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2023 年 3 月号（Vol.2） 

 
1. 個人情報保護委員会：「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有
識者検討会報告書（案）」の公表 

2. 経済産業省：「クレジットカード決済システムのセキュリティ対策強化検討会報
告書」の公表 

3. 「電気通信事業参入マニュアル［追補版］」及び「電気通信事業参入マニュアル
（追補版）ガイドブック」の改定 

4. 最二小判令和 5 年 1 月 30 日（令 3（受）2050 号）発信者情報開示請求事件 

5. 公正取引委員会：「モバイル OS等実態調査報告書」の公表 
6. 政府におけるメタバースに関する議論状況 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、森・濱田松本法律事務所では、テクノロジー・知的財産、電気通信におけ
る最新情報を集めて、「TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES」3 月号（Vol.2）を
作成致しました。実務における一助となれば幸いに存じます。 

 

1.個人情報保護委員会：「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に
関する有識者検討会報告書（案）」の公表 

 
個人情報保護委員会は、2022 年 12 月に「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利

用に関する有識者検討会報告書（案）」を公表しました。これは、近年、事業者等による
犯罪予防や安全確保を目的とした顔識別機能付きカメラシステムの利用が広まってい
ることを背景として、個人情報保護委員会が設置した有識者検討会において、個人情報
保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害防止のために留意すべき点や、被撮影者や社
会から理解を得るための自主的な取組について検討した内容を取りまとめたものです。 
この報告書（案）で特に注目されるのは、①従来必ずしも明らかでなかった肖像権・

プライバシー侵害と個人情報保護法の関係について、裁判例の動向や個人情報保護法改
正の経緯に基づいて検討し、顔識別機能付きカメラシステムの利用に当たっては、肖像
権やプライバシー保護の観点を個人情報保護法の不適正利用禁止規定（19 条）や適正
取得規定（20 条 1 項）の解釈において考慮すべきである、との考え方を示した点です。
また、②共同利用の範囲は真に必要な範囲に限定すべきであるとし、統一的な運用基準
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の作成等の推奨事項を示したことや、③（実務上多いと思われる）顔識別機能付きカメ
ラシステムに関し個人データの取扱いを委託する場合についての推奨事項を参考とし
て示したことなども注目されます。 

この報告書（案）については、2023 年 1 月 12 日から 2 月 23 日まで意見募集が実施
されており、意見募集の結果を踏まえて最終的な報告書として確定される予定です。 

なお、商用目的でのカメラ画像の利活用については、経済産業省・総務省が 2022 年
に「カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0」を公表しています。これは、来店客の人物
属性・動線分析・リピート分析等の適用ケースを設定し、個人情報保護法の遵守や映り
込む生活者のプライバシー保護、生活者とのコミュニケーション等について必要な配慮
事項を整理したもので、カメラ画像を取り扱うに当たっては、上記報告書（案）と併せ
て参考になる文書といえます。 

 

2.経済産業省：「クレジットカード決済システムのセキュリティ対策強化
検討会報告書」の公表 

 

経済産業省は、2023 年 1 月 20 日に、「クレジッドカード決済システムのセキュリティ
対策強化検討会報告書」を公表しました。 

この報告書は、①クレジットカード番号等の適切管理の強化（漏えい防止）、②クレ
ジットカード番号等の不正利用防止、③クレジットの安全・安心な利用に関する周知・
犯罪の抑止という 3 つの方向性に沿って、技術的な観点も含めて有識者検討会において
議論し、クレジットカード決済システムのセキュリティ対策強化に向けた具体的な取組
と今後の課題をまとめたものです。 

この報告書に基づく取組は多岐にわたるため、全ては紹介しませんが、例えば、「ク
レジットカード・セキュリティガイドライン」（2022 年 3 月の 3.0 版が最新）を改訂し
て、EC 加盟店におけるシステム、EC サイト自体の脆弱性対策（設定不備への対策、脆
弱性診断、マルウェア対策など）を必須化すること、原則全ての EC 加盟店で EMV 3DS

