用基準
Usage standard of cloud
services in IT industry
国民のセンシティブ・データの
公簿・公式記録の保存・処理
の外部委託禁止。クラウドを使
用して機密データを保管するこ
とを禁止する全国的なガイドラ
インを発行した
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Germany ドイツ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy プライバシー保護
sectors of measures
措置の目的・分野

Protection of Consumers
消費者保護

Protection of Culture/ Freedom of
Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public Procurement
政府調達・公共調達

Nature of Data
データの性質

Tariffs/ Quantitative Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of Competitive
Environment
競争環境の維持

Standards and Conformity Assessment
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

Protection of Domestic industry
(Financial and Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）

Movement of Person
人の移動

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

including local contents requirement

特記
事項
ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Investment Protection/ Promotion/
Management
投資保護・投資促進・
投資管理

個・プ安
通
ビ・プ安通
越境

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

IT業界のクラウドサービスの利 ビ・消文
用基準
Usage standard of cloud
services in IT industry
国民のセンシティブ・データの
公簿・公式記録の保存・処理
の外部委託禁止。クラウドを使
用して機密データを保管するこ
とを禁止する全国的なガイドラ
インを発行した

補助的著作権法
ビ・消文
auxilary copyright act
著作権制度をリンク、引用にか
ける税・課徴金（いわゆる付随
的著作権）の観念を含むよう拡
大した

補助的著作権法
④
auxilary copyright act
著作権制度をリンク、引用にか
ける税・課徴金（いわゆる付随
的著作権）の観念を含むよう拡
大した

改正著作権法（ancillary
copyright law /
Leistungsschtzrecht）

ドイツ刑法 - 第203条
German Criminal LawSection No 203
クラウドコンピューティングサー
ビスの利用は保存される情報
及び情報保存の目的に基づ
き、ドイツ刑法203条の守秘義
務侵害に係る機密情報の漏え
いを構成することがある

個・消文
通
ビ・消文
通

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

判例

ハンブルグ地方裁判所判例
個・文
Judicial Precedent of
ビ・文
Hambourg Regional Court
判例
You Tubeは第三者がアップ
ロードしたコンテンツを自身のコ
ンテンツとして表示していると
の理由につき、ホスティング・プ
ロバイダ対象の責任免除によ
る利益を受けることはできない
とした判決

欧州司法裁判所判決
Judgement of the European
Court of Justice
インターネットサービスプロバイ
ダ（ＩＳＰｓ）は国内裁判所から
顧客による著作権侵害ウェブ
サイトへのアクセスを阻止せよ
との命令を下されうると解釈し
た。オンライン上の著作権侵害
規制を狙うもの。

判例

連邦裁判所判例
Judicial Precedent of Federal
Court
査読ポータルに公開された匿
名のレビューに対し、仲介業者
は要求に応じて審査の正確性
を確認する義務を負う

デジタル統一市場戦略
A Digital Single Market
Strategy
デジタル環境における著作権
で保護された作品の特定の用
途に関する著作権者と利用者
の両方に対する法的不確実性

個・プ安
通
ビ・プ安通
越境

著作権法案の中には貿易の観
点から懸念を生じさせる可能性
がある条項がある

個・安
ビ・安

個・消文
通
ビ・消文
通

著作権管理法13条13a条
Urheberrechtsgesetz,
UrhG(Act on Copyright and
Related Rights), Art.13, 13a
著作権補償金の賦課、遡及的
課金の法的不安定性

越境

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

ローカルループアンバンドリン
グ
Local Loop Unbindling
ドイツにおける電気通信網と
サービスは自由化され、競争
規則が適用される

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

ドイツ銀行法 - セクション25
KWG
German Banking Act-section
25 KWG
金融部門でのクラウドサービス
利用は事業の秩序およびサー
ビスにも企業組織にも影響を与
えないことを確保しなければな
らない

Act, Practice

不十分な特許審査制度
越境
Insufficient Patent
Investigation System
進歩性の判断基準が曖昧で、
早期審査の制度がない。国内
出願の審査には時間がかかり
がちであるため、必要な権利を
必要な時に取得できる早期審
査制度が求められる

ドイツ商法第257号第1号およ 個・公
ビ・公
び第4号
Handelsgesetz(German
commercial law), Section
257, No.1 and 4
会計文書とビジネスレターはド
イツ国内で保持されなければ
ならない

ヘイトスピーチ法
Hate Speech Laws
Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ，Ｇｏｏｇｌｅ
等の企業にナチスのシンボル
やホロコースト否認といったドイ
ツ国内で違法となるコンテンツ
を注意を受けてから24時間以
内に削除するよう求める法律

ビ・競通
慣習

ローカルループアンバンドリン
グ
Local Loop Unbindling
ドイツにおける電気通信網と
サービスは自由化され、競争
規則が適用される

使用言語の規制
個・安通
Regulation on language used ビ・安通
ドイツ語以外の言語（英語）で
特許出願をした場合、ドイツ語
の翻訳文の提出が求められる

電気通信法（2015/12改正）
Telekommunikationsgesetz(
Telecommunications Act),
(Amended in 2015/12)
通信プロバイダは電話番号、
通信の時間および場所（e-mail
は除く）、IPアドレス等のデータ
を4または10週間保持せねば
ならないと規定している

オンライン通販の規制
Regulation on Online Sales
キャッシュゲームは16地域によ
りそれぞれ規制されている

ビ・税通
越境

付加価値税に関する法律 - 第
14b条
Value Added Tax Act- Article
14b
インボイスは自国内に保存され
なければならないが、電子媒
体保存の場合、完全なオンライ
ンアクセスおよびダウンロード
が保障されているならばEU域
内で保存されていればよい

IT業界のクラウドサービスの利
用基準
Usage standard of cloud
services in IT industry
国民のセンシティブ・データの
公簿・公式記録の保存・処理
の外部委託禁止。クラウドを使
用して機密データを保管するこ
とを禁止する全国的なガイドラ
インを発行した

個・安通
ビ・安通

電気通信法（2015/12改正）
Telekommunikationsgesetz(
Telecommunications Act),
(Amended in 2015/12)
通信プロバイダは電話番号、
通信の時間および場所（e-mail
は除く）、IPアドレス等のデータ
を4または10週間保持せねば
ならないと規定している

ドイツ社会法コードブック10 セクション80 SGB X
section80,Sozialgesetzbuch(
SGB) X(German Social Law
Codebook 10)
民間事業体によるクラウドコン
ピューティングの利用は一定の
制限の下に置かれる

⑦

2004年電気通信法
（Telekommunikationsgesetz
(telecommunications Act)）
政府は一部の訴追・保護機能
進展のために通信企業が保持
する情報を求める権利を有する

⑧

テレメディア法
（Telemediengeset
(Telemedia Act)）

個・消文
通
ビ・消文
通

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

個・プ安
通
ビ・プ安通
越境

IT業界のクラウドサービスの利
用基準
Usage standard of cloud
services in IT industry
国民のセンシティブ・データの
公簿・公式記録の保存・処理
の外部委託禁止。クラウドを使
用して機密データを保管するこ
とを禁止する全国的なガイドラ
インを発行した

慣習

ボイスオーバーインターネットプ
ロバイダ（VoIP）のブロック
Block on Voice-over Internet
Provider (VoIP)
フリーダム・ハウスはドイツの
携帯電話会社は契約上VoIP
やインスタントメッセージといっ
たサービスを禁止している

クラウドサービスの利用
The use of cloud services

付加価値税に関する法律 - 第 ビ・競通
14b条
慣習
Value Added Tax Act- Article
14b
インボイスは自国内に保存され
なければならないが、電子媒
体保存の場合、完全なオンライ
ンアクセスおよびダウンロード
が保障されているならばEU域
内で保存されていればよい

Act, Practice

オンラインギャンブルの規制
Regulations on online games
of chance

⑤

ビ・税通
越境

Act, Practice

税コード - セクション146（2）1 ⑥
Tax code-section 146(2) 1
文書及び記録を保持する義務
を負い税を支払う責任がある全
ての者および企業はドイツ国内
においてその記録を保持しな
ければならない

投資規制
Regulation on investment
全ての電子通信サービスプロ
バイダに一般的に適用される
同投資規則はVoIPプロバイダ
にも適用される

対外貿易と支払いに関する条
例
Regulations concerning
external trade and payment
関連データが技術データである
場合、クラウドコンピューティン
グサービスは輸出管理の下に
置かれる。
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice
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Germany ドイツ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy プライバシー保護
sectors of measures
措置の目的・分野

Protection of Consumers
消費者保護

Protection of Culture/ Freedom of
Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public Procurement
政府調達・公共調達

Nature of Data
データの性質

Investment Protection/ Promotion/
Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of Competitive
Environment
競争環境の維持

Standards and Conformity Assessment
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

Protection of Domestic industry
(Financial and Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）

Movement of Person
人の移動

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

including local contents requirement

特記
事項
iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

Act, Practice

指令2001/29（EU著作権指
令）
著作権法（1965/9/9、最新の
改訂2008/1）
Directive 2001/29 (EU
Copyright Directive)
Copyright Act (1965/9/9,
latest amendment in 2008/1)
EU指令の著作権所有者への”
公正な補償”を受け、ドイツでは
著作権料はメディア及び機器を
通じて徴収される。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

リモートコミュニケーション妨害
ソフトウェア（RCIS）2.0
Remote Communication
Intervention Software (RCIS)
2.0
ドイツ政府は犯罪行為の疑い
がある者、またテロ攻撃に及
ぶことが予測される者以外が
所有する機器をハッキングする
権限を警察に委ねた

特記
事項

Act, Practice

特記
事項
慣習
越境

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

Act, Practice

主要サプライヤーネットワーク
へのアクセス
Access to major supplier
network
EU内の主権国家間の交通よ
りもEU外からの国際的な交通
の終着に対してより高い料金を
課している

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項
慣習

Act, Practice

主要サプライヤーネットワーク
へのアクセス
Access to major supplier
network
EU内の主権国家間の交通よ
りもEU外からの国際的な交通
の終着に対してより高い料金を
課している

指令2000/31 / EC（eコマース
指令）
テレメディア法
Directive 2000/31/EC(ecommerce directive)
Telemediengeset(Telemedia
Act)
インターネットサービスプロバイ
ダの責任規定の法的根拠。イ
ンターネット仲介業者の法的セ
キュリティをさらに発展

電子通信指令案
Telecommunicaions Directive
Code
欧州委員会は、提案された
コードがインフラストラクチャー
の競争、高速ブロードバンド
ネットワークへのより大きな投
資、EU全体のスペクトル管理
のより一層の調和を促進すると
主張

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

DENICドメインガイドライン
DENIC Domain Guideline
de ドメインアプリケーションに
は、ドイツ当局はドイツ国内に
居住する者による行政契約を
要件としている

France フランス - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

Nature of Data
データの性質

note
特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

i) Measures relating to/ covering ①
流通（越
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人 境）
情報に関連する措置）

フランスデジタル共和国法LOI
n° 2016-1321 du 7 octobre
2016 pour une République
numérique
産業及び市民生活全体のデジ
タル化を推進し、今後のICT普
及政策の原則を示すものと位
置付けられた。同法によって消
費法典は「データの回復と移植
性」が設置され、「ユーザーは
すべての状況において、すべ
てのデータを回復する権利が
ある」とされた。

デジタル経済への信頼に関す
る2004年6月21日法律第
2004-575号、
EUのEコマース指令で提供さ
れる責任の制限を実施。プロ
バイダーを結びつけるための特
別な免除はなく、その賠償責
任は裁判所の解釈によって決
定される。

②
流通（越
境）

個人データの処理およびその
ようなデータの自由な移動に関
する個人の保護に関する1995
年10月24日欧州議会及び理
事会の指令95/46 / EC 第24
条
フランスのデータ保護法 Loi
n°2011-334 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des
droits
EUでは目的より長い期間個人
情報を保有することができな
い。フランスでは、関係当局
は、警告、正式な要求、処理を
中止するための差止命令の発
行、金融制裁、処理許可の取
り消しなど、さまざまな罰則を
発することができる。

③
流通（越
境）

④

Act, Practice

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Act, Practice

国防秘密の保護に関する2011
年11月30日閣僚令（国防令）
「SpécialFrance」と記された文
書は、フランス市民以外の誰に
も開示されていない。

⑩
2016年4月5日の閣僚通達 流通（域 2016年4月5日のクラウドコン
内・越境） ピューティングに関する情報
公的（国家および地方）の管理
によって生産されたデータに非
ソブリンクラウド（非政府のクラ
ウド）を使用することは違法で
あると述べている：行政からの
すべてのデータはアーカイブと
みなされ、 フランスで処理され
る。

判例
パリ商業裁判所ではeBayをホ
スティングにおいて責任免除さ
れないと判断した。

データ保持指令2006/24 / EC
など
データ保持に関する指令では、
重大な犯罪やテロの調査、発
見、起訴の目的として、事業者
は、6ヶ月から2年の間、トラ
フィックおよびロケーションデー
タの特定のカテゴリ（それらの
通信の内容を除く）を保持し、
要求に応じて法執行当局に提
供する必要があった。 2014年
4月8日、欧州連合裁判所は指
令を無効と宣言したが、指令を
実施したすべての国内法が覆
されているわけではない。

流通（越
境）

2002年3月4日法律番号2002303Act number 2002-303 of
4th March 2002
保健省内の共有ヘルスケア情
報システム庁によって承認さ
れたホスティングサービスプロ
バイダのみが、患者データのホ
スティング活動を行うことが許
可されている。

判例
高等裁判所ではMySpaceは
広告収益を受けることによっ
て、ホスティングにおいて責任
免除されないと判断した。

反テロ法 - 2006年1月23日の
法律2006-64、軍事プログラミ
ング法 - 法律第1168号 - 2013
反テロ法は政府に対し、裁判
所の命令なしにインターネット
サービスプロバイダ（ISP）から
直接データを入手する可能性を
政府に与える。軍事プログラミ
ング法により「リアルタイム」で
みることができると、さらに拡さ
れた。

デジタル経済の信頼に関する
法律

特定の規制
ソーシャルメディアネットワーク
における不正なプロフィールや
アカウントの作成は禁止されて
いる。

グーグルをめぐる裁判
いわゆる忘れられる権利を適
用させて、Googleに10万ユー
ロの罰金を課した。

⑧
流通（域
内）

Public Order and Morals
公序良俗

流通（域
内）

1980年7月16日法律第80-538
号（「フランスのブロック規定」）
外国の司法手続または行政手
続における証拠として、または
関連する場合にフランスの主
権、安全保障、公序良俗また
は経済的利益に悪影響を与え
る可能性のある情報の移動に
関する規定。

流通（域
内）

セキュアクラウドの認証/ラベル
公共部門のデータなどは保護
的に制限付きとしてマークされ
る。データの保存と処理はフラ
ンスで実施されなければなら
ず、第1レベルのサポートはフラ
ンス語で提供され、フランスに
設置されている必要がある。

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

Act, Practice

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

2016年4月5日の閣僚通達 2016年4月5日のクラウドコン
ピューティングに関する情報
ノート
公的（国家および地方）の管理
によって生産されたデータに非
ソブリンクラウド（非政府のクラ
ウド）を使用することは違法で
あると述べている：行政からの
すべてのデータはアーカイブと
みなされ、 フランスで処理され
る。

クラウドコンピューティングに関
する2016年4月5日情報
電子形式で保管されているす
べてのパブリックアーカイブ
は、フランスで保管および処理
されている。
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Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

France フランス - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

Nature of Data
データの性質

note
特記
事項

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

国際商事仲裁モデル法
⑤
フランスは電子商取引や電子
署名に関する国際商事仲裁モ
デル法を採用していない。

著作物の流通と著作権の保護
のための高い権限（HADOPI
法）
著作権侵害のための「3ストラ
イク」手続きを実施することに
よって、（プロバイダーへの）間
接的な監視要件を導入してい
る。

⑥

視聴覚メディアサービス
（AVMS）に関するEU指令など
EU指令Audiovisual Media
Service (AVMS) Directive、
etc
EUではオンデマンドサービス
プロバイダが欧州作品を宣伝
する義務を課している。フラン
スではVODサービスへクオー
タがあり、サブスクリプション・
ビデオ・プロバイダには年間売
り上げの一部を欧州映画やフ
ランス語を使用する映画に投
資しないとならない。

⑦

知的所有権法典に関する1992
年7月1日の法律（法律第92597号）第311の5条
補償金制度の受益者が料率
表を決定するという制度

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

特記
事項

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

⑨

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Act, Practice

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

Act, Practice

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

オンラインギャンブル
オンライン宝くじやカジノゲーム
は禁止されている。 オンライン
ポーカーや賭博サイトにはライ
センスが必要である。

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

オンライン営業の制限
Uberは2014年にフランス当局
から違法タクシーサービスに分
類された。

ウェブコンテンツのブロック
インターネットサービスプロバイ
ダ（ISP）は、消費者が免許不
要のオンラインギャンブルサイ
トにアクセスすることを防止する
必要がある。

欧州司法裁判所判決 - ケース
C-314/12
"UPC Telekabel+J9 Wien
GmbH v Constantin Film
Verleih GmbH and Wega
Filmproduktionsgesellschaft
mbH "
欧州司法裁判所の判決によ
り、フランスのインターネット
サービスプロバイダ（ISP）は、
著作権侵害のための
Allostreamingを含むいくつか
のビデオストリーミングサイトを
ブロックするよう命じられた。

記事L311-1〜L311-8 IPC、第
III巻、タイトルI、知的財産権
（知的財産権）コード）」
フランスでは、データの容量に
対する課金によって徴収され
る。

オンライン著作権侵害の判決
等
オンライン上の著作権侵害が
増加しているものの、あくまで
も民事であり、刑事での対応
はない。

iii) Measures not directly
targeting Data, but could relate
to data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

書籍および改訂版の価格に関
する1981年8月10日法律第81766号（「アンチ・アマゾン法」）
オンライン書店が本の表示価
格に割引を適用させることを禁
止。

ソブリン特許基金
フランス政府などが共同所有し
ている国家支援特許基金。

デミニミスルール
フランスのデミニミスルールに
よると、最大18 SDR / 22
EUR / 25 USDの値を持つ商
品は付加価値税から免除され
る。

法令2005-1739、法令第2014479条 項L151-3など。
フランスに登録された会社の株
式または議決権の33.33％を
超える買収を含む非EU投資家
による買収は、フランス経済省
（MINEFI）の事前承認を求める
必要がある

対価税
インターネットサービスプロバイ
ダに対する既存の税金を引き
上げた。

移民、統合、国籍に関する
2011年6月16日法律2011672、第17条
労働市場テストがあり、外国人
の資格・経験・学位などが出願
人が応募した職務の特徴との
一致が求められる。

電子書籍の固定価格
電子書籍もフランスの小売業
者が特定の書籍に対して請求
する固定価格を設定するフラン
スの法律の対象となっている。

買収法
敵対的買収に関する規定があ
り、相互ルールを定めていない
外国企業が買収する場合買収
の実施を中止することができ
る。ヤフーがデイリーモーション
を買収した際には希望より低い
割合しか株式がが取得できな
かった。

ローカル・ループ・アンバンドリ
ング
加入者回線の開放義務付けを
行っており、競争ルールが適
用されている。しかし、依然とし
て現職者が保有している。

ビジネス関係者の移動に関す
る制限
企業内転勤者（ICT）の場合、
給与は最低賃金の1.5倍以上
でなければならない。

第30条にある創造の自由法
サムネイルへの補正におい
て、「複製して表現する」権利を
報酬するための「自動画像参
照サービス」を必要とする。
アーティスト等はサムネイルの
ライセンスをオプトアウトできな
い。

外国投資の制限
VoIP（IPを活用した音声通話
技術）とビデオ・オンデマンド
サービスに関連する外国投資
には制限がある。電気通信
サービスに関連するすべての
規制がVoIPプロバイダに適用
される。

WTO基本電気通信参照文書
EU加盟国として、フランスは
1997年にWTOリファレンス・
ペーパーを採択したが、無線の
サービスに対する外国の株式
制限には制限を設けた。

国有企業
フランスの通信事業者であるオ
レンジ（旧フランステレコム）は
2004年に民営化されたが、
2014年12月現在、フランス政
府は総株式数の13.6％を所有
している。

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

帯域幅の優先順位付けの実践
旧国営企業のフランステレコム
は現民営会社オレンジに関連
する企業によりよいネットワー
ク帯域幅を提供したといわれ
る。
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ドメイン名の取得
EEA登録企業または個人のみ
が.frドメインを申請することがで
きる。

Korea 韓国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

i) Measures relating to/ covering
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

特記
事項

Act, Practice

①
個・消
流通（国
内・越境）

個人情報保護法（PIPA）
Personal Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｅ
ｃｔｉｏｎ Ａｃｔ
個人データ輸出に先立つ同意
取得義務、データ管理者に対
する、個人情報の収集時及び
データの移転・販売時における
同意取得義務、最高プライバ
シー責任者の任命義務

①
個・プ
流通（越
境）

特記
事項

個人情報保護法（PIPA）
個・プ
Personal Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｅ
ｃｔｉｏｎ Ａｃｔ
個人データ輸出に先立つ同意
取得義務、データ管理者に対
する、個人情報の収集時及び
データの移転・販売時における
同意取得義務、最高プライバ
シー責任者の任命義務

②
個・消電
流通（越
境）

情報通信ネットワーク利用促進
法（ネットワーク法）
Act on Promotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection.etc.
個人データの海外事業主体へ
の移転時の情報開示及び同意
取得義務

②
個・プ電
流通（越
境）

情報通信ネットワーク利用促進
法（ネットワーク法）
Act on Promotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection.etc.
個人データの海外事業主体へ
の移転時の情報開示及び同意
取得義務

②*
個・消
ビ・プ消

ネットワーク法施行令
Enforcement Decree of the
Act on Pormotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection etc.
データ保持期間を原則１年以
下とする規定等

②*
個・プ
ビ・プ消

ネットワーク法施行令
Enforcement Decree of the
Act on Pormotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection etc.
データ保持期間を原則１年以
下とする規定等

②*
個・消
ビ・プ消

忘れられる権利
②*
Right to be forgotten
個・プ
ウェブサイト・検索エンジン運営 ビ・プ消
者に対する個人の情報のデジ
タルコンテンツの削除を要請す
ることを認める

忘れられる権利
Right to be forgotten
ウェブサイト・検索エンジン運営
者に対する個人の情報のデジ
タルコンテンツの削除を要請す
ることを認める

③
個・消電

2015年クラウドコンピューティン ③
グの開発及び利用者保護法 個・消電
Act on the Development of
Cloud Computing and
Protection of its Users
情報漏えいの通知義務、顧客
情報利用時の同意取得、要求
された場合の国外保存場所の
明示、違反により生じた損失の
賠償

2015年クラウドコンピューティン
グの開発及び利用者保護法
Act on the Development of
Cloud Computing and
Protection of its Users
情報漏えいの通知義務、顧客
情報利用時の同意取得、要求
された場合の国外保存場所の
明示、違反により生じた損失の
賠償

④

APEC越境プライバシールール ⑪
個・プ金
システム
APEC Cross-Border Privacy ビ・プ消金
Rules System CBPR
System
APECのプライバシー規則へ
の適合認証

クレジット情報の利用及び保護
法
Use and Protection of Credit
Information Act
クレジット情報の第三者への移
転時の同意取得義務等

⑨
通信秘密保護法
個・プ金
個・安電 Protection of Communication 流通（越
ビ・プ安電 Secrets Act
境）
電気通信事業者及びインター
ネットプロバイダに対する広範
な情報保持要求

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

情報通信法（及び違憲判決）
Information and
Communication Act
プログ及び掲示板への投稿に
際し本人確認を義務化すること
を違憲とする憲法裁判所の決
定

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

⑨
通信秘密保護法
個・プ電 Protection of Communication
ビ・プ安電 Secrets Act
電気通信事業者及びインター
ネットプロバイダに対する広範
な情報保持要求

情報通信法（及び違憲判決）
Information and
Communication Act
プログ及び掲示板への投稿に
際し本人確認を義務化すること
を違憲とする憲法裁判所の決
定

個・消金
流通（越
境）

金融持株会社法
Financial Holding Company
Act(FHCA)
財務データのプロセッシングの
海外アウトソーシングの規制

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

⑪
クレジット情報の利用及び保護 ②
個・プ金 法
個・プ消
ビ・プ消金 Use and Protection of Credit 流通（越
Information Act
境）
クレジット情報の第三者への移
転時の同意取得義務等

情報通信ネットワーク利用促進
法（ネットワーク法）
Act on Promotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection.etc.
個人データの海外事業主体へ
の移転時の情報開示及び同意
取得義務

個・プ消
流通（越
境）

2015年クラウドコンピューティン
グの開発及び利用者保護法
Act on the Development of
Cloud Computing and
Protection of its Users
情報漏えいの通知義務、顧客
情報利用時の同意取得、要求
された場合の国外保存場所の
明示、違反により生じた損失の
賠償

金融持株会社法
③
Financial Holding Company 個・消電
Act(FHCA)
財務データのプロセッシングの
海外アウトソーシングの規制

⑨
通信秘密保護法
個・プ安 Protection of Communication
ビ・プ安電 Secrets Act
電気通信事業者及びインター
ネットプロバイダに対する広範
な情報保持要求

金融持株会社法
Financial Holding Company
Act(FHCA)
財務データのプロセッシングの
海外アウトソーシングの規制

⑪
クレジット情報の利用及び保護
個・消金 法
ビ・プ消金 Use and Protection of Credit
Information Act
クレジット情報の第三者への移
転時の同意取得義務等

個・文

特記
事項
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Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2017/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice
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Korea 韓国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

ii) Measures relating to/ covering ②*
Business Data
個・プ消
ビジネス情報を対象とする措置・ビ ビ・消
ジネス情報に関連する措置

②*
個・プ消
ビ・消

Act, Practice

ネットワーク法施行令
Enforcement Decree of the
Act on Pormotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection etc.
データ保持期間を原則１年以
下とする規定等

②*
個・プ
ビ・プ消

忘れられる権利
Right to be forgotten
ウェブサイト・検索エンジン運営
者に対する個人の情報のデジ
タルコンテンツの削除を要請す
ることを認める

⑪
個・プ消
金
ビ・プ金

クレジット情報の利用及び保護
法
Use and Protection of Credit
Information Act
クレジット情報の第三者への移
転時の同意取得義務等

クレジット情報の利用及び保護
法
Use and Protection of Credit
Information Act
クレジット情報の第三者への移
転時の同意取得義務等

特記
事項

Act, Practice

ネットワーク法施行令
Enforcement Decree of the
Act on Pormotion of
Information and
Communications Network
Utilization and Information
Protection etc.
データ保持期間を原則１年以
下とする規定等

⑨
通信秘密保護法
個・安電 Protection of Communication
ビ・プ安電 Secrets Act
電気通信事業者及びインター
ネットプロバイダに対する広範
な情報保持要求

⑪
個・プ消
金
ビ・消金

特記
事項

忘れられる権利
②*
Right to be forgotten
個・プ消
ウェブサイト・検索エンジン運営 ビ・プ
者に対する個人の情報のデジ
タルコンテンツの削除を要請す
ることを認める

⑤

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

新聞の販売促進に関する法律 ⑦
Act on the Promotion of
Newspapers, etc.
オンライン新聞およびインター
ネットニュースサービス発行者
の自治体登録義務、外国の主
体によるインターネット新聞、新
聞、その他の印刷物を発行の
禁止

著作権法
Copyright Act
セーフハーバーが第三者によ
る著作権侵害のみに適用され
る旨の規定,ノーティス・アンド・
テイクダウンシステムの規定

⑧
ビ・投
流通（越
境）

空間データの設置・管理等に
関する法令
Act on the Establishment,
Management etc. of Spacial
Data
高解像度の画像や関連する地
図データの国外保管の禁止

⑩
ビ・安基

電子文書保安措置施行指針、
国家サイバー安全管理規定
Guidelines for enforcement of
electronic document security
measures, national cyber
safety management
regulations
政府調達における自国の暗号
規格等の技術標準の採用

ウェブコンテンツのフィルタリン ⑥
グ
Filtering of web contents
オンラインゲームのウェブコン
テンツのフィルタリングの実施

韓国特許法及び実用審査基準
Patent Act, Practical
examination criteria
コンピュータプログラム発明の
特許保護対象の限定

⑨
個・プ安
電
ビ・プ電

通信秘密保護法
Protection of Communication
Secrets Act
電気通信事業者及びインター
ネットプロバイダに対する広範
な情報保持要求

ビ・安基
外

追加のセキュリティ検証
Additional security
verification
調達において、韓国国外の
CCRA（共通認証）ラボで認定
された製品についての追加の
セキュリティ検証プロセスの要
求

法的差止命令
Legal injunction
アップル及びサムスンのお互
いの特許侵害に対するソウル
中央地裁の判決

⑩
ビ・政基

電子文書保安措置施行指針、
国家サイバー安全管理規定
Guidelines for enforcement of
electronic document security
measures, national cyber
safety management
regulations
政府調達における自国の暗号
規格等の技術標準の採用

ビ・安基

クラウドコンピューティングの促
進と利用者保護法に係るクラ
ウドコンピューティングのデータ
保護基準（CCPAガイドライン）
Data Protection Stanadards
for Cloud Computing
Sercices (CCPA Guideline)
パブリックセクターで利用する
クラウドの分離及び、韓国独自
の暗号アルゴリズムの利用の
推奨

国の特許基金
Sovereign Patent Funds
電気通信部門、ソフトウェア、
半導体および医療機器分野に
おける国有のパテントプールの
設置

特記
事項

⑧
ビ・安
流通（越
境）

Act, Practice

空間データの設置・管理等に
関する法令
Act on the Establishment,
Management etc. of Spacial
Data
高解像度の画像や関連する地
図データの国外保管の禁止

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

ビ・安政
外

追加のセキュリティ検証
ビ・基
Additional security
verification
調達において、韓国国外の
CCRA（共通認証）ラボで認定
された製品についての追加の
セキュリティ検証プロセスの要
求

オンライン決済のセキュリティ
規定
Security reuglations for
online payments
オンラインバンキングにおけ
る、特定のプラグインシステム
を要する「デジタル証明書」の
要求

国家標準の優先
Priority to national stnadards
強制的な国内無線識別
（RFID）等一部のICT標準にお
ける国内標準の優先

韓国金融委員会（FSC）による
ICO（新規仮想通貨公開）禁止
の声明
Statement of the prohibition
of ICO (new virtual currency
release) by the Korea
Financial Committee (FSC)

ビ・金

オンライン決済のセキュリティ
規定
Security reuglations for
online payments
オンラインバンキングにおけ
る、特定のプラグインシステム
を要する「デジタル証明書」の
要求

ビ・政基

クラウドコンピューティングの促
進と利用者保護法に係るクラ
ウドコンピューティングのデータ
保護基準（CCPAガイドライン）
パブリックセクターで利用する
クラウドの分離及び、韓国独自
の暗号アルゴリズムの利用の
推奨

ビ・安政

クラウドコンピューティングの促
進と利用者保護法に係るクラ
ウドコンピューティングのデータ
保護基準（CCPAガイドライン）
Data Protection Stanadards
for Cloud Computing
Sercices (CCPA Guideline)
パブリックセクターで利用する
クラウドの分離及び、韓国独自
の暗号アルゴリズムの利用の
推奨

ビ・政基
外

追加のセキュリティ検証
Additional security
verification
調達において、韓国国外の
CCRA（共通認証）ラボで認定
された製品についての追加の
セキュリティ検証プロセスの要
求

⑪
個・プ消
金
ビ・プ金

Act, Practice

電子文書保安措置施行指針、
国家サイバー安全管理規定
Guidelines for enforcement of
electronic document security
measures, national cyber
safety management
regulations
政府調達における自国の暗号
規格等の技術標準の採用

刑事訴訟法
Criminal Procedure Law
送受信後のメールを捜査の対
象とする旨の規定
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特記
事項

⑩
ビ・安政

クレジット情報の利用及び保護
法
Use and Protection of Credit
Information Act
クレジット情報の第三者への移
転時の同意取得義務等

特記
事項

⑨
個・プ安
電
ビ・プ安

Act, Practice

通信秘密保護法
Protection of Communication
Secrets Act
電気通信事業者及びインター
ネットプロバイダに対する広範
な情報保持要求

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2017/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

Korea 韓国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

UNCITRAL 電子商取引や電 間・投電
子署名のモデル法令の不採択 外
UNCITRAL model Law on ecommerce or e-signature

外国株式シェアの上限
Maximum foreign equity
share
オンライン新聞、多分野または
ニュースに特化したインター
ネットマルチメディアコンテンツ
の運営者および信号伝送ネッ
トワーク事業者の発行株式に
ついて、外国主体の保有割合
の規制

薬事法
流通
Pharmaceutical Affairs Law
インターネット上での処方箋薬
の広告・販売の禁止

インターネットマルチメディア放
送事業法
Internet Multimedia
Broadcasting Business Act
インターネットマルチメディア放
送サービスを提供時の、放送
通信委員会の承認要求（イン
ターネットマルチメディア放送事
業法第4条）

オンラインで販売される商品の 間・投
制限
Restriction to goods sold
online
アルコール・タバコのオンライン
販売の禁止

放送サービスにおける外国投
資割合の規制
Regulation of foreign
investment ratio in
broadcasting service

特記
事項

Act, Practice

国内特許管理者要件
Local patent administrator
requirement
特別な取り決めを結んだ国を
除き、非居住者の特許申請時
の国内特許管理者指定義務

特記
事項

Act, Practice

韓国外国投資促進法の5-8条
Art. 5-8 of the Korean Foreign
Investment Promotion Act
国家安全保障又は公益に脅威を
与える投資に対する政府の拒絶
権

間・投電 外国投資の制限
流通（国 Restriction of foreign
内・越境） investment
外国の衛星サービスの直接
サービス販売の禁止等、競争
視聴における差別的規定

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

間・基電
外

Act, Practice

特記
事項

外国の参加の制限
間・電
Limitations on foreign
外
participation
電気通信機器等の調達に関する
規定における国内製品、国内製
造者の優遇措置
政府調達方針における国内製品
優遇項目の設置、ICT製品に関
する現地の審査基準の適用

間・関電 WTO政府調達協定（GPA）
間・文電
※法の欠 WTO Government
外
如
Procurement
Agreement(GPA)
カバレッジスケジュールにおけ
る「電気通信関連サービス」
（CPC 754）はの欠如、「電気
通信サービス」（CPC 752）と
「コンピュータ関連サービス」
（CPC 84）の部分的なカバレッ
ジ。

Act, Practice

外国株式シェアの上限
間・政電
Maximum foreign equity
※法の欠
如
share
オンライン新聞、多分野または
ニュースに特化したインター
ネットマルチメディアコンテンツ
の運営者および信号伝送ネッ
トワーク事業者の発行株式に
ついて、外国主体の保有割合
の規制

WTO政府調達協定（GPA）
WTO Government
Procurement
Agreement(GPA)
カバレッジスケジュールにおけ
る「電気通信関連サービス」
（CPC 754）はの欠如、「電気
通信サービス」（CPC 752）と
「コンピュータ関連サービス」
（CPC 84）の部分的なカバレッ
ジ。

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

間・政基
外

外国の参加の制限
Limitations on foreign
participation
電気通信機器等の調達に関する
規定における国内製品、国内製
造者の優遇措置
政府調達方針における国内製品
優遇項目の設置、ICT製品に関
する現地の審査基準の適用

国内（適合性）審査義務
Local testing
各種電気通信関連機器の認
証取得における国内機関での
審査義務等

間・文投
外

外国株式シェアの上限
Maximum foreign equity
share
オンライン新聞、多分野または
ニュースに特化したインター
ネットマルチメディアコンテンツ
の運営者および信号伝送ネッ
トワーク事業者の発行株式に
ついて、外国主体の保有割合
の規制

最低資本要件
Minimum capital
requirements
外国投資における差別的な最
低資本要件

型式承認要件
Type approval requirement
韓国通信委員会（KCC）のラジ
オ研究機関（RRA）による電気
通信機器の型式承認の行

間・政関 WTO政府調達協定（GPA）
※法の欠 WTO Government
如
Procurement
Agreement(GPA)
カバレッジスケジュールにおけ
る「電気通信関連サービス」
（CPC 754）はの欠如、「電気
通信サービス」（CPC 752）と
「コンピュータ関連サービス」
（CPC 84）の部分的なカバレッ
ジ。

韓国外国投資促進法の5-8条
Art. 5-8 of the Korean Foreign
Investment Promotion Act
国家安全保障又は公益に脅威を
与える投資に対する政府の拒絶
権

KSA9000（韓国の国家規格）
KSA9000（Korean National
Stanadards）
韓国独自規格・基準の煩雑さ

間・投
外

放送サービスにおける外国投
資割合の規制
Regulation of foreign
investment ratio in
broadcasting service

Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

特記
事項

外国の参加の制限
Limitations on foreign
participation
電気通信機器等の調達に関する
規定における国内製品、国内製
造者の優遇措置
政府調達方針における国内製品
優遇項目の設置、ICT製品に関
する現地の審査基準の適用

韓国外国人投資促進法
Korean Foreign Investment
Promotion Act
韓国企業の既存の株式または
新たに発行された株式の取得
時、外国人が行った投資の報
告の要求（第5-8条）

間・文

Act, Practice

韓国改正付加価値税法（VATL)
Korea Revised Value Added
Tax Law(VATL)
非居住のアプリ等のデジタル製
品提供者（事業者）の電子製品の
供給に10％の付加価値税を適用
する規定。

電気通信事業法の25条は、合
併後の通知手続のみ規定
Art. 25 of the
Telecommunications
Business Act only provides
for a Post Merger notification
procedure
電気通信市場における国境を
越えたM＆Aの通知要件

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社

特記
事項

電気通信事業法および資本市
場と金融投資サービス法
Telecommunications
Business Act
Capital Market and Financial
Investment Services Act
外国主体による電気通信サー
ビス事業の株式保有割合に関
する規制

間・安電 外国投資の制限
流通（国 Restriction of foreign
内・越境） investment
外国の衛星サービスの直接
サービス販売の禁止等、競争
視聴における差別的規定
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間・政電
外

電気通信事業法および資本市
場と金融投資サービス法
Telecommunications
Business Act
Capital Market and Financial
Investment Services Act
外国主体による電気通信サー
ビス事業の株式保有割合に関
する規制

間・安電 外国投資の制限
流通（国 Restriction of foreign
内・越境） investment
外国の衛星サービスの直接
サービス販売の禁止等、競争
視聴における差別的規定

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2017/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

物理的存在の要件
Physical presence
requirement
ドメインネーム取得における韓
国国内の郵便住所の要求

Russia ロシア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

①

②

Act, Practice

特記
事項

2006年個人情報保護法 ロシ 個・消金
ビ・消金
ア連邦法第152-FZ号
Federal Law No. 152-FZ on
Personal Data 2006
(Personal Data Protection
Act)）
ロシアにおける包括的な個人
情報保護・プライバシー法

Act, Practice

連邦法律第319-FZ号「国の決
済システムおよび特定の連邦
法の改正について」によって
2014年10月に改正された
2011年6月の「国の決済シス
テム」に関する連邦法律第
161-FZ号
Federal Law No. 161-FZ “On
the National Payment
System” dated June 2011
(the NPS Law) as amended
in October 2014 by the
Federal Law No. 319-FZ “On
Amendments to the Federal
Law on the National
Payment System and
Certain Legislative Acts of
the Russian Federation”
国際決済カードの現地処理の
義務。国内事業に関する処理
能力の地方国有事業者への
移転を要求

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

③
個・知通
ビ・知通
間・知通

Act, Practice

特記
事項

連邦法第364-FZ号、情報通信 ④
ネットワークにおける知的財産 個・安
権の保護に関するロシア連邦 ビ・安
議会の法律の改正（「違法コ
ピー防止法」）Federal Law
No. 364-FZ of November 24,
2014, on Amendments to the
Federal Law on Information,
Information Technology and
Information Protection and
the Civil Procedure Code
監視のための明示的な要件は
ないが著作権侵害防止法によ
り保護される

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

③
個・知通
ビ・知通
間・知通

Act, Practice

2017年重要情報インフラストラ 個・安公
クチャーの安全性に関するロシ ビ・安公
ア連邦法第187-FZ号Federal
law dated 26 July 2017 No.
187-FZ "On the security of
the critical information
infrastructure of the Russian
Federation
情報インフラオブジェクトは情報
及びプロセス制御システムとし
て識別される。セキュリティ確
保の要件、不正アクセス防止、
コンピューター攻撃の結果の検
出、防止、緩和状態システムと
の相互作用を規制。

連邦法第97号「情報、情報技
術および情報の保護」および情
報通信ネットワークの交換をス
トリーミングするロシア連邦の
一定の法律上の行為に関する
「連邦法の改正」（ブロガーの
法律）
Federal Law No. 97 on
"Amending the Federal Law
'On information, information
technologies and protection
of information' and certain
legislative acts of the
Russian Federaton on
streaming the exchange of
InformationTelecommunications
Networks" (often referred to
as Blogger’s law)
6ヶ月間のユーザーに関する情
報をロシアの領土に保管するこ
とを要求

⑧

2003年通貨規制および通貨管
理に関するロシア連邦法第
173-FZ号（Federal Law No.
173-FZ of December 10,
2003 on Currency Regulation
and Currency Control
外国為替管理法

連邦法第364-FZ号、情報通信
ネットワークにおける知的財産
権の保護に関するロシア連邦
議会の法律の改正（「違法コ
ピー防止法」）Federal Law
No. 364-FZ of November 24,
2014, on Amendments to the
Federal Law on Information,
Information Technology and
Information Protection and
the Civil Procedure Code
監視のための明示的な要件は
ないが著作権侵害防止法によ
り保護される

政令№758（2014年7月31日）
および№801（2014年8月12日
から）
Government Decree №758 of
31 July 2014 and №801 from
12 August 2014
公開Wi-Fiのユーザー識別要
求。データの最短6ヶ月間の
ローカル保存義務。罰金の提
案

個・消金
ビ・消金

連邦法律第319-FZ号「国の決 ⑨
済システムおよび特定の連邦 個・通
ビ・通
法の改正について」によって
2014年10月に改正された
2011年6月の「国の決済シス
テム」に関する連邦法律第
161-FZ号
Federal Law No. 161-FZ “On
the National Payment
System” dated June 2011
(the NPS Law) as amended
in October 2014 by the
Federal Law No. 319-FZ “On
Amendments to the Federal
Law on the National
Payment System and
Certain Legislative Acts of
the Russian Federation”
国際決済カードの現地処理の
義務。国内事業に関する処理
能力の地方国有事業者への
移転を要求

2003年電気通信に関する連邦
法第126-FZ号 Federal Law
No. 126-FZ of July 7, 2003,
on Communications (as
amended up to Federal Law
No. 75-FZ of April 17, 2017)
データ伝送・集団的アクセス拠
点の利用に伴うインターネット
網へのアクセス提供に関する
総合的通信サービスの分類。
人口500人以上の集落にひと
つ以上のインターネット網への
集団的アクセス拠点を作ること
を規定

個人情報保護法を改正する連
邦法第242-FZ号「情報通信
ネットワークにおける個人デー
タ処理の明確化のためのロシ
ア連邦議会法の改正につい
て」によって改正された連邦法
令違反 152-FZ「個人情報につ
いて」（OPD法）Federal Law
No. 242-FZ of July 21, 2014
on Amending Some
Legislative Acts of the
Russian Federation in as
Much as It Concerns
Updating the Procedure for
Personal Data Processing in
InformationTelecommunication
Networks (with Amendments
and Additions）
明確なデータローカリゼーショ
ン要件を含む

⑤
個・安
ビ・安

⑤ テロ対策法の改正およびテ 個・公
ロ対策と公安を促進するため ビ・公
の追加措置の確立に関する
2016年ロシア連邦法第374-FZ
号（「ヤロヴァヤ」法）
Federal law dated 6 July
2016 No. 374-FZ “On
amending Federal law “On
the counteraction of
terrorism” and certain
legislative acts of the
Russian Federation with
regard to establishing
additional measures
designed to counteract
terrorism and promote public
security”（“Yarovaya” law）
最大６ヶ月間の情報の保存お
よび処理の義務

2013年ロシア司法省令第
28212号The Order No. 274 of
March 15, 2013, of
Roskomnadzor, registered
by the Ministry of Justice of
the Russian Federation on
April 19, 2013; registration
number 28212
個人情報の移転は、EU加盟
国28のほか、先進国、一部ア
フリカおよび南米等の47ヵ国に
認める

個・安公
ビ・安公

連邦法第97号「情報、情報技
術および情報の保護」および情
報通信ネットワークの交換をス
トリーミングするロシア連邦の
一定の法律上の行為に関する
「連邦法の改正」（ブロガーの
法律）
Federal Law No. 97 on
"Amending the Federal Law
'On information, information
technologies and protection
of information' and certain
legislative acts of the
Russian Federaton on
streaming the exchange of
InformationTelecommunications
Networks" (often referred to
as Blogger’s law)
6ヶ月間のユーザーに関する情
報をロシアの領土に保管するこ
とを要求

⑩
個・通
ビ・通

2006年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連
邦法第149-FZ号 Federal
Law No. 149-FZ of July 27,
2006 on Information,
Informational Technologies
and the Protection of
Information (Data
Protection Act)
ロシアの通信サービスプロバイ
ダーは顧客のメタデータ情報を
3年間、アーカイブデータを1年
間保持しなければならない

2015年忘れられる権利 ロシ
ア連邦法第264-FZ号
Federal Law No. 264-FZ,
Amending the Federal Law
“On Information, Information
Technologies, and Data
Protection” and Articles 29
and 402 of the Civil
Procedural Code of the
Russian Federation (aka
Right to be Forgotten Law)
検索エンジンへの個人情報検
索結果の削除を義務づけてい
る

個・安
ビ・安

Minsvyazi（ロシア通信省）の
指令草案
Draft order by Minsvyazi
(Russian Ministry of
Communications)
テレコムとインターネットプロバ
イダーに、サーバーでのデータ
収集と保存を最短で12時間可
能にする機器の設置を命令。
ロシア連邦安全保障局（FSB）
は、反テロリスト捜査の目的
で、裁判所命令なしで、より広
範なデータに直接アクセスする
ことが可能

⑩＊
個・通
ビ・通

2014年ブロガー法 ロシア連
邦法第97-FZ号
Federal
Law No. 97-FZ, on Amending
Federal Law “On Information,
Information Technologies and
Protection of Information”
and Other Legislative Acts of
the Russian Federation
Concerning Putting in Order
Information Exchange Using
Information and
Telecommunication
Networks, May 5, 2014 (aka
"Bloggers Law")
訪問者が3,000人以上／日を
超えるブロガーに違法行為の
ための使用禁止、情報の正確
性の保持などの義務を規定

⑪
個・通
ビ・通

情報、情報技術およびデータ
保護に関するロシア連邦法改
正法2017年ロシア連邦法第
276‐FZ 号
Federal law
dated 29 July 2017 No. 276FZ "On amending Federal
law "On information,
information technologies and
data protection" （2017年7月
29日公布、2017年11月1日発
効）
ブロックされたロシアのウェブ
サイトへのアクセスを可能にす
るVPNベースのリソースを含む
アンチブロッキングサービスを
禁止

⑫
個・通
ビ・通

情報、情報技術およびデータ
保護に関するロシア連邦法第
10.1条および第15.4条改正
法、2017年ロシア連邦法第
241-FZ号
Federal law
dated 29 July 2017 No. 241FZ “On amending Articles
10.1 and 15.4 of the Federal
law “On information,
information technologies and
data protection”
インスタントメッセンジャー（IM）
ユーザーの必須識別を規定

情報、情報技術および情報保
護に関する連邦法の改正を導
入した忘れられる権利に関す
る法案
Right to Be Forgotten Bill
introducing Amendaments to
Federal law on information,
information technologies and
protection of information
名前の削除を希望する人々は
特定のハイパーリンクを提供す
る必要はなく、削除すべき情報
を伝えるだけでよい
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Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

Russia ロシア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Act, Practice

特記
事項

個・消金
ビ・消金

Act, Practice

連邦法律第319-FZ号「国の決
済システムおよび特定の連邦
法の改正について」によって
2014年10月に改正された
2011年6月の「国の決済シス
テム」に関する連邦法律第
161-FZ号
Federal Law No. 161-FZ “On
the National Payment
System” dated June 2011
(the NPS Law) as amended
in October 2014 by the
Federal Law No. 319-FZ “On
Amendments to the Federal
Law on the National
Payment System and
Certain Legislative Acts of
the Russian Federation”
国際決済カードの現地処理の
義務。国内事業に関する処理
能力の地方国有事業者への
移転を要求

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

③
個・知通
ビ・知通
間・知通

Act, Practice

特記
事項

連邦法第364-FZ号、情報通信 ④
ネットワークにおける知的財産 個・安
権の保護に関するロシア連邦 ビ・安
議会の法律の改正（「違法コ
ピー防止法」）Federal Law
No. 364-FZ of November 24,
2014, on Amendments to the
Federal Law on Information,
Information Technology and
Information Protection and
the Civil Procedure Code
監視のための明示的な要件は
ないが著作権侵害防止法によ
り保護される

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

2017年重要情報インフラストラ 個・安公
クチャーの安全性に関するロシ ビ・安公
ア連邦法第187-FZ号Federal
law dated 26 July 2017 No.
187-FZ "On the security of
the critical information
infrastructure of the Russian
Federation
情報インフラオブジェクトは情報
及びプロセス制御システムとし
て識別される。セキュリティ確
保の要件、不正アクセス防止、
コンピューター攻撃の結果の検
出、防止、緩和状態システムと
の相互作用を規制。

連邦法第97号「情報、情報技 ⑦
術および情報の保護」および情 ビ・調
報通信ネットワークの交換をス 間・調
トリーミングするロシア連邦の
一定の法律上の行為に関する
「連邦法の改正」（ブロガーの
法律）
Federal Law No. 97 on
"Amending the Federal Law
'On information, information
technologies and protection
of information' and certain
legislative acts of the
Russian Federaton on
streaming the exchange of
InformationTelecommunications
Networks" (often referred to
as Blogger’s law)
6ヶ月間のユーザーに関する情
報をロシアの領土に保管するこ
とを要求

⑤
個・安
ビ・安

⑤ テロ対策法の改正およびテ 個・公
ロ対策と公安を促進するため ビ・公
の追加措置の確立に関する
2016年ロシア連邦法第374-FZ
号（「ヤロヴァヤ」法）
Federal law dated 6 July
2016 No. 374-FZ “On
amending Federal law “On
the counteraction of
terrorism” and certain
legislative acts of the
Russian Federation with
regard to establishing
additional measures
designed to counteract
terrorism and promote public
security”（“Yarovaya” law）
最大６ヶ月間の情報の保存お
よび処理の義務

個・安公
ビ・安公

個・安
ビ・安

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

情報、情報技術および情報保
護に関するロシア連邦法およ
び国家および地方自治体の需
要の保証のための商品、労
働、サービス調達の分野にお
ける契約システムについて第
14条の改正についての2015年
ロシア連邦法第188-FZ法
Federal Law No.188-FZ of
June 29, 2015 on the
amendments to the Federal
Law on information,
information technologies and
on protection of information
and Article 14 of the Federal
Law on the contract system
in the purchase of goods,
works, services for state and
municipal needs-register of
home –made software
ロシア製コンピュータープログ
ラム・データベースの統一登録
簿の作成を規定。国家・地方
自治体の発注者は、登録簿を
参照し、そこに掲載されている
ソフトウエアを購入することが
求められる

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

個・消金
ビ・消金

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

③
個・知通
ビ・知通
間・知通

連邦法第364-FZ号、情報通信
ネットワークにおける知的財産
権の保護に関するロシア連邦
議会の法律の改正（「違法コ
ピー防止法」）Federal Law
No. 364-FZ of November 24,
2014, on Amendments to the
Federal Law on Information,
Information Technology and
Information Protection and
the Civil Procedure Code
監視のための明示的な要件は
ないが著作権侵害防止法によ
り保護される

政令№758（2014年7月31日）
および№801（2014年8月12日
から）
Government Decree №758 of
31 July 2014 and №801 from
12 August 2014
公開Wi-Fiのユーザー識別要
求。データの最短6ヶ月間の
ローカル保存義務。罰金の提
案

⑨
個・通
ビ・通

2003年電気通信に関する連邦
法第126-FZ号 Federal Law
No. 126-FZ of July 7, 2003,
on Communications (as
amended up to Federal Law
No. 75-FZ of April 17, 2017)
データ伝送・集団的アクセス拠
点の利用に伴うインターネット
網へのアクセス提供に関する
総合的通信サービスの分類。
人口500人以上の集落にひと
つ以上のインターネット網への
集団的アクセス拠点を作ること
を規定

連邦法第97号「情報、情報技 ⑥
術および情報の保護」および情
報通信ネットワークの交換をス
トリーミングするロシア連邦の
一定の法律上の行為に関する
「連邦法の改正」（ブロガーの
法律）
Federal Law No. 97 on
"Amending the Federal Law
'On information, information
technologies and protection
of information' and certain
legislative acts of the
Russian Federaton on
streaming the exchange of
InformationTelecommunications
Networks" (often referred to
as Blogger’s law)
6ヶ月間のユーザーに関する情
報をロシアの領土に保管するこ
とを要求

子どもの健康と開発に有害な
情報からの児童の保護に関す
る連邦法改正とロシア連邦議
会法（Law No. 139-FZ）に関す
る法律Federal Law No. 139FZ, on the Protection of
Children from Information
Harmful to Their Health and
Development and Other
Legislative Acts of the
Russian Federation (aka
“Blacklist law”),
薬物関連の物質、過激物質な
どブロックする必要がある違法
と認められるコンテンツを含む
インターネットサイトのブラックリ
ストを作成

⑩
個・通
ビ・通

2006年情報、情報技術および
データ保護に関するロシア連
邦法第149-FZ号 Federal
Law No. 149-FZ of July 27,
2006 on Information,
Informational Technologies
and the Protection of
Information (Data
Protection Act)
ロシアの通信サービスプロバイ
ダーは顧客のメタデータ情報を
3年間、アーカイブデータを1年
間保持しなければならない

Minsvyazi（ロシア通信省）の 慣習
指令草案
Draft order by Minsvyazi
(Russian Ministry of
Communications)
テレコムとインターネットプロバ
イダーに、サーバーでのデータ
収集と保存を最短で12時間可
能にする機器の設置を命令。
ロシア連邦安全保障局（FSB）
は、反テロリスト捜査の目的
で、裁判所命令なしで、より広
範なデータに直接アクセスする
ことが可能

ウェブコンテンツのブロック
Blocking of web content
オンラインコンテンツの禁止事
案が増える一方、ユーザーが
アクセスできるウェブサイトも増
加。政府によるブロック命令の
可能性あり

⑩＊
個・通
ビ・通

2014年ブロガー法 ロシア連
邦法第97-FZ号
Federal
Law No. 97-FZ, on Amending
Federal Law “On Information,
Information Technologies and
Protection of Information”
and Other Legislative Acts of
the Russian Federation
Concerning Putting in Order
Information Exchange Using
Information and
Telecommunication
Networks, May 5, 2014 (aka
"Bloggers Law")
訪問者が3,000人以上／日を
超えるブロガーに違法行為の
ための使用禁止、情報の正確
性の保持などの義務を規定

⑪
個・通
ビ・通

情報、情報技術およびデータ
保護に関するロシア連邦法改
正法2017年ロシア連邦法第
276‐FZ 号
Federal law
dated 29 July 2017 No. 276FZ "On amending Federal
law "On information,
information technologies and
data protection" （2017年7月
29日公布、2017年11月1日発
効）
ブロックされたロシアのウェブ
サイトへのアクセスを可能にす
るVPNベースのリソースを含む
アンチブロッキングサービスを
禁止

⑫
個・通
ビ・通

情報、情報技術およびデータ
保護に関するロシア連邦法第
10.1条および第15.4条改正
法、2017年ロシア連邦法第
241-FZ号
Federal law
dated 29 July 2017 No. 241FZ “On amending Articles
10.1 and 15.4 of the Federal
law “On information,
information technologies and
data protection”
インスタントメッセンジャー（IM）
ユーザーの必須識別を規定
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連邦法律第319-FZ号「国の決
済システムおよび特定の連邦
法の改正について」によって
2014年10月に改正された
2011年6月の「国の決済シス
テム」に関する連邦法律第
161-FZ号
Federal Law No. 161-FZ “On
the National Payment
System” dated June 2011
(the NPS Law) as amended
in October 2014 by the
Federal Law No. 319-FZ “On
Amendments to the Federal
Law on the National
Payment System and
Certain Legislative Acts of
the Russian Federation”
国際決済カードの現地処理の
義務。国内事業に関する処理
能力の地方国有事業者への
移転を要求

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

Russia ロシア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Nature of Data
データの性質

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

③
個・知通
ビ・知通
間・知通

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

ロシア連邦民法第1245条
間・安通
Article 1245 of the Civil Code
of the Russian Federation
音声および/または音声を録音
することができるすべてのデバ
イスに対し著作権料を1％適用

連邦法No.57-FZ13条：ロシア
国防と国家安全保障のための
戦略的重要性を有する事業企
業への外国投資の手続き
Art. 13 of the Federal Law
No.57-FZ: Procedures for
Foreign Investments in the
Business Enterprises of
Strategic Importance for
Russian National Defence
and State Security
電気通信またはICT投資に関
する政府委員会の承認義務

法令第1236号
Decree No. 1236
外国ソフトウェア調達の制限

民法
慣習
Civil Code
ロシアでのフェアユース/フェア
ディールに関する明確な規定
はない

ライセンス制度
Licensing regime
暗号化製品、特に一般的な民
生用電子製品の輸入は禁止さ
れ続けており、簡単な通知で
輸入することはできない

連邦法第364-FZ号、情報通信
ネットワークにおける知的財産
権の保護に関するロシア連邦
議会の法律の改正（「違法コ
ピー防止法」）Federal Law
No. 364-FZ of November 24,
2014, on Amendments to the
Federal Law on Information,
Information Technology and
Information Protection and
the Civil Procedure Code
監視のための明示的な要件は
ないが著作権侵害防止法によ
り保護される

⑦
ビ・調
間・調

特記
事項

間・投通

Act, Practice

政府令795
Government Decree No. 795
外国投資家の戦略的事業体
の株式5％以上取得の取引に
対する連邦独占サービス
（FAS）への通知義務

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

間・安通

連邦法No.57-FZ13条：ロシア
国防と国家安全保障のための
戦略的重要性を有する事業企
業への外国投資の手続き
Art. 13 of the Federal Law
No.57-FZ: Procedures for
Foreign Investments in the
Business Enterprises of
Strategic Importance for
Russian National Defence
and State Security
電気通信またはICT投資に関
する政府委員会の承認義務

WTO政府調達協定（GPA）
WTO Government
Procurement Agreement
(GPA)
ロシアは現在、政府調達に関す
るWTO協定のオブザーバーに過
ぎない

間・投通

政府令795
Government Decree No. 795
外国投資家の戦略的事業体
の株式5％以上取得の取引に
対する連邦独占サービス
（FAS）への通知義務

情報、情報技術および情報保
護に関するロシア連邦法およ
び国家および地方自治体の需
要の保証のための商品、労
働、サービス調達の分野にお
ける契約システムについて第
14条の改正についての2015年
ロシア連邦法第188-FZ法
Federal Law No.188-FZ of
June 29, 2015 on the
amendments to the Federal
Law on information,
information technologies and
on protection of information
and Article 14 of the Federal
Law on the contract system
in the purchase of goods,
works, services for state and
municipal needs-register of
home –made software
ロシア製コンピュータープログ
ラム・データベースの統一登録
簿の作成を規定。国家・地方
自治体の発注者は、登録簿を
参照し、そこに掲載されている
ソフトウエアを購入することが
求められる

慣習

国有企業
State-owned enterprises
ほとんどの市場における独立し
たモバイル事業者およびISP
は、国有企業ロステレムのイン
フラストラクチャに依存している

③
個・知通
ビ・知通
間・知通

連邦法第364-FZ号、情報通信
ネットワークにおける知的財産
権の保護に関するロシア連邦
議会の法律の改正（「違法コ
ピー防止法」）Federal Law
No. 364-FZ of November 24,
2014, on Amendments to the
Federal Law on Information,
Information Technology and
Information Protection and
the Civil Procedure Code
監視のための明示的な要件は
ないが著作権侵害防止法によ
り保護される

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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WTO情報技術協定（ITA）
WTO Information Technology
Agreement (ITA)
WTO ITAの約束を拘束された税
率に組み込むために必要な最終
措置をとっていない

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2002年7月現在のロシア連邦
における外国人市民の法的地
位に関する連邦法第115-FZ
号；法令第977号; 法令第
2231-p号; 法令第2275-p号;
法令第1288号
The Federal law No. 115-FZ
On Legal Status of Foreign
Citizens in the Russian
Federaion as of July, 25
2002; Decree of № 977;
Decree No. 2231-p; Decree
No. 2275-p; Decree No 1288
社内転勤者（ICT）と契約サー
ビスサプライヤ（CSS）の特定
の分野での仕事経験、スキル
または業績を持つ優秀な専門
家には適用されない（割り当て
あり）

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

ロシアの付加価値税法改正
Amendment to Russian VAT
law
デジタル製品販売する外国企業
に対する付加価値税の徴収と税
務当局への報告義務

Brazil ブラジル - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
個・プ
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人 ビ・プ
情報に関連する措置）

②

Act, Practice

②＊

データ保護に関する法案
（Draft Bill of Law on Personal
Data Protection）
政府、個人、企業およびその
他の機関による個人情報の取
り扱いを規定 。違反に対する
罰則も強化。

③

コンプライアンス債務者リスト
法 連邦法第12,414号
（Compliant Debtors List Act）
信用データベースを運営する民
間企業に適用される。個人
データの収集、保存、保持、処
理、伝達を含む個人データの
処理の規制を含む。

④

情報公開法 連邦法第
12,527/2011号 Information
Access Act Law No.
12.527/2011
公的データベースに登録され
た個人情報に関する情報公開
法。国にる情報提供の方法と
スケジュールを規定。
銀行秘密法 Bank Secrecy
Act, concerning the secrecy
of banking operations.
Bank Secrecy Act
(Complementary Law 105/01)
銀行による個人情報の取り扱
い規定を含む法律。ユーザー
の財務運営および金融サービ
スの秘密を侵害する金融機関
（および類似の団体）に対し
て、懲役および罰金の罰金を
課している。
国税コード法律第5,172号
National Tax Code (Código
Tributário Nacional)
税における個人情報の取り扱
いについての規定を含む法律

⑤
個・プ金

⑥
個・プ金

個・プ消

特記
事項

2014年インターネットに係るブ 個・プ消
ラジル国民の権利枠組み（イン
ターネット法/インターネット憲
法）Brazilian Civil Rights
Framework for the Internet,
Marco Civil Law of the
Internet in Brazil, Law No.
12.965, April 23
2014(Internet Act)）
インターネット事業者は国家領
域内に少なくとも１か所は拠点
を有しなければならない。ブラ
ジル国民へのサービス提供に
おいては外国法人にもブラジ
ル法が適用される。
1990年消費者保護法（Law no.
8078 of September 11, 1990
About consumer protection
and other considerations
(Consumer Defense Code)）
消費者保護の包括的な法律。
個人情報についても保護され
ると明記

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

インターネット市民のランドマー
ク
Marco Civil da Internet
国境を越えたデータフローの障
壁となる可能性のある、速や
かで自由なインフォームドコン
セントがない限り、データを第
三者に開示することはできな
い。

特記
事項

Act, Practice

⑤
個・プ金

銀行秘密法 Bank Secrecy
Act, concerning the secrecy
of banking operations.
Bank Secrecy Act
(Complementary Law 105/01)
銀行による個人情報の取り扱
い規定を含む法律。ユーザー
の財務運営および金融サービ
スの秘密を侵害する金融機関
（および類似の団体）に対し
て、懲役および罰金の罰金を
課している。

⑥
個・プ金

国税コード法律第5,172号
National Tax Code (Código
Tributário Nacional)
税における個人情報の取り扱
いについての規定を含む法律

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

インターネット市民のランドマー
ク
Marco Civil da Internet
国境を越えたデータフローの障
壁となる可能性のある、速や
かで自由なインフォームドコン
セントがない限り、データを第
三者に開示することはできな
い。
忘れられる権利
Right to be forgotten
忘れられる権利の実行につい
て議会で議論されているいくつ
かの法律（PL 7881/2014、PL
215/2015およびPL
1589/2015）がある。
プライバシー法の欠如
Lack of privacy legislation
ブラジルには現在包括的なプ
ライバシー法はない

アイデンティティ要件の法案の
提案
Proposal for identity
requirements legislation
現在、適用されるアイデンティ
ティ要件はないが、インター
ネットユーザーにフルネームと
ID番号を提供するよう義務付け
る法案を提出している。 この法
案は、マルコ・シビルの改正案
として機能する
ii) Measures relating to/ covering ①
個・プ
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ ビ・プ
ジネス情報に関連する措置

2014年インターネットに係るブ
ラジル国民の権利枠組み（イン
ターネット法/インターネット憲
法）Brazilian Civil Rights
Framework for the Internet,
Marco Civil Law of the
Internet in Brazil, Law No.
12.965, April 23
2014(Internet Act)）
インターネット事業者は国家領
域内に少なくとも１か所は拠点
を有しなければならない。ブラ
ジル国民へのサービス提供に
おいては外国法人にもブラジ
ル法が適用される。

ビ・調国

いくつかのガイドライン、目的、
優先行動
Several guidelines, objectives
and priority actions
ブラジル政府内でのOSS実施
のガイドライン、目的、優先行
動を定めている。政府は実際
にOSSを使用しており、ブラジ
ルでのOSSの使用を開示する
ポータルを作成している。

2009年12月29日からの国立
計測・標準化・工業品質研究
所（INMETRO）令第371号
The National Institute of
Metrology, Standardization
and Industrial Quality
(INMETRO) Decree No. 371
from December 29th 2009
IT機器（電圧安定装置）の新た
な必須認証を導入。一般に国
内で試験を実施する必要があ
り、計測学、標準化および工業
品質研究所（INMETRO）によっ
て認定されていなければなら
ない

裁判所の判決
Case law, Court of Sao
Bernardo do Campo
ブラジルの通信会社に
WhatsAppアプリケーションへの
アクセスを48時間禁止するよう
命じた。WhatsAppが2015年7
月23日発行の司法命令違反
に対する処罰

テスト要件
Testing requirement
IT /テレコム機器の事実上す
べてのテストは、ブラジルで物
理的に行われなければならな
い
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ビ・調国

いくつかのガイドライン、目的、
優先行動
Several guidelines, objectives
and priority actions
ブラジル政府内でのOSS実施
のガイドライン、目的、優先行
動を定めている。政府は実際
にOSSを使用しており、ブラジ
ルでのOSSの使用を開示する
ポータルを作成している。

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

307

Brazil ブラジル - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

特記
事項

Act, Practice

ブラジルの著作権法-9610/98
Brazilian Copyright - Law
9610/98

オンライン著作権侵害の法律
の不十分な実施
Inadequate enforcement of
online piracy laws

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

刑事訴訟法
Criminal Contravention Act

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

デジタル貿易に関するMFN関税
WTO情報技術協定（ITA）
WTO Information Technology
Agreement (ITA)

負担となる税制
Burdensome tax regime

令No.7,903
Decree No. 7,903

法令
13.023/14,8.248/91,10.176/
00,11,077/04
Laws 13.023/14, 8.248/91,
10.176/00 and 11.077/04

ドメインルール
Domain rules (Regras do domí
nio)

令第8,184号, 第8186号
Decrees No. 8,184, 8,185,
8,186

差別的な税
Discriminatory Tax

透明性の欠如
Lack of transparency

WTO政府調達協定（GPA）
WTO Government
Procurement Agreement
(GPA)

スペクトル料
Spectrum Fee

消費税
Sales tax

ブラジルの全米通信機関
（ANATEL）の申請要件
Brazil's National
Telecommunication Agency
(ANATEL) application
requirements

法令第2617/1998号の第1条通信サービスのための資本の
構成
Article 1 of Decree No.
2617/1998 - Composition of
Capital for
Telecommunications
Services

購入ブラジル法、法律
12,349/10
Buy Brazil Act, Law
12,349/10

法令第2617/1998号の第1条通信サービスのための資本の
構成
Article 1 of Decree No.
2617/1998 - Composition of
Capital for
Telecommunications
Services
ANATEL決議195/1999の61
Art. 61 of ANATEL Resolution
195/1999

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)

決議614の第13条、マルチメ
ディア通信サービスの規制
Art 13 of the Resolution 614,
Regulamento do Serviço de
Comunicação Multimídia

本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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プラン・"ブラジルメジャー
"(2011~2014)
Plan "Brasil Maior" (20112014)

非定型モデル法
UNCITRAL Model Law

China 中国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

2017/2/28

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

Nature of Data
データの性質

特記
事項

i) Measures relating to/ covering
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

個・安他
ビ・安他
流通（越
境）

データローカライゼ―ションに関
する要請
Data localisation requirement
企業が収集したデータを国内
サーバーに保存することを宣言
させるレジデンシー法

⑬
個・プ金
ビ・プ金

信用情報収集共有業管理条
例
Regulation on the
Administration of Credit
Investigation Industry
国家金融データベースのルー
ル。情報主体の同意がなけれ
ば収集してはならない。不良情
報の保有期間は5年

⑮
個・通
ビ・他
越境

オンラインタクシー予約業務の
管理に関する暫定措置（事業
者ライセンス制度、国内サー
バーでのデータ保管に関する
措置）
Interim Measures for the
Administration of Online Taxi
Booking Business
Operations and Services
オンラインタクシー会社に対す
るライセンスを設け、ユーザー
データは中国国内のサーバー
に集約することを要請している

個・文他

オンラインの情報保護の強化
に関する全国人民代表大会の
常任委員会の決定
Decision of the Standing
Committee of the National
People’s Congress on
Strengthening Online
Information Protection
オンライン出版やブログ等への
投稿に関する本人情報の確
認、本名登録

クラウドコンピューティングの革
新と発展を促し、IT産業におけ
る新たな商業活動を育成する
ことに関する意見
Opinions on Promoting
Innovation and Development
of Cloud Computing and
Cultivating New Commercial
Activities in the IT Industry
ガイドラインでは、クラウドコン
ピューティングの普及に向けた
セキュリティ確保の必要性を強
調

個・消文
安他
ビ・他

モバイルインターネットアプリ
ケーションプログラムに関する
情報サービスの管理規則
Administrative Provisions on
Information Services of
Mobile Internet Application
Programs
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請（公序良俗
に反するコンテンツの監視、違
反者への対策、政府機関への
報告）、ユーザーの本人情報
の確認、本名登録に関する規
定

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

金融機関が個人の金融情報を
保護するよう促す通知Notice
of the People's Bank of
China on Urging Banking
Financial Institutions to Do a
Good Job in Protecting
Personal Financial
Information
個人情報の消失や漏えい時の
対応、国外への個人情報の移
転の禁止

Act, Practice

特記
事項

Movement of Person
人の移動

⑫
個・プ消
金
流通（越
境）

Act, Practice

特記
事項

Protection of Domestic
industry
( Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）

サイバーセキュリティ法（実施
細則含む）
Cybersecurity Law of the
People's Republic of China
データの開示・改ざん・破棄が
あった場合の対応、個人情報
や重要データの国内保管に関
する規定

Act, Practice

特記
事項

Telecommunication
電気通信

①
個・プ安
ビ・プ安
流通（国
内・越境）

Act, Practice

特記
事項

Financial
金融

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

①
個・プ安
ビ・プ安
流通（国
内・越境）

サイバーセキュリティ法（実施 ⑦
細則含む）
個・プ消
Cybersecurity Law of the
People's Republic of China
データの開示・改ざん・破棄が
あった場合の対応、個人情報
や重要データの国内保管に関
する規定

刑法-第９次改正（2015.8）
個・文他
Amendment (IX) to the
Criminal Law of the People's
Republic of China
違法な情報の電波や情報の漏
えいに対する罰則

オンラインの情報保護の強化 ③
に関する全国人民代表大会の 個・プ知
常任委員会の決定
ビ・プ知
Decision of the Standing
Committee of the National
People’s Congress on
Strengthening Online
Information Protection
オンライン出版やブログ等への
投稿に関する本人情報の確
認、本名登録

ネットワークにおける情報保護
強化に関する全国人民代表大
会常務委員会決定
Decision of the Standing
Committee of the National
People's Congress on
Strengthening Information
Protection on Networks
ネットワークサービス事業者及
びその他の事業者は情報の収
集と利用の目的、方式及び範
囲について明確に示し、それら
事項についての利用者の同意
を得ること、法令・合意に違反
して情報を収集・利用してはな
らないことなどを定めている

②
個・プ
ビ・プ
流通（国
内・越境）

公共および商業サービスの情 個・消安
報システムに関する個人情報
保護のためのガイドライン
Information Security
Technology－Guidelines for
Personal Information
Protection Within Public and
Commercial Services
Information Systems
個人情報の収集手続き、削除
要請、海外移転の禁止等に関
する規定

中国でのインターネットサービ 個・消文
スに関する規制
安他
Regulation on Internet
ビ・他
Information Services of the
People's Republic of China
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請

モバイルインターネットアプリ
ケーションプログラムに関する
情報サービスの管理規則
Administrative Provisions on
Information Services of
Mobile Internet Application
Programs
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請（公序良俗
に反するコンテンツの監視、違
反者への対策、政府機関への
報告）、ユーザーの本人情報
の確認、本名登録に関する規
定

ネットワーク上の拡散に係る著 ⑨
作権保護の枠組み
個・安
Guiding Framework on the
ビ・安
Protection of Copyright for
Network Dissemination
権利侵害のあるコンテンツ/リン
クを削除等に関するサービスプ
ロバイダーに対する規定

中華人民共和国反テロリズム
法
Counterterrorism Law of the
People's Republic of China
テロリスト活動の防止・捜査の
ための情報提供、技術的支援
の要請

③
個・プ知
ビ・プ知

ネットワークにおける情報保護 個・消文
強化に関する全国人民代表大 安他
会常務委員会決定
ビ・他
Decision of the Standing
Committee of the National
People's Congress on
Strengthening Information
Protection on Networks
ネットワークサービス事業者及
びその他の事業者は情報の収
集と利用の目的、方式及び範
囲について明確に示し、それら
事項についての利用者の同意
を得ること、法令・合意に違反
して情報を収集・利用してはな
らないことなどを定めている

モバイルインターネットアプリ
ケーションプログラムに関する
情報サービスの管理規則
Administrative Provisions on
Information Services of
Mobile Internet Application
Programs
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請（公序良俗
に反するコンテンツの監視、違
反者への対策、政府機関への
報告）、ユーザーの本人情報
の確認、本名登録に関する規
定

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

⑩
個・安
ビ・安

中華人民共和国保守国家秘
密法
Law of the People's Republic
of China on Guarding State
Secrets
国家機密を含むデータの海外
移転は禁止されている

④
個・プ
ビ・プ

電信及びインターネットユー
ザーの個人情報保護規定
（MIIT規定）
Provisions on Protecting the
Personal Information of
Telecommunications and
Internet Users
国内での電信サービスとネット
ワーク情報サービス提供にお
けるユーザの個人情報の取
得・使用する際の規定

金融機関が個人の金融情報を
保護するよう促す通知Notice
of the People's Bank of
China on Urging Banking
Financial Institutions to Do a
Good Job in Protecting
Personal Financial
Information
個人情報の消失や漏えい時の
対応、国外への個人情報の移
転の禁止

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

個・安他

刑法（2015.11改正）
Criminal Law as amended in
November 2015
権限のない迂回ツール開発者
等を訴追するための法的根拠
規定の導入

⑤
個・プ
ビ・プ

テレコミュニケーションやイン
ターネットユーザーの個人情報
の保護規則
Provisions on Protecting the
Personal Information of
Telecom and Internet Users
データ収集時の手続き、目的
外利用の禁止

消費者の権利・利益の保護に
関する中華人民共和国法
Law of the People's Republic
of China on Protection of
Consumer Rights and
Interests
消費者データの侵害に対する
行政制裁

個・安他
ビ・安他
流通（越
境）

データローカライゼ―ションに関
する要請
Data localisation requirement
企業が収集したデータを国内
サーバーに保存することを宣言
させるレジデンシー法

個・安他

ウェブコンテンツのブロックの実
施
Blocking of web content
社会不安の解消を目的とした
海外ウェブサイト等へのアクセ
ス停止の取組（Goleden
Shield）

⑫
個・プ消
金
流通（越
境）

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

サイバーセキュリティ法
Cybersecurity Law
個人情報の取扱いに関する違
反に対する罰則
⑥

中華人民共和国消費者権益
保護法（2013年改正）
Law of the People's Republic
of China on the Protection of
Consumer Rights and
Interests
事業者は適法性、正当性、必
要性の原則に基づき情報を収
集し、使用する目的、方式及び
範囲を明示し、消費者の同意
を得なければならない

電子商取引と電子署名法
e-commerce and e-signature
law
電子商取引に関する
UNCITRALモデル法、電子署
名用UNCITRALモデル法に基
づく国内法

個・消安

中国でのインターネットサービ
スに関する規制
Regulation on Internet
Information Services of the
People's Republic of China
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請

個・安他

ウェブコンテンツのフィルタリン
グの動き
Filtering of web content
検索エンジンで、少なくとも
14,000件の単語がフィルタリン
グされていることが報告されて
いる

⑦
個・プ消

刑法-第９次改正（2015.8）
Amendment (IX) to the
Criminal Law of the People's
Republic of China
違法な情報の電波や情報の漏
えいに対する罰則

消費者保護法の改正
Amendment to the
Consumer protection law
電子商取引に関する返品の権
利。消費者のプライバシー保護

個・消文
安他
ビ・他

モバイルインターネットアプリ
ケーションプログラムに関する
情報サービスの管理規則
Administrative Provisions on
Information Services of
Mobile Internet Application
Programs
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請（公序良俗
に反するコンテンツの監視、違
反者への対策、政府機関への
報告）、ユーザーの本人情報
の確認、本名登録に関する規
定

個・安他

ネットワークセキュリティオフィ
ス
"Network security offices"
Alibaba社やTencent社を含む
大手インターネット会社への警
察官の常駐による違法なイン
ターネット活動の迅速な発見の
取組

⑧
流通（越
境）

国民の健康情報に関する行政
措置（試行）
Measures for the
Administration of Population
Health Information (for Trial
Implementation)
国民の健康情報は中国国内で
保存・処理する必要があり、海
外でのデータ保管は認められ
ていない

国家安全保障法
State Security Law
国家安全保障に係る機関の情
報アクセスに関する規定
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Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

Nature of Data
データの性質

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

特記
事項

Act, Practice

⑫
個・プ消
金
流通（越
境）

金融機関が個人の金融情報を
保護するよう促す通知
Notice of the People's Bank
of China on Urging Banking
Financial Institutions to Do a
Good Job in Protecting
Personal Financial
Information
個人情報の消失や漏えい時の
対応、国外への個人情報の移
転の禁止

個・安他

刑法（2015.11改正）
Criminal Law as amended in
November 2015
権限のない迂回ツール開発者
等を訴追するための法的根拠
規定の導入

⑬
個・プ金
ビ・プ金

信用情報収集共有業管理条
例
Regulation on the
Administration of Credit
Investigation Industry
国家金融データベースのルー
ル。情報主体の同意がなけれ
ば収集してはならない。不良情
報の保有期間は5年

個・安他

ウェブコンテンツのブロックの実
施
Blocking of web content
社会不安の解消を目的とした
海外ウェブサイト等へのアクセ
ス停止の取組（Goleden
Shield）

個・安他

ウェブコンテンツのフィルタリン
グの動き
Filtering of web content
検索エンジンで、少なくとも
14,000件の単語がフィルタリン
グされていることが報告されて
いる

個・安他

ネットワークセキュリティオフィ
ス
"Network security offices"
Alibaba社やTencent社を含む
大手インターネット会社への警
察官の常駐による違法なイン
ターネット活動の迅速な発見の
取組

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Act, Practice

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

Act, Practice
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Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
( Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice
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Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野
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Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

Nature of Data
データの性質

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

特記
事項

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

①
個・プ安
ビ・プ安
流通（国
内・越境）

サイバーセキュリティ法（実施
細則含む）
Cybersecurity Law of the
People's Republic of China
データの開示・改ざん・破棄が
あった場合の対応、個人情報
や重要データの国内保管に関
する規定

ビ・調
間・調
外

2014年の電子情報製品に関
する中央政府の調達のための
競争入札の結果
Result of the public tender
for central government
procurement of
electronic information
products of 2014 (Vol.21,
GC-HJ140283)
ウイルス対策ソフトに関する政
府調達からの外国企業の除外

②
個・プ
ビ・プ
流通（国
内・越境）

公共および商業サービスの情
報システムに関する個人情報
保護のためのガイドライン
Information Security
Technology－Guidelines for
Personal Information
Protection Within Public and
Commercial Services
Information Systems
個人情報の収集手続き、削除
要請、海外移転の禁止等に関
する規定

ビ・文知
非商業

中国著作権法
Chinese Copyright Act
フェアユース等の規定の不在

中国著作権法
Chinese Copyright Act
フェアユース等の規定の不在

⑨
個・安
ビ・安

中華人民共和国反テロリズム
法Counterterrorism Law of
the People's Republic of
China
テロリスト活動の防止・捜査の
ための情報提供、技術的支援
の要請

外

中央政府機関における
Windows8の利用禁止に関す
る中国中央政府の調達セン
ターのオンライン声明
Online Statement by China
Central Government
Procurement Center on ban
of Windows 8 from Central
State Organs
「Windows 8のオペレーティン
グシステムには、コンピュータ
製品をインストールすることは
できない」との声明を発表。禁
止理由の言及なし

③
個・プ知
ビ・プ知

ネットワークにおける情報保護
強化に関する全国人民代表大
会常務委員会決定
Decision of the Standing
Committee of the National
People's Congress on
Strengthening Information
Protection on Networks
ネットワークサービス事業者及
びその他の事業者は情報の収
集と利用の目的、方式及び範
囲について明確に示し、それら
事項についての利用者の同意
を得ること、法令・合意に違反
して情報を収集・利用してはな
らないことなどを定めている

国有企業や政府機関による違 ⑩
法ソフトウェアの使用
個・安
Use of illegal software by
ビ・安
State Owened Enterprises
(SOEs) and government
institutions
海賊版の利用による経済的損
失に関する外部レポート

中華人民共和国保守国家秘
密法
Law of the People's Republic
of China on Guarding State
Secrets
国家機密を含むデータの海外
移転は禁止されている

ビ・調
間・調
外

中国の国家発展改革委員会と
財務省による報告
Report by the National
Development and Reform
Commission of China and
the Ministry of Finance
政府調達における特定の国外
IT製品(Ipad等のApple製品)の
購入禁止

④
個・プ
ビ・プ

電信及びインターネットユー
ザーの個人情報保護規定
（MIIT規定）
Provisions on Protecting the
Personal Information of
Telecommunications and
Internet Users
国内での電信サービスとネット
ワーク情報サービス提供にお
けるユーザの個人情報の取
得・使用する際の規定

ネットワーク上の拡散に係る著 ⑪
作権保護の枠組み／オンライ ビ・安国
ンの情報保護の強化に関する 外
全国人民代表大会の常任委
員会の決定
Guiding Framework on the
Protection of Copyright for
Network
Dissemination/Decision of
the Standing Committee of
the National People’s
Congress on Strengthening
Online Information Protection
インターネット仲介事業者によ
る著作権法の観点からのコン
テンツ監視と罰則

情報セキュリティ等級保護管
理弁法（マルチレベル保護ス
キーム（MLPS））
Notice of
the Ministry of Public
Security, the State Secrecy
Bureau, the State Cipher
Code Administration and the
Information Office of the
State Council on Issuing the
Administrative Measures for
the Graded Protection of
Information Security
国内のITシステムのセキュリ
ティレベルに応じ、外国製品の
組込みを禁止

指令618「2009年の自主創新
政策-製品認定事業の開始に
関する通知」
Directive Number 618
“Notification Regarding the
Launch of National
Indigenous Innovation
Product Accreditation Work
for 2009”
中国製品の政府調達の促進

個・消文
安他
ビ・他

モバイルインターネットアプリ
ケーションプログラムに関する
情報サービスの管理規則
Administrative Provisions on
Information Services of
Mobile Internet Application
Programs
ユーザーの利用データの60日
間の保管、必要に応じた政府
機関への提出要請（公序良俗
に反するコンテンツの監視、違
反者への対策、政府機関への
報告）、ユーザーの本人情報
の確認、本名登録に関する規
定

⑤
個・プ
ビ・プ

テレコミュニケーションやイン
ターネットユーザーの個人情報
の保護規則
Provisions on Protecting the
Personal Information of
Telecom and Internet Users
データ収集時の手続き、目的
外利用の禁止

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

「Buy Chinese」政策
Buy Chinese policy
中国製品の促進

ビ・安他

インターネットドメインネームの
管理ルール
Internet Domain Name
Management Rules (Opinionseeking Revision Draft）
2016.3にドメイン名登録に関す
る規則を定めたドラフトを公表。
国内ウェブサイトに国内のドメイ
ン登録サービスの使用を定め
るもの

⑬
個・プ金
ビ・プ金

信用情報収集共有業管理条
例
Regulation on the
Administration of Credit
Investigation Industry
国家金融データベースのルー
ル。情報主体の同意がなけれ
ば収集してはならない。不良情
報の保有期間は5年

流通（越
境）

国家機密の保全に係る中国人
民共和国法
Law of the People's Republic
of China on Guarding State
Secrets
国家機密を含むデータの海外
移転の禁止

WTO政府調達協定
WTO Government
Procurement Agreement
(GPA)
現在、中国はオブザーバーで
あるが、加盟交渉中

ビ・安他

中華人民共和国の電気通信
規制
Telecommunications
Regulations of the People's
Republic of China
国内でのウェブサイト運営に対
するインターネットコンテンツプ
ロバイダ（ICP）のライセンス申
請の必要性を規定

個・安他
ビ・安他
流通（越
境）

データローカライゼ―ションに関
する要請
Data localisation requirement
企業が収集したデータを国内
サーバーに保存することを宣言
させるレジデンシー法

流通（越
境）

地図管理規則
Map Management
Regulations
オンライン地図の国内サー
バーでの運用に関する規則

ビ・安他

インターネットドメインネームの
管理ルール
Internet Domain Name
Management Rules (Opinionseeking Revision Draft）
2016.3にドメイン名登録に関す
る規則を定めたドラフトを公表。
国内ウェブサイトに国内のドメイ
ン登録サービスの使用を定め
るもの

ビ・安他

中華人民共和国の電気通信
規制
Telecommunications
Regulations of the People's
Republic of China
国内でのウェブサイト運営に対
するインターネットコンテンツプ
ロバイダ（ICP）のライセンス申
請の必要性を規定

ビ・文知
非商業

⑬
個・プ金
ビ・プ金

Act, Practice

信用情報収集共有業管理条
例
Regulation on the
Administration of Credit
Investigation Industry
国家金融データベースのルー
ル。情報主体の同意がなけれ
ば収集してはならない。不良情
報の保有期間は5年

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

Act, Practice

特記
事項

オンライン出版サービス管理規 ⑪
定
ビ・安国
Provisions on the
外
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

Act, Practice

情報セキュリティ等級保護管
理弁法（マルチレベル保護ス
キーム（MLPS）
Notice of the Ministry of
Public Security, the State
Secrecy Bureau, the State
Cipher Code Administration
and the Information Office of
the State Council on Issuing
the Administrative Measures
for the Graded Protection of
Information Security
国内のITシステムのセキュリ
ティレベルに応じ、外国製品の
組込みを禁止

特記
事項

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Movement of Person
人の移動

ネットワークにおける情報保護
強化に関する全国人民代表大
会常務委員会決定
Decision of the Standing
Committee of the National
People's Congress on
Strengthening Information
Protection on Networks
ネットワークサービス事業者及
びその他の事業者は情報の収
集と利用の目的、方式及び範
囲について明確に示し、それら
事項についての利用者の同意
を得ること、法令・合意に違反
して情報を収集・利用してはな
らないことなどを定めている

Act, Practice

特記
事項

Protection of Domestic
industry
( Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）

オンライン出版サービス管理規 ③
定
Provisions on the
個・プ知
ビ・プ知
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

Act, Practice

特記
事項

Telecommunication
電気通信

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

Act, Practice

特記
事項

Financial
金融

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

サイバーセキュリティ法（実施
細則含む）
Cybersecurity Law of the
People's Republic of China
データの開示・改ざん・破棄が
あった場合の対応、個人情報
や重要データの国内保管に関
する規定

Act, Practice

特記
事項

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

①
個・プ安
ビ・プ安
流通（国
内・越境）

Act, Practice

特記
事項

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

個・安他
ビ・安他
流通（越
境）

データローカライゼ―ションに関
する要請
Data localisation requirement
企業が収集したデータを国内
サーバーに保存することを宣言
させるレジデンシー法

⑮
個・通
ビ・他
越境

オンラインタクシー予約業務の
管理に関する暫定措置（事業
者ライセンス制度、国内サー
バーでのデータ保管に関する
措置）
Interim Measures for the
Administration of Online Taxi
Booking Business
Operations and Services
オンラインタクシー会社に対す
るライセンスを設け、ユーザー
データは中国国内のサーバー
に集約することを要請している

ネットワーク上の拡散に係る著
作権保護の枠組み／オンライ
ンの情報保護の強化に関する
全国人民代表大会の常任委
員会の決定／刑法
ポルノのオンラインでの制作・
複製・出版・販売・頒布に対す
る監督・罰則

ネットの中立性
WeChatの利用に対する
Chargeの設定
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Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

Nature of Data
データの性質

特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

消費者保護法の改正
Amendment to the
Consumer protection law
電子商取引に関する返品の権
利。消費者のプライバシー保護

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

Act, Practice

オンライン出版サービス管理規 外
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

Act, Practice

特許侵害紛争
Disputes on patent
infringment
Huawei, ZTEの係争事例

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

特記
事項

Act, Practice

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

ビ・調
間・調
外

2014年の電子情報製品に関 間・投税
する中央政府の調達のための
競争入札の結果
Result of the public tender
for central government
procurement of
electronic information
products of 2014 (Vol.21,
GC-HJ140283)
ウイルス対策ソフトに関する政
府調達からの外国企業の除外

輸入関税
Import tariffs
部品の現地調達の促進を目的
とした最終製品の関税率及び
対象定義

WTO情報技術合意(ITA)
6.1.1
WTO Information Technology 6.1.3
Agreement (ITA)

標準的な必須特許
間・安投
Standard essential patents 外
(SEPs)
マイクロソフト社によるノキア社
の買収事例

外資系通信企業の運営に関す
る規定
Provisions on Administration
of Foreign-Invested
Telecommunications
Enterprises
付加価値のあるテレコミュニ
ケーションサービス事業者の外
国資本比率規制

ビ・調
間・調
外

中国の国家発展改革委員会と 間・投他
財務省による報告
Report by the National
Development and Reform
Commission of China and
the Ministry of Finance
政府調達における特定の国外
IT製品(Ipad等のApple製品)の
購入禁止

通達43
Circular 43 (Circular Caishui
[2014] 43)
テレコミュニケーションサービス
の種類による税率。国内企業
による外国企業へのサービス
に関する付加価値税の免除

情報技術製品の貿易の拡大に
関する宣言
Ministerial Declaration on the
Expansion of Trade in
Information Technology
Products

無線タイプの承認（RTA）／
ネットワークアクセスライセンス
（NAL）／中国強制認証
（CCC）要件
Radio Type Approval
(RTA)/Network Access
License (NAL)/China
Compulsory Certification
(CCC) requirement
複数の認証要件の存在を指
摘。WTO規定に抵触と指摘

ICT税の減免
ICT tax rebate
ハイテク企業に対する税の減
免。対象企業の要件：中国国
内で登記した企業であること

間・安投
外

外国投資産業ガイダンス・カタ
ログ（2015年改正）
Foreign Investment Industrial
Guidance Catalogue (as
amended in 2015)
①インターネット出版への投資
規制／②テレコミュニケーショ
ン設備等の事業者への投資緩
和（上限規制が未だ適用され
ている可能性あり）

中国企業所得税法-第30条
間・投税
Art. 30 of the PRC
Enterprise Income Tax Law
中国国内で企業を設立し研究
開発を行う場合の税控除

輸入関税
Import tariffs
部品の現地調達の促進を目的
とした最終製品の関税率及び
対象定義

強制認証（CCC）に関する改正
版の管理規則
Revised Management
Regulations for Compulsory
Product Certification (CCC)
CCCマークの適用漏れ等に関
する罰則規定

中国固有のイノベーションの促
進
Indigenous innovation
promotion

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定（2008年改正）
Provisions on Administration
of Foreign-Invested
Telecommunications
Enterprises (as amended in
2008)
基本的なテレコミュニケーショ
ンサービス事業者の外国資本
比率規制

投資促進プログラム
Investment promotion
programs
研究開発を目的とした補助金

ダンピング防止措置
Antidumping measure

商用暗号化に関する規制
Regulation on Commercial
Encryption
輸入および輸出された暗号製
品に対する国家商用暗号管理
局（OSCCA）の認証義務

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定(FITE Provisions). 第２
条
外資系通信事業者に対する合
弁事業としての実施要請

外

中国輸出入銀行と中国輸出信
用保険公司に関する規制
Regulations of the China
Exim Bank and SINOSURE
外国企業による中国からの輸
出に対する輸出信用保証の非
適用

MOFCOM 通知 97/2013
MOFCOM Notice 97/2013
特定の化学物質／機械／電
気製品に関する非自動輸入ラ
イセンス手続の規定

WAPI ワイヤレスローカルエリ
アネットワーク (WLAN) 標準
WAPI Wireless Local Area
Network (WLAN) standard
既に国際規格があるものの中
国独自の暗号化規格の仕様
義務付け

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定(FITE Provisions). 第５
条
Provisions on the
Administration of Foreign
Invested
Telecommunications
Enterprises (FITE
Provisions), Article 5
テレコミュニケーションサービス
の提供にあたっての最低登録
資本金の規定

外

ローカルコンテンツに関する要
件
Local content requirement
外国企業への中国国内で生産
された部品・製品の採用の促
進

国務院-関税執行計画
（Shuiweihui [2013] No.36）に
関する関税委員会の通知
Notice of the Customs Tariff
Commission of the State
Council on the Tariff
Execution Plan (Shui Wei
Hui [2013] No.36)
完成品ではない課税対象のIT
製品に対する税関検査

ZUC暗号化
ZUC Encryption
4G テレコミュニケーション装置
(LTE)に対する国内で開発され
た暗号化規格の適用に関する
非公式発表

間・安投
外

中華人民共和国法の外国資
本企業への執行規則、第５条
Rules for The Implementation
of The Law of The People's
Republic of China on
Foreign-capital Enterprises,
Article 5
外資規制一般。しかしこれまで
のところ通信/ ICT業界への投
資が国家安全保障上の理由で
阻止されるケースはない。

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定
Provisions on Administration
of Foreign-Invested
Telecommunications
Enterprises
付加価値のあるテレコミュニ
ケーションサービス事業者の外
国資本比率規制

グラファイト、コバルト等の輸出
規制
Export restrictions(graphite,
cobalt,etc)
スマートフォンやバッテリーの
生産に用いられる原材料の国
外企業のアクセス制限（輸出
制限）

間・安投
外

外国人投資家による国内企業
の合併・買収に関する暫定条
項 -商務省、国有資産監督管
理委員会、国家税務局、国家
工商行政管理総局、中国証券
監督管理委員会、国家外国為
替管理の指令（第10号[2006]）
Interim Provisions on
Mergers and Acquisitions of
Domestic Enterprises by
Foreign Investors - Order No.
10 [2006] of the Ministry of
Commerce, State-owned
Assets Supervision and
Administration Commission
of the State Council, State
Administration of Taxation,
State Administration for
Industry and Commerce,
China Securities Regulatory
Commission and State
Administration of Foreign
Exchange

間・安投
外

外国投資産業ガイダンス・カタ
ログ（2015年改正）
Foreign Investment Industrial
Guidance Catalogue (as
amended in 2015)
①インターネット出版への投資
規制／②テレコミュニケーショ
ン設備等の事業者への投資緩
和

デミニミスルール
De minimis rule
5 SDR / RMB 50/8USドル未
満の関税と付加価値税（VAT）
義務を伴う貨物への税金・関
税の免除

外国投資家による国内企業の
合併・買収に関する安全保障
上の審査制度の設置に関する
国務院総務局（the General
Office of the State Council ）
の通達
Circular of the General Office
of the State Council on the
Establishment of Security
Review System Regarding
Merger and Acquisition of
Domestic Enterprises by
Foreign Investors

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定（2008年改正）
Provisions on Administration
of Foreign-Invested
Telecommunications
Enterprises (as amended in
2008)
基本的なテレコミュニケーショ
ンサービス事業者の外国資本
比率規制
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⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

Act, Practice

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

間・安投
外

中国強制認証（CCC）要件
China Compulsory
Certification (CCC)
requirement
中国製品がCCCマークなしに
流通しており、マークの運用・
適用に一貫性がない実態の指
摘。
ICT製品の12カテゴリーと電気
通信機器の9カテゴリーを対象
とした安全規制等に関する検
査

Telecommunication
電気通信

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

②：上限
規制がま
だ適用さ
れている
可能性が
ある

規制緩和の欠如
Lack of deregulation
テレコミュニケーション業界に
おける国有企業の存在（非自
由化）

Financial
金融

Protection of Domestic
industry
( Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

商用市場向けのローカルコン
テンツ要件
Local content requirement for
the commercial market
銀行業界が使用するＩＴ機器に
関するローカルコンテンツ要件
への日米の懸念表明

⑭
個・文安
通
ビ・文安
通
間・文安
通国
外
流通（越
境）

オンライン出版サービス管理規
定
Provisions on the
Administration of Online
Publishing Services
外国企業が外国企業として、
あるいは中国の合弁企業を通
じて「オンライン出版サービス」
を提供することを禁じるもの。オ
ンライン出版の国内サーバー
等による運用規制

郵便法
Postal Law
速達サービスの事業認可手続
きの不透明性に関する指摘

電子決済サービスに関する事
実上の独占（中国連合貨出
（CUP）のための人民元建ての
EPSI）
De facto monopoly on epayment services (EPSI in
RMB for China Union Pay
(CUP)
外国のクレジットカード発行者
やデビットカード発行者に対す
る国内企業との扱いの違いに
関するWTO紛争

Act, Practice

付加価値税
VAT
オンラインe-コマース・ビジネス
に関する税率

間・投他

通達43
Circular 43 (Circular Caishui
[2014] 43)
テレコミュニケーションサービス
の種類による税率。国内企業
による外国企業へのサービス
に関する付加価値税の免除

China 中国 - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野
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Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

特記
事項

特記
事項

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Nature of Data
データの性質

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

外

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社

Act, Practice

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Act, Practice

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

Act, Practice

中華人民共和国法を外資系企
業に適用するための規則、第
11条
Rules for The Implementation
of The Law of The People's
Republic of China on
Foreign-capital Enterprises,
Article 11
テレコミュニケーションサービス
の提供係るライセンス

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定(FITE Provisions). 第２
条
Provisions on the
Administration of Foreign
Invested
Telecommunications
Enterprises (FITE
Provisions). Article 2
外資系通信事業者に対する合
弁事業としての実施要請

ライセンス要件
Licence requirement
VoIPサービス事業者に対する
規制

間・安投
外

外資系通信企業の運営に関す
る規定(FITE Provisions). 第５
条
Provisions on the
Administration of Foreign
Invested
Telecommunications
Enterprises (FITE
Provisions), Article 5
テレコミュニケーションサービス
の提供にあたっての最低登録
資本金の規定

合同発表 [2015] No. 20 of
the MOFCOM, Customs,
SASTIND、中国人民解放軍一
般部隊： デュアルユース（民生
用途及び軍事用途）の無人航
空機の輸出管理の実施
Joint Announcement [2015]
No. 20 of the MOFCOM,
Customs, SASTIND, and
General Armament
Department of the People’s
Liberation Army of China on
Implementing Export Control
over Dual-Use Unmanned
Aircraft
安全保障上の理由から、高度
なドローンやスーパーコン
ピュータの輸出を制限

間・安投
外

中華人民共和国法の外国資
本企業への執行規則、第５条
Rules for The Implementation
of The Law of The People's
Republic of China on
Foreign-capital Enterprises,
Article 5
外資規制一般。しかしこれまで
のところ通信/ ICT業界への投
資が国家安全保障上の理由で
阻止されるケースはない。

間・安投
外

外国人投資家による国内企業
の合併・買収に関する暫定条
項 -商務省、国有資産監督管
理委員会、国家税務局、国家
工商行政管理総局、中国証券
監督管理委員会、国家外国為
替管理の指令（第10号[2006]）
Interim Provisions on
Mergers and Acquisitions of
Domestic Enterprises by
Foreign Investors - Order No.
10 [2006] of the Ministry of
Commerce, State-owned
Assets Supervision and
Administration Commission
of the State Council, State
Administration of Taxation,
State Administration for
Industry and Commerce,
China Securities Regulatory
Commission and State
Administration of Foreign
Exchange

間・安投
外

外国投資家による国内企業の
合併・買収に関する安全保障
上の審査制度の設置に関する
国務院総務局（the General
Office of the State Council ）
の通達
Circular of the General Office
of the State Council on the
Establishment of Security
Review System Regarding
Merger and Acquisition of
Domestic Enterprises by
Foreign Investors

Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

313

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
( Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice
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Thailand タイ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
個・消
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人 ビ・プ消
情報に関連する措置）

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

タイ憲法及び二次法令
①
Constitution of the Kingdom 個・プ
ビ・消プ
of Thailand B.R.2550
第三者にデータが移送される
前のデータ所有者の事前の書
面による承諾取得の必要、政
府機関又はタイの裁判所から
の命令に従う場合等、限られ
た状況においてのみデータ所
有者の承諾なしの情報公開の
承認

タイ憲法及び二次法令
Constitution of the Kingdom
of Thailand B.R.2550
第三者にデータが移送される
前のデータ所有者の事前の書
面による承諾取得の必要、政
府機関又はタイの裁判所から
の命令に従う場合等、限られ
た状況においてのみデータ所
有者の承諾なしの情報公開の
承認

④
個・電
ビ・安電

国家サイバーセキュリティ法
案
Cyber Security Bill
国家サイバーセキュリティ委
員会に対し、機密・重要情報
へのアクセス権限の付与

②
個・消
越境

個人情報保護法（起草段階） ②
Personal Data Protection Bill 個・プ
海外移送が実行される前には 越境
データ主体による明確な承諾
を要件とする旨の規定を含む
可能性あり

個人情報保護法（起草段階）
Personal Data Protection Bill
海外移送が実行される前には
データ主体による明確な承諾
を要件とする旨の規定を含む
可能性あり

③、⑤
ビ・安

コンピュータ関連犯罪法
BE2550及び非常事態におけ
るひ非常事態宣言B.E.2548
(2005)
Commission of Computerrelated Offence Act 2550,
Emergency Decree on
Public Administration in
Emergenccy Situations
BE2548(2005)
オンライン監視、公務員による
ウェブサイトの遮断等の承認

個・消
ビ・消プ

タイ民法及び商法
個・プ
Civil and Commercial Code
ビ・消プ
所有者損害をもたらすデータの
公開又は移送の違法性、セ
キュリティ水準の維持要求及
び罰則

タイ民法及び商法
Civil and Commercial Code
所有者損害をもたらすデータの
公開又は移送の違法性、セ
キュリティ水準の維持要求及
び罰則

法の欠如 包括的なプライバシー法の欠
如
Lack of privacy legislation

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

④
個・安
ビ・安電

国家サイバーセキュリティ法案
Cyber Security Bill
国家サイバーセキュリティ委員
会に対し、機密・重要情報へ
のアクセス権限の付与

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018年2月28日
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

電子支払法B.E.2544
(2001)
Elctronic Transaction Act
B.E.2544 (2001)
電子署名の効力の承認

ii) Measures relating to/ covering ①
個・プ消
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ ビ・消
ジネス情報に関連する措置

タイ憲法及び二次法令
①
Constitution of the Kingdom 個・消プ
ビ・プ
of Thailand B.R.2550
第三者にデータが移送される
前のデータ所有者の事前の書
面による承諾取得の必要、政
府機関又はタイの裁判所から
の命令に従う場合等、限られ
た状況においてのみデータ所
有者の承諾なしの情報公開の
承認

タイ憲法及び二次法令
Constitution of the Kingdom
of Thailand B.R.2550
第三者にデータが移送される
前のデータ所有者の事前の書
面による承諾取得の必要、政
府機関又はタイの裁判所から
の命令に従う場合等、限られ
た状況においてのみデータ所
有者の承諾なしの情報公開の
承認

個・プ消
ビ・消

タイ民法及び商法
個・プ消
Civil and Commercial Code
ビ・プ
所有者損害をもたらすデータの
公開又は移送の違法性、セ
キュリティ水準の維持要求及
び罰則

タイ民法及び商法
Civil and Commercial Code
所有者損害をもたらすデータの
公開又は移送の違法性、セ
キュリティ水準の維持要求及
び罰則

外

クリエイティブ産業政策
③
Creative Economy Policy
ビ・電
著作権侵害を抑制するための
手段として「商業ソース」モデ
ル以上に「オープンソース」ソ
フトウェアモデルの促進

2017年コンピュータ関連犯罪 ⑥
法B.E.2560(2017)
ビ・安
Commission of Computerrelated Offences Act (No.2)
BE2560(2017)
90日以上のデータ保管義務、
データブロック・破棄の裁判所
命令の要請権限の付与

特許法、省令第21号(B.E.
③、⑤
2542)
個・安
Patent Act, Ministerial
Regulation No.21 (B.E. 2542)
外国人による特許出願時にお
ける、申請者の国とタイとの特
許制度の平等、タイ在住でタ
イ特許庁に登録された代理人
を介した申請等の要求

コンピュータ関連犯罪法
BE2550及び非常事態におけ
るひ非常事態宣言B.E.2548
(2005)
Commission of Computerrelated Offence Act 2550,
Emergency Decree on
Public Administration in
Emergenccy Situations
BE2548(2005)
オンライン監視、公務員による
ウェブサイトの遮断等の承認

不敬罪法
Fault law
Facebook上の不敬罪違反の
コンテンツについて政府の要
請に基づくアクセス制限の付
与

WTO政府調達協定（GPA）
WTO Government
Procurement Agreement
タイは現在WTOの政府調達に
関する協定の唯一のオブザー
バー国である。

部分的な規制緩和
Partial deregulation
通信事業は一部規制緩和及
び自由化がなされているが、
当該市場の主要部門にはなお
国有企業があり、また外国人
株保有上限が存在。

ビ・電

電気通信分野の国有企業
⑦
State-owned enterprises in ビ・電
the telecommunications field
国有電気通信企業のTOTおよ
びCAT Telecomに関する競争
市場の点での懸念

タイ電気通信事業法B.E,2544
第1章第7条
Telecommunication
Business Act BE2544
全ての電気通信サービスにつ
いて届出、ライセンス等の届出
手続きの要求。ライセンス取得
におけるインターネットサービ
スプロバイダーへの国家放送
通信委員会（NBTC）への報告
義務

③
ビ・安

2017年コンピュータ関連犯罪
法B.E.2560(2017)
Commission of Computerrelated Offences Act (No.2)
BE2560(2017)
90日以上のデータ保管義務、
データブロック・破棄の裁判所
命令の要請権限の付与

ビ・電

輸入ライセンス
Import licensing
固定回線事業向け設備、携帯
電話、無線電話、無線LAN装
置、スイッチングネットワークお
よび基地局装置を含む電気通
信機器について、輸入する前
に輸入ライセンスと類型承認
の取得要求

④
個・安電
ビ・電

国家サイバーセキュリティ法案
Cyber Security Bill
国家サイバーセキュリティ委員
会に対し、機密・重要情報へ
のアクセス権限の付与

法の欠如 著作権法
④
Copyright Act
個・安電
フェアユース・フェアディーリン ビ・電
グ原則の適用に関する明確な
規定の欠如及び、タイ最高裁
判所における限定的な執行

国家サイバーセキュリティ法
案
Cyber Security Bill
国家サイバーセキュリティ委
員会に対し、機密・重要情報
へのアクセス権限の付与

工業製品規格法B.E. 2511
Industrial Products
Standards Act B.E. 2511
ICTセクターにおける標準開発
活動を含む、タイにおける標準
開発プロセスに関する規定

⑦
ビ・基

タイ電気通信事業法B.E,2544
第1章第7条
Telecommunication
Business Act BE2544
全ての電気通信サービスにつ
いて届出、ライセンス等の届出
手続きの要求。ライセンス取得
におけるインターネットサービ
スプロバイダーへの国家放送
通信委員会（NBTC）への報告
義務

著作権の不十分な執行
Copyright inadequately
enforced
知的財産権の不適切な執
行、政府機関の整合性の不
十分

不敬罪法
Fault law
Facebook上の不敬罪違反の
コンテンツについて政府の要
請に基づくアクセス制限の付
与

必須認証要件
Mandatory certification
requirement
特定の製品についてタイ工業
標準協会（TISI）の必須認証
マーク取得要求。また一部電
気通信端末装置、電気通信輸
送装置、WLAN、Bluetooth、
特定のRFID機器につき、、タイ
の国内基準への準拠要求。

ビ・知

輸入ライセンス
Import licensing
固定回線事業向け設備、携帯
電話、無線電話、無線LAN装
置、スイッチングネットワークお
よび基地局装置を含む電気通
信機器について、輸入する前
に輸入ライセンスと類型承認
の取得要求

無線通信法BE2498(1995),
2017コンピュータ犯罪法
一部の暗号化機能を含む無
線通信機器に製造、据え付
け、使用、輸入、輸出、取引
の禁止及び、犯罪捜査目的で
の暗号解読への協力義務。

ビ・競

電気通信分野の国有企業
State-owned enterprises in
the telecommunications field
国有電気通信企業のTOTおよ
びCAT Telecomに関する競争
市場の点での懸念

コンピュータ関連犯罪法
BE2550
Commission of Computerrelated Offence Act 2550
サービス提供者が意図的に
攻撃を支援する、攻撃への承
認を与える場合には罰金若し
くは禁錮（15条）
裁判所の事前命令なく、サー
ビス提供者がユーザーの違法
行為の責任を負う可能性があ
る。

ビ・電

コンピュータ関連犯罪法
BE2550
Commission of Computerrelated Offence Act 2550
サービス提供者が意図的に攻
撃を支援する、攻撃への承認
を与える場合には罰金若しくは
禁錮（15条）
裁判所の事前命令なく、サー
ビス提供者がユーザーの違法
行為の責任を負う可能性があ
る。

⑥
ビ・公

輸入ライセンス
Import licensing
デジタルビデオやコンパクト
ディスク、凹版印刷機、カラー
複写機などを介して著作権侵
害に使用される機械を含む一
部製品について輸入許可の
要求。

ビ・電
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映画およびビデオ法
The Motion Picture and
Video Act gives
外国映画のクオータの管轄
権、地上波放送へのネット
ワーク放送への外国投資割
合等

.th及び.ไทย
（.Thai）サービス（2013年改
正）
Policy of .th and .ไทย service
(Revised 2013)
ドメイン名の所有者は、タイに
所在しているか、または国内に
法人/現地代表事務所がなけ
ればならない。
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Thailand タイ - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

間・投
外

Act, Practice

1999年タイ外国人事業法第５
条
Section 5 of the Thai Foreign
Business Act of 1999
外国人による事業運営を許可
する際、国家の公安・安全保
障、国の経済社会開発、公的
秩序及び善良な道徳、芸術、
文化、伝統、慣習における国
家の価値観、国家資源保全、
エネルギー、環境保全、消費
者保護、事業規模、雇用、技
術移転及び研究開発への有
利又は不利な影響への考慮

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

タイ電気通信事業法第7条
Telecommunication
Business Act BE2544
電話およびその他の電気通信
サービス、 インターネット電気
通信サービス
を提供する事業者の対外投資
株所有率は上限を49％に制限
される。

デジタル物品のMFN課税率
MFN tariffs on digital goods
デジタル物品の平均MFN関税：
3.7％
加重平均MFN関税：2.3％
デジタル物品の最大関税率：
30％
デジタル物品のゼロ関税率：
59.2％

長期間を要するTISI規格認証
取得手続き
（外貨管理局規則、税務細則）
Inefficient prcedure to
acquire TISI certification

外

外資独占規制BE2555
Foreign Dominance
Regulation BE 2555
株保有率、経営管理、供給関
係等を考慮に入れた、通信セ
クターにおける外資独占基準
の導入

デミニミス・ルール
De minimis rule
20 SDR / 1000タイバーツ/
28米ドルを超えない商品につ
いて税関から徴収される税金
と義務の免除

工業規格取得の工場審査の
煩雑さ
Cumbersome factory
examination for acquiring
industrial standards

間・公
外

1999年タイ外国人事業法第５
条
Section 5 of the Thai Foreign
Business Act of 1999
外国人による事業運営を許可
する際、国家の公安・安全保
障、国の経済社会開発、公的
秩序及び善良な道徳、芸術、
文化、伝統、慣習における国
家の価値観、国家資源保全、
エネルギー、環境保全、消費
者保護、事業規模、雇用、技
術移転及び研究開発への有
利又は不利な影響への考慮

歳入分配税
Revenue sharing tax
携帯電話事業者に対する総
収入の30%の”歳入分配税”
の課税

投資促進法（1977年）（1991
年、2001年改訂）（IPA）
the Investment Promotion
Act(1977) (Amended 1991,
2001) (IPA)
ハイテクノロジーを含む特定の
産業への補助金施策

電子商取引事業者に対する
課税についての歳入法典改
正法案
Revising Bill on taxation on
e-commerce business
「恒久的施設」があると認定さ
れる取引の条件や、付加価値
税の登録・納税義務等の明確
化

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

Act, Practice

間・電
外

間・電

部分的な規制緩和
Partial deregulation
通信事業は一部規制緩和及
び自由化がなされているが、
当該市場の主要部門にはなお
国有企業があり、また外国人
株保有上限が存在。
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

間・投
外

Act, Practice

タイ電気通信事業法第7条
Telecommunication
Business Act BE2544
電話およびその他の電気通信
サービス、 インターネット電気
通信サービス
を提供する事業者の対外投資
株所有率は上限を49％に制限
される。

WTO基本電気通信参照文書
WTO Reference Paper on
Basic Telecommunications
署名後も、規制機関と事業者
の機能の完全分離といった当
該参照文書に含まれる義務の
一部を未完全な履行

間・投

部分的な規制緩和
Partial deregulation
通信事業は一部規制緩和及
び自由化がなされているが、
当該市場の主要部門にはなお
国有企業があり、また外国人
株保有上限が存在。

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

外

Act, Practice

外国人就労法
Alien Working Act, B.E. 2551
企業内転勤者（ICT）、契約上
のサービス提供者（CSS）、独
立サービス提供者（CSS）へ
の経済ニーズテストが要求、
ICT被雇用者の就業許可につ
いてタイのICT専門家の不足
状況に応じて申請を審査する
ソフトウェア産業促進機関
（SIPA）による検討。

2018年2月28日
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

Indonesia インドネシア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

note
特記
事項

i) Measures relating to/ covering
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置）

Act, Practice

①②
個・プ
ビ・消公
流通（越
境）

2008年電子情報および移送
に関する法第11号 （Law of
the Republic of Indonesia
Number 11 of 2008
concerning Electronic
Information and
Transactions）（Electronic
Information and
Transactions; EIT法）および
同改正法
インドネシア国民の個人情報
の海外移送の制限。賭博また
は「不道徳」を助長するものの
配布は公表を禁止している。

③
流通（越
境）

特記
事項

⑤
個・プ消
ビ・消安
公
流通（越
境）

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

特記
事項

Act, Practice

2017年8月公表OTTアプリケー
ションおよびサービスの提供に
関するインドネシア情報通信省
規制案（2017年OTT規制案）
（Draft Regulation of MOCI on
Provision of Over-the-Top
Application and/or Content
Service via the Internet）
個人情報の保護（第2条目的
条項他）データ保存義務、OTT
事業者等に対する情報コール
センター設置義務、損害賠償
義務等

③
個・プ安
流通（越
境）

2012年電子システムおよび移
送に関する政府規制第82号
（「レギュレーション82」）第17
条Government Regulation
No. 82 of 2012 regarding the
Provision of Electronic
System and Transaction
(Regulation 82)
データセンターおよび災害回復
センターのインドネシア国内に
設置を義務付け。「公共サービ
スの電子システム事業者」を
対象とするがその定義は不明
確。

2012年電子システムおよび移
送に関する政府規制第82号
（「レギュレーション82」）
Government Regulation No.
82 of 2012 regarding the
Provision of Electronic
System and Transaction
(Regulation 82)
インドネシア国民の個人情報
の海外移送の制限。「公共
サービスの電子システム事業
者」を対象とするがその定義は
不明確

2014年電子システムおよび移
送に関する法第7号にかかる
2012年政府規制第82号（「レ
ギュレーション82」)
電子商取引に関する消費者保
護条項のなかに、契約のインド
ネシア語での記述を義務付け

④
個・プ安

2016年個人情報保護に関する
情報通信省規則20号（MOCI
レギュレーション20）（MOCI
Regulation No. 20 of 2016
regarding Personal Data
Protection in Electronic
Systems (MOCI Regulation
20)）

③
個・プ安
流通（越
境）

2012年電子システムおよび移 個・消
ビ・消
送に関する政府規制第82号
（「レギュレーション82」）第17
条Government Regulation
No. 82 of 2012 regarding the
Provision of Electronic
System and Transaction
(Regulation 82)
データセンターおよび災害回復
センターのインドネシア国内に
設置を義務付け。「公共サービ
スの電子システム事業者」を
対象とするがその定義は不明
確。

2008年法第11号および2012
年政府規制第82号（電子署
名）
独立した専門機関による認証
が必要。

⑦
個・安金
ビ・安金
流通（国
内・越境）

2014年インドネシア銀行書簡
第16号DKSPCircular Letter
of Bank Indonesia No.
16/11/DKSP Year 2014
regarding E-money
Operation
電子マネー業務の実施におけ
るデータセンターおよびデータ
回復センターの国内設置義務

④
個・プ安

2016年個人情報保護に関する
情報通信省規則20号（MOCI
レギュレーション20）（MOCI
Regulation No. 20 of 2016
regarding Personal Data
Protection in Electronic
Systems (MOCI Regulation
20)）

1999年インドネシア消費者保
護法第8号
特段、電子商取引等への制限
はない

⑤
個・プ消
ビ・消安
公
流通（越
境）

2017年8月公表OTTアプリケー
ションおよびサービスの提供に
関するインドネシア情報通信省
規制案（2017年OTT規制案）
（Draft Regulation of MOCI on
Provision of Over-the-Top
Application and/or Content
Service via the Internet）
個人情報の保護（第2条目的
条項他）データ保存義務、OTT
事業者等に対する情報コール
センター設置義務、損害賠償
義務等

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Act, Practice

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

⑥
個・投
ビ・投
外

Act, Practice

大統領規制2014年第39号に
より統治されるネガティブ投資
リスト（DNI）Negative
Investment List (DNI), as
governed by Presidential
Regulation No. 44 of 2016
外国投資家は電子商取引活
動に参入できない

データセンターに関する技術ガ
イドラインを含む規制案（2014
年1月に技術情報省より回付）
データセンターの技術的要件を
規定

個・プ
ビ・消

2008年法第11号および2012
年政府規制第82号
独立した専門機関による認証
が必要。

318

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

⑦
個・安金
ビ・安金
流通（国
内・越境）

2014年インドネシア銀行書簡 ⑨
第16号DKSPCircular Letter
of Bank Indonesia No.
16/11/DKSP Year 2014
regarding E-money
Operation
電子マネー業務の実施におけ
るデータセンターおよびデータ
回復センターの国内設置義務

⑧

2013年金融消費者保護に関
する金融サービス当局規則07
号（Financial Services
Authority (Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)) Regulation
No 1/POJK.07/2013
regarding Financial
Consumer Protection）

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

1999年電気通信法（Law No
36 of 1999 regarding
Telecommunications
(Telecommunications Law)）

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2017/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

Indonesia インドネシア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

note
特記
事項

Act, Practice

ii) Measures relating to/ covering 流通（国 UNCTRAL電子商取引および
内・越境） 電子署名モデル法の未承認
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

特記
事項

Act, Practice

個・消
ビ・消

2008年法第11号および2012
年政府規制第82号（電子署
名）
独立した専門機関による認証
が必要。

①②
個・プ
ビ・消公
流通（越
境）

⑤
個・プ消
ビ・消安
公
流通（越
境）

特記
事項

Act, Practice

流通（国 通信・情報・技術省からの提案
内・越境） （OTTサービス）
デジタル広告取引に対する課
税を検討（2016第１四半期）

特記
事項

Act, Practice

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

特記
事項

Act, Practice

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Act, Practice

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

⑤
個・プ消
ビ・消安
公
流通（越
境）

2017年8月公表OTTアプリケー
ションおよびサービスの提供に
関するインドネシア情報通信省
規制案（2017年OTT規制案）
（Draft Regulation of MOCI on
Provision of Over-the-Top
Application and/or Content
Service via the Internet）
個人情報の保護（第2条目的
条項他）データ保存義務、OTT
事業者等に対する情報コール
センター設置義務、損害賠償
義務等

①②
個・プ
ビ・消公
流通（越
境）

2008年電子情報および移送
に関する法第11号 （Law of
the Republic of Indonesia
Number 11 of 2008
concerning Electronic
Information and
Transactions）（Electronic
Information and
Transactions; EIT法）および
同改正法
インドネシア国民の個人情報
の海外移送の制限。賭博また
は「不道徳」を助長するものの
配布は公表を禁止している。

⑥
個・投
ビ・投
外

大統領規制2016年第44号に
より統治されるネガティブ投資
リスト（DNI）Negative
Investment List (DNI), as
governed by Presidential
Regulation No. 44 of 2016
外国投資家は電子商取引活
動に参入できない

2008年電子情報および移送
に関する法第11号 （Law of
the Republic of Indonesia
Number 11 of 2008
concerning Electronic
Information and
Transactions）（Electronic
Information and
Transactions; EIT法）および
同改正法
インドネシア国民の個人情報
の海外移送の制限。賭博また
は「不道徳」を助長するものの
配布は公表を禁止している。

⑦
個・安金
ビ・安金
流通（国
内・越境）

2014年インドネシア銀行書簡
第16号DKSPCircular Letter
of Bank Indonesia No.
16/11/DKSP Year 2014
regarding E-money
Operation
電子マネー業務の実施におけ
るデータセンターおよびデータ
回復センターの国内設置義務

⑤
個・プ消
ビ・消安
公
流通（越
境）

2017年8月公表OTTアプリケー
ションおよびサービスの提供に
関するインドネシア情報通信省
規制案（2017年OTT規制案）
（Draft Regulation of MOCI on
Provision of Over-the-Top
Application and/or Content
Service via the Internet）
個人情報の保護（第2条目的
条項他）データ保存義務、OTT
事業者等に対する情報コール
センター設置義務、損害賠償
義務等

外

大統領規制2016年第44号に
より統治されるネガティブ投資
リスト（DNI）Negative
Investment List (DNI), as
governed by Presidential
Regulation No. 44 of 2016
外国投資家は電子商取引活
動に参入できない

2017年8月公表OTTアプリケー
ションおよびサービスの提供に
関するインドネシア情報通信省
規制案（2017年OTT規制案）
（Draft Regulation of MOCI on
Provision of Over-the-Top
Application and/or Content
Service via the Internet）
個人情報の保護（第2条目的
条項他）データ保存義務、OTT
事業者等に対する情報コール
センター設置義務、損害賠償
義務等

ビ・安投
外

戦略的電子システムに関する
ビジネス移動の制限
電子システム分野における内
国民雇用を義務付け

ビ・安投
外

戦略的電子システムに関する
ビジネス移動の制限
電子システム分野における内
国民雇用を義務付け
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Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

ビ・競他 通信・情報・技術省からの提案
流通（国 （OTTサービス）
内・越境） デジタル広告取引に対する課
税を検討（2016第１四半期）

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Act, Practice

⑦
個・安金
ビ・安金
流通（国
内・越境）

2014年インドネシア銀行書簡
第16号DKSPCircular Letter
of Bank Indonesia No.
16/11/DKSP Year 2014
regarding E-money
Operation
電子マネー業務の実施におけ
るデータセンターおよびデータ
回復センターの国内設置義務

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2017/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

ビ・競他 通信・情報・技術省からの提案
流通（国 （OTTサービス）
内・越境） デジタル広告取引に対する課
税を検討（2016第１四半期）

2012年政府規制第82号83条
を履行するドメインネーム管理
に関する2013年規制第23号
ウェブサイト立上げにあたって
はドメインネームの登録の前に
資格を得なければならず、提供
者や取引の目的を明らかにし
なければならない

Indonesia インドネシア - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Nature of Data
データの性質

note
特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

iii) Measures not directly
targeting Data, but could relate
to data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

外

Act, Practice

マルチレベル保護スキーム
（MLPS）
国内のITシステムのセキュリ
ティレベルに応じ、外国製品の
組込みを禁止

Public Order and Morals
公序良俗

特記
事項

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

特記
事項

Act, Practice

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

特記
事項

Act, Practice

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Financial
金融

特記
事項

Telecommunication
電気通信

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

外

大統領規制2010年第54号
外
外国企業は国内企業との協力
においてのみ入札に参加可能
ローカルコンテンツ40%を超え
る製品・サービスの提供がある
場合には、政府調達において
国内製品を用いることを義務付
け

2013年規制第15号
エクスプレスデリバリーサービ
スの外資出資比率規制。49%
の外資出資比率制限、外国企
業に対する地方都市における
国際空港および港湾の活動の
制限。

WTO情報技術合意（ITA）
IT製品の関税撤廃を義務付け

1999年独占および不公正競争
事業行為禁止法第5号（インド
ネシア競争法）28条、29条
-資産価値が2億500万米ドルを
超える場合および-売却価値が
4億900万米ドルを超える場合
の合併・買収行為は、事業競
争監視委員会に報告義務。

大統領令、国家標準化機関
（BSN）によるベストプラクティ
スアプローチ
透明なプロセス、国際標準へ
の整合化。ただしICT分野は対
象外。

2009年インドネシア銀行規制
2009年第11/12/PBI号、2014
年電子マネーに関する規制第
16/8/PBIにより改正（PBI
11/2009)
電子マネー発行者は中央銀行
のラインセンスが必要。は電子
マネーは金銭的価値を有して
いなければならずビットコイン
のようなバーチャル通貨は認め
られない。

政令2009年第
41/PER/M.KOMINFO/10号
公共調達において国内産品使
用者を優遇

外

産業省規制2014年第02/M間・投通
IND/PER/1号
外
公共調達におけるローカルコン
テンツ要求。株式の過半数お
よび取締役会メンバーの3分の
2がローカルの国内サービス供
給者が不参加の場合にのみ海
外の供給者が参加可能。

2014年第39号規制、投資の条
件付き開放事業分野リストおよ
び大統領規制2010年第36号
外国出資比率制限。
電気通信ネットワーク供給者は
49％（固定ネットワーク、マル
チメディアサービス、インター
ネットサービス、メールサービ
ス及び付加価値サービスの供
給者、コンテンツサービス、情
報サービスセンターおよびコ
ミュニケーションデータサービ
ス、インターネット相互接続
サービスを含む）
-内部固定ネットワークサービス
およびモバイルネットワーク
サービス（携帯電話、通信衛
星）は65％

WTO情報技術合意II（ITA II) 間・競通
IT製品の関税撤廃を義務付け

インドネシア政府の電気通信 間・基通
政策に関する青写真、
1999年電気通信法（1999年法
第36条）Law No 36 of 1999
regarding
Telecommunications
(Telecommunications Law)
電気通信分野の独占排除、自
由化を規定。さらにWTO基本
電気通信合意において参照
ペーパーに例外なく合意。

国家電気通信法第36号
外
電気通信およびIT設備の輸入
には逐一郵便電気通信総局の
許可証が必要.外国製造業者
にも発行されるがインドネシア
国内での試験が必要。

輸出信用の優遇
間・競通
輸出ファイナンスは国内企業に
対してのみ保証される。

インドネシア政府の電気通信
政策に関する青写真、
1999年電気通信法（1999年法
第36条）Law No 36 of 1999
regarding
Telecommunications
(Telecommunications Law)
電気通信分野の独占排除、自
由化を規定。さらにWTO基本
電気通信合意において参照
ペーパーに例外なく合意。

外

産業省規制2009年第49号
外
公共調達の国内製品・サービ
スの優先。

2007年投資関連法第25号、
2014年規制第39号、投資条件
開放分野リスト
電気通信、オンライン放送およ
びコンピュータサービスに対し
てパートナーシップは要求され
ない

2012年規制第83/MDAG/PER/12号に基づく政令
第56号
非自動的輸入ライセンス手続
に関する船積み前認証の指定
輸入者を最終消費財に限定。

国有企業
電気通信分野において、大半
が国有の半官半民であるPTテ
レコムニカシ・インドネシアが携
帯電話市場を独占

国内試験要求
2014年より、全ての無線電気
通信製品は国内試験を受け、
SDPPIよる認可を取得すること
を義務付け。試験は Telkom
RisTi Bandung が実施

間・基通

国家電気通信法第36号
電気通信およびIT設備の輸入
には逐一郵便電気通信総局の
許可証が必要.外国製造業者
にも発行されるがインドネシア
国内での試験が必要。

WTO政府調達協定（オブザー 外
バ）

ローカルコンテント要求
4G スマートフォンの30％ロー
カルコンテンツ要求。

2013年規制第38号
携帯電話、手持ちコンピュータ
およびタブレットの輸入業者に
対する要件、事前許可制度

間・投通
外

2014年第39号規制、投資の条 外
件付き開放事業分野リストおよ
び大統領規制2010年第36号
外国出資比率制限。
電気通信ネットワーク供給者は
49％（固定ネットワーク、マル
チメディアサービス、インター
ネットサービス、メールサービ
ス及び付加価値サービスの供
給者、コンテンツサービス、情
報サービスセンターおよびコ
ミュニケーションデータサービ
ス、インターネット相互接続
サービスを含む）
-内部固定ネットワークサービス
およびモバイルネットワーク
サービス（携帯電話、通信衛
星）は65％

関税のデミニマス・ルール
33 SDR / 50 USD以下の製品
は関税の対象外

外

2007年投資関連法第25号、
2014年規制第39号、投資条件
開放分野リスト
電気通信、オンライン放送およ
びコンピュータサービスに対し
てパートナーシップは要求され
ない

外

地上基地、携帯通信等の保有
禁止
外国人投資家による移動体通
信用の基地局／電波塔の所
有は認められない

外

07/PER/M.KOMINFO/01/200
9
2009年通信情報技術省規制
第07/PER/M.KOMINFO/01/
号
無線通信設備は5年以内に
ローカルコンテント50％達成を
義務付け

国内試験要求
2014年より、全ての無線電気
通信製品は国内試験を受け、
SDPPIよる認可を取得すること
を義務付け。試験は Telkom
RisTi Bandung が実施

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.

国有企業
電気通信分野において、大半
が国有の半官半民であるPTテ
レコムニカシ・インドネシアが携
帯電話市場を独占
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Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
（電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2017/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

租税総局2008年第44/PJ令、
同改正令
すべての投資家（個人・法人）
に対する納税者番号保有義務

マルチレベル保護スキーム
（MLPS）
国内のITシステムのセキュリ
ティレベルに応じ、外国製品の
組込みを禁止

Vietnam ベトナム - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
個・消電
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人
情報に関連する措置

Act, Practice

特記
事項

ITに関する法令第67号
①
個・プ電
/2006/QH11及び民法
Law on Information
Technology
No.67/2006/QH11
ネットワーク上のデータ収集時
の同意の要求、データの見直
し、収集、キャンセルの要求受
領時の迅速な対応義務、プラ
イバシー法侵害時の罰則

③
個・安公
電
ビ・プ安公
電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインターネッ
トサービスとオンライン情報の
管理、提供、利用に関する政
令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネットワー
クサービス、オンラインゲーム）
最低90日間の投稿された情報
の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

④
個・安関
基電
ビ・安関
基電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

Act, Practice

ITに関する法令第67号
/2006/QH11及び民法
Law on Information
Technology
No.67/2006/QH11
ネットワーク上のデータ収集時
の同意の要求、データの見直
し、収集、キャンセルの要求受
領時の迅速な対応義務、プラ
イバシー法侵害時の罰則

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

③
個・プ安
公電
ビ・プ安公
電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインターネッ
トサービスとオンライン情報の
管理、提供、利用に関する政
令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネットワー
クサービス、オンラインゲーム）
最低90日間の投稿された情報
の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

③
個・プ安
電
ビ・プ安公
電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインター
ネットサービスとオンライン情
報の管理、提供、利用に関す
る政令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネット
ワークサービス、オンライン
ゲーム）
最低90日間の投稿された情
報の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

④
個・プ関
基電
ビ・プ関基
電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice
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特記
事項

Act, Practice

④
個・プ安
基電
ビ・プ安基
電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

④
個・プ安
関電
ビ・プ安関
電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

③
個・プ安
公
ビ・プ安公
電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインター
ネットサービスとオンライン情
報の管理、提供、利用に関す
る政令第72号/2013/ND-CP
Decree No.72/2013/ND-CP
of July 15, 2013, on the
management, provision and
use of Internet services and
online information
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネット
ワークサービス、オンライン
ゲーム）
最低90日間の投稿された情
報の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

④
個・プ安
関基
ビ・プ安関
基

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティ
に関する規則であり、個人情
報管理、民間の暗号化機器の
規制、輸入規制等を含む。

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018年2月28日
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

Vietnam ベトナム - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

特記
事項

Act, Practice

③
個・プ安
公電
ビ・安公
電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインターネッ
トサービスとオンライン情報の
管理、提供、利用に関する政
令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネットワー
クサービス、オンラインゲーム）
最低90日間の投稿された情報
の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

④
個・プ安
関基電
ビ・安関
基電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

ITに関する法
②
Ｌａｗ ｏｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃ 非商業
ｈｎｏｌｏｇｙ
IT利用主体に対する第三者の
違法行為の調査責任の免除

ビ・安
ウェブコンテンツの検閲
流通
流通（国 Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ ｏｆ Ｗｅｂ ｃｏｎｔｅｎｔ
内・越境） ｓ
インターネットの検閲
（インターネットサービスプロバ
イダーISPsを対象）

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

知的財産法50/2005
Intellectual Property
Law50/2005
フェアユース／フェアディーリン
グ規定

③
個・プ安
公電
ビ・プ公電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインターネッ
トサービスとオンライン情報の
管理、提供、利用に関する政
令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネットワー
クサービス、オンラインゲーム）
最低90日間の投稿された情報
の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

③
個・プ安
公電
ビ・プ安電
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインター
ネットサービスとオンライン情
報の管理、提供、利用に関す
る政令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネット
ワークサービス、オンライン
ゲーム）
最低90日間の投稿された情
報の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

政令54/2000/ND-CP
Decree54/2000/ND-CP
営業秘密、地理的表示、商標
及び不正競争等の工業所有権
の保護制度の法源

④
個・プ安
関基電
ビ・プ関基
電

サイバー情報保護法
流通（国
（No.86/2015/QH13)
内）
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

省庁間通達第7号
Joint Circular No.7
コンテンツ侵害におけるイン
ターネット仲介業者の責任範
囲の規定
（インターネットサービスプロバ
イダー（ISPｓ）

⑤
ビ・基安
政基電
流通（越
境）

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

④
個・プ安
関電
ビ・プ安関
電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

③
個・プ安
公電
ビ・プ安公
流通（国
内・越境）

2013年7月15日のインター
ネットサービスとオンライン情
報の管理、提供、利用に関す
る政令第72号/2013/ND-CP
ベトナム国内のサーバの利
用、国からの情報開示要求へ
の協力義務
（対象：オンラインソーシャル
ネットワーク、一般的なウェブ
サイト、モバイル通信ネット
ワークサービス、オンライン
ゲーム）
最低90日間の投稿された情
報の保存義務
（対象：情報集約ウェブサイト）
政府の要請に基づくインター
ネットを利用する組織・個人の
情報開示義務
オンラインソーシャルネットワー
クのサービス提供者に対して
SNS利用時の個人情報の提
供義務
ソーシャルネットワークにおい
て、国家の名誉を棄損する情
報の公開防止義務

⑤
ビ・安政
電
流通（越
境）

2017年6月サイバーセキュリ
ティ法案
Cyber Security Bill of 2017
外国の通信・インターネット
サービス事業者への、ベトナム
国内の代表機関設置及び、利
用者データ管理サーバーの設
置義務
情報システム・ハードウェア・ソ
フトウェア・管理・運用のサイ
バーセキュリティ標準の認証、
ネットワーク製品・サービスの
基準適合義務（政府機関では
適合製品のみ

④
個・プ安
関基
ビ・プ安関
基

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティ
に関する規則であり、個人情
報管理、民間の暗号化機器の
規制、輸入規制等を含む。

2017年6月サイバーセキュリ
ティ法案
Cyber Security Bill of 2017
外国の通信・インターネット
サービス事業者への、ベトナム
国内の代表機関設置及び、利
用者データ管理サーバーの設
置義務
情報システム・ハードウェア・ソ
フトウェア・管理・運用のサイ
バーセキュリティ標準の認証、
ネットワーク製品・サービスの
基準適合義務（政府機関では
適合製品のみ

⑤
ビ・安政
基
流通（越
境）

2017年6月サイバーセキュリ
ティ法案
Cyber Security Bill of 2017
外国の通信・インターネット
サービス事業者への、ベトナ
ム国内の代表機関設置及び、
利用者データ管理サーバーの
設置義務
情報システム・ハードウェア・
ソフトウェア・管理・運用のサイ
バーセキュリティ標準の認証、
ネットワーク製品・サービスの
基準適合義務（政府機関では
適合製品のみ

⑥
2008年8月13日発行のスパム
流通（国 対策に関する政令
内・越境） 90/2008/ND-CP（政令90）
メール・ネット広告サービス提
供時の国内サーバ及びベトナ
ムドメインネームの利用義務

流通

知的財産法
ビ・関
Intellectual Property Law
流通（国
複製品に関する権利制限規定 内・越境）
の不備

輸入の禁止
Impoer ban
暗号化機器と暗号化ソフトウェ
アの輸入の禁止

流通（国
内）

ラジオ及びテレビサービスの管 ビ・文
理、提供、利用に関する法令 流通（国
Decree No.06/2016/ND-CP 内・越境）
有料テレビ・ラジオサービスの
内容のベトナム文化への適合
及び出版法の遵守、著作権の
遵守、また適切なライセンス取
得義務

ウェブコンテンツの検閲
Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ ｏｆ Ｗｅｂ ｃｏｎｔｅｎｔ
ｓ
インターネットの検閲
（インターネットサービスプロバ
イダーISPsを対象）

特記
事項

⑤
ビ・安基
電
流通（越
境）

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

2017年6月サイバーセキュリ
ティ法案
Cyber Security Bill of 2017
外国の通信・インターネット
サービス事業者への、ベトナム
国内の代表機関設置及び、利
用者データ管理サーバーの設
置義務
情報システム・ハードウェア・ソ
フトウェア・管理・運用のサイ
バーセキュリティ標準の認証、
ネットワーク製品・サービスの
基準適合義務（政府機関では
適合製品のみ

ラジオ及びテレビサービスの
管理、提供、利用に関する法
令 Decree No.06/2016/NDCP

特記
事項

Act, Practice

④
個・プ安
関基電
ビ・プ安基
電

サイバー情報保護法
（No.86/2015/QH13)
Law on Network Information
Security
ネットワーク情報セキュリティに
関する規則であり、個人情報
管理、民間の暗号化機器の規
制、輸入規制等を含む。

ビ・安
輸入の禁止
流通（国 Import Ban
内・越境） 暗号化機器と暗号化ソフトウェ
アの輸入の禁止

有料テレビ・ラジオサービスの
内容のベトナム文化への適合
及び出版法の遵守、著作権の
遵守、また適切なライセンス取
得義務
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018年2月28日
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

ベトナムのドメインネームの管
理に関する規則
Regulations on .vn
management
ドメインネームの取得資格があ
る主体の規制

Vietnam ベトナム - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

eコマースに関する政令第52号
/2013/ND-CP
Decree 52/2013/ND-CP on ecommerce (“Decree 52”)
eコマースウェブサイト所有者・
オンライン支払仲介事業社に
対する消費者の支払決済の安
全性への責任
（オンライン小売業）

知的財産法50/2005
Intellectual Property
Law50/2005
非ベトナム人居住者のベトナム
人特許代理人を介した登録義
務

不透明なオンライン支払の仕
組み
Non-transparent online
payment framework
オンライン支払サービス実施に
おける各銀行・仲介人との協
働の必要性

政令第52号/2013/ND-CP及
び、消費者の権利の保護に関
する法律
Decree No. 52/2013/ND-CP
+ law on protection of
consumers right
オンライン注文・決済における
消費者保護のための諸規定、
障壁とはされていない

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

電子商取引ウェブサイトの管理
に関する通達47号
Circular No.47 on ecommerce website
management.

WTO情報技術合意（ITA）
WTO WTO Information
Technology Agreement (ITA)

標準と技術規制に関する法律
Law on Standards and
Technical Regulations
標準化の管轄機関等
（ICT分野）

郵便・電気通信分野における
投資活動に関する政令
121/2008/ND-CP
Decree 121/2008/ND-CP
対象分野における外国株の上
限、株式の所有割合の制限

著作権の不適切な施行
Copyright inadequately
enforced
知的財産権侵害への罰則を定
める2009年改正刑法の施行規
則の欠如

政令第52号/2013/ND-CP
Decree No. 52/2013/ND-CP
電子商取引に関する当該政令
の適用範囲

WTO情報技術合意（ITA）拡大
の対象品目合意
Ministerial Declaration on the
Expansion of Trade in
Information Technology
Products

不透明な標準の要求
Non-transparent standard
requirements
ISO、IEC加盟の一方で、国内
的標準の利用
（ICT分野）

電気通信法第17条
Art. 17 of the Law on
Telecommunications
海外投資家による関連分野の
企業の株式保有割合の制限

2005年知的財産法（2009年改
正）
Decree No.99/2013/ND-CP
小売業において模造品や偽ブ
ランド品に対する知的財産権
保護不十分
（日）

電気通信法の執行の詳細とガ
イドに関する政令第25号
/2011/ND-CP第4章
Chapter 4 of the Decree
No.25/2011/ND-CP
ライセンス取得プロセスに関す
る規則の欠如

ベトナム電気通信局
Vietnam
Telecommunications
Authority
対象機器の外国における標準
試験の承認
（通信分野）

郵便・電気通信分野における
投資活動に関する政令第121
号/2008/ND-CP第8条(2) (b)
及び第9条、電気通信法の執
行の詳細とガイドに関する政
令第25号/2011/ND-CP
Arts. 8 (2) (b) and 9 of the
Decree 121/2008/ND-CP
Decree No.25/2011/ND-CP
電気通信分野参入の条件とし
ての合弁会社設立

eコマースに関する政令第52号
/2013/ND-CP(政令52号）
Decree 52/2013/ND-CP on ecommerce (“Decree 52”)
オンラインプラットフォームや、
オークションプラットフォーム提
供時の要求

国家技術基準（QCVN）
National Technical
Regulations - QCVN
対象機器に対する、認証・適
合宣言手続きの要求
（特定の電気通信製品）

電気通信法の執行の詳細とガ
イドに関する政令第25号
/2011/ND-CP第23条(1)(e)と
23条(2)(d)
Arts. 23 (1) (e) and 23 (2)
(d) of the Decree
No.25/2011/ND-CP
外国人投資家の売上総額等
の定期的な提示

WTO政府調達協定(ベトナム
はオブザーバーであるのみで
ある
WTO observer

不透明なオンライン支払の仕
組み
Non-transparent online
payment framework
オンライン支払サービス実施に
おける各銀行・仲介人との協
働の必要性

電気通信法第18条(3)(b)、投
資法、会社法
Art. 18 (3)(b) of the Law on
Telecommunications
Law on Investment
Law on Enterprises
会社法
海外投資主体によるサービス
提供時の投資証明取得義務
等
（電気通信分野）

ベトナム外国投資法、
新設法人の登記手続きに係る
企業に関する法律Decree
No.78/2015/ND-CP
投資許可手続きの不明確さ

海外からの広告サービスの提
供に関する政令第181号
2013/ND-CP
Decree No. 181/2013/NDCP on Cross-Border Supply
of Advertising Services
海外ウェブサイトのベトナム広
告事業社利用時の現地エー
ジェントとの協働
（オンライン広告）

Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
政令第170号/2013/ND-CP
Decree No. 170/2013/ND-CP
電子署名サービスへの外資参
入規制

323

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018年2月28日
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

India インド - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

i) Measures relating to/ covering ①
個・プ
Personal Data
個人情報を対象とする措置・個人 ビ・金
情報に関連する措置）

Act, Practice

特記
事項

2000年情報技術法
③
Information Technology Act 個・プ消
安金
2000; IT Act
電子商取引に関する法的認識
を与えることを目的とした広範
な規定

②

2011年情報技術（合理的な安
全性実務とセンシティブ個人
データまたは情報）規則（SPDI
規則）（The Information
Technology (Reasonable
Security Practices and
Sensitive Personal Data or
Information) Rules; SPDI
Rules)
データ保護の失敗における保
障と合理的安全性実務および
手続きの実施を可能

③
個・プ消
安金

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

データ保護フレームワーク（起
草段階）White Paper of the
Committee of Experts on a
Data Protection Framework
for India
データ保護の包括法に係るホ
ワイトペーパー。個人情報、
データ関連事業者、データの越
境移動、データローカリゼー
ション、知的財産等の要素を包
含。

④
個・プ消
文知安基
越境を含
む

Act, Practice

特記
事項

データ保護フレームワーク（起 ③
草段階）White Paper of the 個・プ消
Committee of Experts on a 安金
Data Protection Framework
for India
データ保護の包括法に係るホ
ワイトペーパー。個人情報、
データ関連事業者、データの越
境移動、データローカリゼー
ション、知的財産等の要素を包
含。

Act, Practice

Aadhaar Act
国民の個人情報収集に関する
法

データ保護フレームワーク（起
草段階）White Paper of the
Committee of Experts on a
Data Protection Framework
for India
データ保護の包括法に係るホ
ワイトペーパー。個人情報、
データ関連事業者、データの越
境移動、データローカリゼー
ション、知的財産等の要素を包
含。

④
個・プ消
文知安
越境を含
む

データ保護フレームワーク（起
草段階）White Paper of the
Committee of Experts on a
Data Protection Framework
for India
データ保護の包括法に係るホ
ワイトペーパー。個人情報、
データ関連事業者、データの越
境移動、データローカリゼー
ション、知的財産等の要素を包
含。

Aadhaar Act
⑪
国民の個人情報収集に関する 個・プ消
金
法
ビ・プ消

2005年信用情報会社（規則）
法（Credit Information
Companies (Regulation) Act,
2005 (CIC Act)）及び2006年
信用情報会社規則（Credit
Information Companies
Regulation, 2006 (CIC
Regulations)）
信用情報の収集、使用、プライ
バシー指針を規定。最も包括
的な金融情報に係る規律

⑩
個・安基
他
ビ・安基
他

インターネット通信に係るレコメ
ンデーションTelecom
Regulatory Authority of India;
TRAI
インターネット事業者に強度の
暗号義務を賦課。

④
個・プ消
文知安基
越境を含
む

データ保護フレームワーク（起
草段階）White Paper of the
Committee of Experts on a
Data Protection Framework
for India
データ保護の包括法に係るホ
ワイトペーパー。個人情報、
データ関連事業者、データの越
境移動、データローカリゼー
ション、知的財産等の要素を包
含。

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

⑪
個・プ消
金
ビ・プ消

2005年信用情報会社（規則）
法（Credit Information
Companies (Regulation) Act,
2005 (CIC Act)）及び2006年
信用情報会社規則（Credit
Information Companies
インド準備銀行通達Reserve
Bank of India; RBI Circulars
顧客確認規範に関する通達

個・安
ビ・安

国家安全保障会議事務局
（NSCS）電子メールサービス
のデータローカライゼーションに
関する提案

⑫
個・プ金
ビ・プ金

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

⑭
個・プ他

医療機関（中央政府）の登録
設置に係る規則Clinical
Establishments (Central
Government) Rules, 2012
(Clinical Establishments
Rules)
医療機関に対し、電子医療記
録の実施とカルテの電子的形
態での保管を義務付け

⑮
個・プ他

2002年医療倫理規則ndian
Medical Council
(Professional Conduct,
Etiquette and Ethics)
Regulations, 2002 (IMC
Code) issued under the
Indian Medical Council Act,
1956
個人やコミュニティへの深刻な
リスクがない限り、医師と患者
間において情報を秘匿する

④
個・プ消
文知安基
越境を含
む

Act, Practice

Aadhaar Act
④
国民の個人情報収集に関する 個・プ消
法
文知安基
越境を含
む

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

③
個・プ消
安金

Act, Practice

特記
事項

Aadhaar Act
⑨
国民の個人情報収集に関する 個・投
ビ・投
法

Act, Practice

統合外国直接投資政策
Consolidated FDI Policy
電子商取引事業者（B２Bのみ
取り扱い）の100%外資出資の
容認

財務およびその他の補助金、
利益およびサービスに関する
法
政府がバイオメトリクス情報を
含む個人情報を収集する機関
を特定し、補助金を含む便宜を
与える条件等を規定した法
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特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

④
個・プ消
文知安基
越境を含
む

データ保護フレームワーク（起
草段階）White Paper of the
Committee of Experts on a
Data Protection Framework
for India
データ保護の包括法に係るホ
ワイトペーパー。個人情報、
データ関連事業者、データの越
境移動、データローカリゼー
ション、知的財産等の要素を包
含。

特記
事項

⑩
個・安基
他
ビ・安基
他

Act, Practice

インターネット通信に係るレコメ
ンデーションTelecom
Regulatory Authority of India;
TRAI
インターネット事業者に強度の
暗号義務を賦課。

Act, Practice

特記
事項

⑪
個・プ消
金
ビ・プ消

特記
事項

2005年信用情報会社（規則）
法（Credit Information
Companies (Regulation) Act,
2005 (CIC Act)）及び2006年
信用情報会社規則（Credit
Information Companies
Regulation, 2006 (CIC
Regulations)）
信用情報の収集、使用、プライ
バシー指針を規定。最も包括
的な金融情報に係る規律

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

⑫
個・プ金
ビ・プ金

Act, Practice

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

⑩
個・安基
他
ビ・安基
他

インターネット通信に係るレコメ
ンデーションTelecom
Regulatory Authority of India;
TRAI
インターネット事業者に強度の
暗号義務を賦課。

インド準備銀行通達Reserve
Bank of India; RBI Circulars
顧客確認規範に関する通達

⑭
個・プ他

医療機関（中央政府）の登録
設置に係る規則Clinical
Establishments (Central
Government) Rules, 2012
(Clinical Establishments
Rules)
医療機関に対し、電子医療記
録の実施とカルテの電子的形
態での保管を義務付け

CIC規制
金融機関に対する顧客の信用
情報に関する法・規制

⑮
個・プ他

2002年医療倫理規則ndian
Medical Council
(Professional Conduct,
Etiquette and Ethics)
Regulations, 2002 (IMC
Code) issued under the
Indian Medical Council Act,
1956
個人やコミュニティへの深刻な
リスクがない限り、医師と患者
間において情報を秘匿する

India インド - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

ii) Measures relating to/ covering
Business Data
ビジネス情報を対象とする措置・ビ
ジネス情報に関連する措置

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

2005年信用情報会社（規則）
法（Credit Information
Companies (Regulation) Act,
2005 (CIC Act)）及び2006年
信用情報会社規則（Credit
Information Companies
Regulation, 2006 (CIC
Regulations)）
信用情報の収集、使用、プライ
バシー指針を規定。最も包括
的な金融情報に係る規律

⑪
個・プ消
金
ビ・プ消

2005年信用情報会社（規則）
法（Credit Information
Companies (Regulation) Act,
2005 (CIC Act)）及び2006年
信用情報会社規則（Credit
Information Companies
Regulation, 2006 (CIC
Regulations)）
信用情報の収集、使用、プライ
バシー指針を規定。最も包括
的な金融情報に係る規律

⑤
ビ・安調
通

2015年国家通信M2Mロード 法の欠如 仲介責任
⑤
オンライン仲介業者を第三者の ビ・安調
マップIndia’s 2015 National
ユーザーコンテンツに対する責 通
Telecom M2M (“machine to
任から守るためのセーフハー
machine”) Roadmap
バーの枠組みの欠如
(Roadmap)
インド政府によるイニシアティブ
を支持する政策構築に向けた
プロセスを明らかにする政府文
書

2015年国家通信M2Mロード ⑨
個・投
マップIndia’s 2015 National
Telecom M2M (“machine to ビ・投
machine”) Roadmap
(Roadmap)
インド政府によるイニシアティブ
を支持する政策構築に向けた
プロセスを明らかにする政府文
書

統合外国直接投資政策
Consolidated FDI Policy
電子商取引事業者（B２Bのみ
取り扱い）の100%外資出資の
容認

⑩
個・安基
他
ビ・安基
他

インターネット通信に係るレコメ ①
ンデーションTelecom
個・プ
Regulatory Authority of India; ビ・金
TRAI
インターネット事業者に強度の
暗号義務を賦課。

2000年情報技術法
⑤
Information Technology Act ビ・安調
通
2000; IT Act
電子商取引に関する法的認識
を与えることを目的とした広範
な規定

2015年国家通信M2Mロード
マップIndia’s 2015 National
Telecom M2M (“machine to
machine”) Roadmap
(Roadmap)
インド政府によるイニシアティブ
を支持する政策構築に向けた
プロセスを明らかにする政府文
書

⑫
個・プ金
ビ・プ金

インド準備銀行通達Reserve
Bank of India; RBI Circulars
顧客確認規範に関する通達

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

⑩
個・安基
他
ビ・安基
他

インターネット通信に係るレコメ
ンデーションTelecom
Regulatory Authority of India;
TRAI
インターネット事業者に強度の
暗号義務を賦課。

⑥
ビ・調基
通

国家データ共有アクセシビリ
ティ政策The 2012 National
Data Sharing and
Accessibility Policy
データの共有の効果を確認し、
法的枠組み、価格設定、管理
方法等を規定。

新会社法
インドに拠点を置かない外国企
業のインド国内事業従事に際
する登録義務

⑦
ビ・調基
通

2015年クラウド提案依頼
⑫
クラウドサービス事業者に対す 個・プ金
る入札参加のための提案を呼 ビ・プ金
びかけた依頼文書

インド準備銀行通達Reserve
Bank of India; RBI Circulars
顧客確認規範に関する通達

2015年クラウド提案依頼
クラウドサービス事業者に対す
る入札参加のための提案を呼
びかけた依頼文書

課税
外国のオンライン広告プラット
フォームに対する6％の均等化
課税。二重課税防止の国際的
原則からの移行を意味する。

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

⑦
ビ・調基
通

2015年クラウド提案依頼
Provisional Emplanelment of
Cloud Service Offering of
Cloud Service Providers
(CSPs)）
クラウドサービス事業者に対す
る入札参加のための提案を呼
びかけた依頼文書

連結外国直接投資（FDI）政策
通牒
通信サービスへの外国直接投
資におけるライセンシー、投資
家によるライセンスおよびセ
キュリティ条件の遵守義務

⑧
ビ・調基
通

2017年クラウド調達ガイドライ
ン
クラウドサービスを採用・調達
する際に検討、確認すべき事
項を提示

2005年信用情報会社（規則） ⑧
ビ・調基
法（Credit Information
Companies (Regulation) Act, 通
2005 (CIC Act)）及び2006年
信用情報会社規則（Credit
Information Companies
Regulation, 2006 (CIC
Regulations)）
信用情報の収集、使用、プライ
バシー指針を規定。最も包括
的な金融情報に係る規律

2017年クラウド調達ガイドライ
ン
クラウドサービスを採用・調達
する際に検討、確認すべき事
項を提示

インドのインターネットプロバイ
ダの暗号化を採用に関する義
務

個・安
ビ・安

国家安全保障会議事務局
（NSCS）電子メールサービス
のデータローカライゼーションに
関する提案

⑧
ビ・調基
通

2017年クラウド調達ガイドライ ビ・安投
ンGuidelines for Government
Department for Adoption/
Procurement of Cloud
Services
クラウドサービスを採用・調達
する際に検討、確認すべき事
項を提示

外国為替管理法（FEMA）
電子商取引活動における狭い
FDI 許可

情報技術法
オンライン決済ゲートウェイを通
じた商品およびサービスの輸
出関連支払い制限

統一ライセンス合意Unified
License Agreement; ULA
通信分野におけるデータ保護
の規範を提供

ビ・安調

データローカリゼーション
気象データを含む公的資金を
使用して収集されたすべての
データのインド国境内に保存す
ることを要求

ビ・安調

データローカリゼーション
外
気象データを含む公的資金を
使用して収集されたすべての
データのインド国境内に保存す
ることを要求

ダウンリンクポリシーによる米
国企業の負担

ビ・安調

全国データ共有とアクセシビリティ
ポリシー
公共記録法
政府データの地元データセンター
への保存義務
公共目的を除く公共記録のインド
領から移譲禁止

ビ・安調

全国データ共有とアクセシビリティ 外
ポリシー
公共記録法
政府データの地元データセンター
への保存義務
公共目的を除く公共記録のインド
領から移譲禁止

視聴覚・メディア分野における
外国人所有への制限

二重用途品の輸出
二重用途品目および技術の輸
出の禁止またはライセンスの
下での許可

外

優先調達政策
民間購入事業体の調達スキー
ムに適用可能な国内生産電子
製品および電気通信製品の優
遇調達政策の実施

ビ・安投

外国為替管理法（FEMA）
電子商取引活動における狭い
FDI 許可
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⑪
個・プ消
金
ビ・プ消

⑦
ビ・調基
通

⑬
個・プ消
安通
ビ・プ消安
通

⑩
個・安基
他
ビ・安基
他

Act, Practice

⑪
個・プ消
金
ビ・プ消

インターネット通信に係るレコメ
ンデーションTelecom
Regulatory Authority of India;
TRAI
インターネット事業者に強度の
暗号義務を賦課。

India インド - Law, Regulation and Practice relating to Digital Trade
Objectives and
Protection of Privacy
Protection of Consumers
sectors of measures
プライバシー保護
消費者保護
措置の目的・分野

Protection of Culture/
Freedom of Expression
文化保護・表現の自由

Protection of Intellectual
Property
知的財産保護

Nature of Data
データの性質

National Security/
Cyber Security
安全保障・
サイバーセキュリティ

Public Order and Morals
公序良俗

Government/ Public
Procurement
政府調達・公共調達

Investment Protection/
Promotion/ Management
投資保護・投資促進・
投資管理

Tariffs/ Quantitative
Restrictions
関税・数量制限

Maintenance of
Standards and Conformity
Competitive Environment
Assessment
競争環境の維持
基準認証

Financial
金融

Telecommunication
電気通信

including local contents requirement

特記
事項

iii) Measures not directly
covering but relating to Data
データを直接のターゲットとする措
置ではないが、データにも関連し得
る措置

Act, Practice

特記
事項

間・消投

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

企業間（B2B）の電子商取引に
おいて100％直接投資を認め
ているが、企業間（B2C）電子
商取引への外国投資はほとん
ど禁止している

特記
事項

間・知基

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

特記
事項

Act, Practice

優先市場アクセス（PMA）方針
国内製造の機器が政府調達や一
部の民間部門の調達において得
る優先権

外国出資比率制限
特定の通信、視聴覚およびモ
バイル放送サービスに対する
外国直接投資に関する制限

通達11/2014 - 税関
既存の輸入免税を取り除き、広範
な電気通信機器に対すし10％の
基本関税を課す。VoIP、視覚
ベースの多種多様な技術、
MIMO、LTE等を含む多様なテク
ノロジーを包含。

国の様々な地域における通信
サービスの拡大に関するセ
キュリティ関連の懸案事項の
ためのユニファイドアクセス
サービスライセンス契約
事前のセキュリティクリアラン
スのインド電気通信部門への
申請義務

国家テレコム政策2012
間・消投
国内製造の電気通信製品の優
先、政府調達において自ら使用
する電気通信製品の調達の優先

企業間（B2B）の電子商取引に
おいて100％直接投資を認め
ているが、企業間（B2C）電子
商取引への外国投資はほとん
ど禁止している

国家安全保障の理由での禁止
中国ベンダーからの電気通信
機器購入を阻止

間・安通

間・安基

電子ガバナンスのためのオー 間・安調
プンスタンダード政策
規格の存続期間におけるロイ
ヤリティフリー利用

法の欠如 知的財産権保護
手続き上のハードルと効果的
な施行に関する懸念

Act, Practice

間・安基
通

優先市場アクセス（PMA）方針

Act, Practice

特記
事項

特記
事項

特記
事項

Act, Practice

Act, Practice

国有企業（SOE）
国有企業BSNLによるすべて
の通信サービスの提供

煩雑な関税制度
PCゲーム製品、ゲーム機、ゲーム
制御ハードウェア、ゲーム起動
カードにかかる高関税。さらに、ソ
フトウェアやオンラインゲーム取引
に用いられる制御装置およびアク
セサリ製品に際限のない高関税を
維持。

強制登録制度
事前の登録と表示を受ける義
務および登録情報を自己申告
する義務

セキュリティ規則
電気通信機器のテスト要求

WTO政府調達協定（GPA）
インドは現在、政府調達に関す
るWTO協定のオブザーバーに
過ぎない。

WTO-ITA
インド関税分類基準
ITA対象のデジタルカメラに対
する10%基本関税が、本通達
により免除。

標準準拠証明書
インド国内の研究所による標準
準拠証明書の取得義務

ライセンス要件/必須テスト
非常に面倒なセキュリティ関連
のライセンス要件

インド政府向けオープンソース
ソフトウェアの採用に関する方
針
デジタルアジェンダに関連する
電子政府調達機会のための
オープンソースソフトウェアの選
択

反ダンピング措置
データを搭載する物品を対象に
含む反ダンピング措置

安全性試験の要件
国内テスト要件の煩雑性、およ
びインド試験機関のキャパシ
ティに関する米国の提言

ローカルコンテンツ要件
政府調達のためのローカルコ
ンテンツと付加価値要件は改
訂されていない

情報技術規則
機密データおよび情報のクロス
ボーダーデータフロー作成に関
する規定

ITA製品に関する義務
ITA製品の関税率10％引き上
げ

経済産業省委託調査「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築に係る国際経済調査事業
（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）」
三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社
Study on Regulations relating to Digital Trade commissioned by Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC)
本マトリクスは委託調査の一環として入手可能な一次情報ならびに二次情報に基づき作成した。
本調査は経済産業省と弊社の契約に基づき実施されたものであり、本マトリクスは調査報告書と併せて今後の検討に資することを目的として作成した。
第三者が本調査の成果を利用した場合、何らの契約上またはその他の責任は発生しない。
This matrix is a part of the outcome of the Study under contract with METI and MURC aiming to contribute future discussing relating to digital trade,
together with the Report of the Study. The use of the outcome by third party creates no contractual or other responsibility.
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間・知基

Act, Practice

電子ガバナンスのためのオー
プンスタンダード政策
規格の存続期間におけるロイ
ヤリティフリー利用

国内製造の機器が政府調達や一
部の民間部門の調達において得
る優先権

間・安調

特記
事項

間・安基
通

間・安基

国の様々な地域における通信
サービスの拡大に関するセ
キュリティ関連の懸案事項の
ためのユニファイドアクセス
サービスライセンス契約
事前のセキュリティクリアラン
スのインド電気通信部門への
申請義務

間・安基
通

国の様々な地域における通信
サービスの拡大に関するセ
キュリティ関連の懸案事項の
ためのユニファイドアクセス
サービスライセンス契約
事前のセキュリティクリアラン
スのインド電気通信部門への
申請義務

インド安全規格に対する適合、
規格適合の表示及びモデル登
録に関する規定

間・安通

ライセンス要件/必須テス
ト
非常に面倒なセキュリティ
関連のライセンス要件

安全性試験の要件
国内テスト要件の煩雑性、およ
びインド試験機関のキャパシ
ティに関する米国の提言

外

リモートアクセスポリシー
RAポリシーの変更によるネット
ワークのセキュリティとコンプラ
イアンスへの悪影響

外

衛星サービス
DTH加入テレビサービスの配
信能力を提供することを優先さ
せるためのガイドラインによる
悪影響

Protection of Domestic
industry
(Financial and
Telecommunication not
included)
国内産業の保護
(電気通信・金融以外）
特記
事項

Act, Practice

Movement of Person
人の移動

特記
事項

Act, Practice

2018/2/28
Others, including taxation
その他（内国税等を含む）

特記
事項

Act, Practice

カルナタカ付加価値税法2003
ソフトウェア製品（商品として分
類）収入に12.36％のサービス
税、州に応じて4〜5％の付加価
値税を賦課する。
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