（3D セキュア 2.0）の導入を進めることなどが示されています。 

このガイドラインは、クレジットカード番号等の適切管理措置義務（割賦販売法 35

条の 16）、不正利用防止義務（割賦販売法 35 条の 17 の 15）の実務上の指針と位置づ
けられており、ガイドラインに掲げられた措置又はそれと同等以上の措置を適切に講じ
ている場合は、同法で定めるセキュリティ対策の基準を満たしていると認められます。
つまり、このガイドラインの改訂は、実質的には割賦販売法に基づく義務の改正ともい
えます。 

また、今後更なる検討を要する事項として、例えば、クレジットカード番号等の漏え
い時の国への報告の制度的措置の必要性などが挙げられています。この報告書を一部反
映する形で、2023 年 3 月 15 日に、「クレジットカード・セキュリティガイドライン【4.0

版】」が改訂されました。 
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3.「電気通信事業参入マニュアル［追補版］」及び「電気通信事業参入マ
ニュアル（追補版）ガイドブック」の改定 

 

電気通信事業法の適用について参照すべき文書である「電気通信事業参入マニュアル
［追補版］」と、これをわかりやすく解説した「電気通信事業参入マニュアル（追補版）
ガイドブック」の改定版が、2023 年 1 月 30 日に総務省より公表されました。今回の改
定では、2022 年改正電気通信事業法（2023 年 6 月 16 日施行）で導入された利用者情
報に関する 2 つの規律への対応に関連する記載が追加・拡充されたことが注目されま
す。 

1 つ目は、本ニュースレターVol.1 でもご紹介した、外部送信規律です。外部送信規律
は、利用者のデバイスに記録された利用者情報（Cookie 等の識別子や閲覧履歴に関す
る情報等）を外部に送信させる場合に、利用者に対して通知・公表等を行う義務を課す
ものですが、同規律は電気通信事業法上の「電気通信事業」を営む者でなければ適用さ
れません。「電気通信事業」に該当するか否かの区別が難しい場面もあるところ、今回
のガイドブックの改定では、「企業等の HP（ホームページ）」について、「企業等が自社
の概要や商品やサービスについて周知・宣伝するため」又は「これらの商品やサービス
を販売するための手段として」HP を開設する場合は、「電気通信役務を必ずしも前提と
しない別の自らの本来業務の遂行の手段として電気通信役務を提供しており、電気通信
事業には該当しない」一方、「オンラインニュースや映像配信など、自社の商品やサー
ビス自体がインターネット経由で提供される場合に、その提供（販売等）のために HP

を開設するもの」については、「電気通信役務の提供（情報の送信）を前提としているた
め、電気通信事業となる」、という解説が追加されました。 

2 つ目は、特定利用者情報の適正な取扱いに関する規律です。同規律は、特に大規模
なサービス（無料のサービスについて 1,000 万人、有料のサービスについて 500 万人）
を提供する登録・届出事業者（電気通信事業を営むことについて登録・届出を行った事
業者）のうち、総務省の告示により個別に指定された事業者において、特定利用者情報
（㋐通信の秘密に該当する情報、及び㋑契約締結者又は利用登録によりアカウントを有
する者の情報であってデータベース等を構成する情報）の取扱いについて、①「情報取
扱規程」の作成と総務大臣への届出、②情報取扱方針の作成と公表、③特定利用者情報
の取扱状況に係る評価（毎事業年度の実施）、④特定利用者情報統括管理者の選任と総
務大臣への届出等を義務付けるものです。併せて、今まで届出が不要だった⒜検索情報
電気通信役務と⒝媒介相当電気通信役務も、利用者数が 1,000 万人以上のものについて
は、総務省の告示により個別に指定された場合は届出が必要になりますので、これらの
電気通信役務を提供する事業者も、特定利用者情報の適正な取扱いに関する規律の適用
対象として指定されると考えられます。今回の参入マニュアル〔追補版〕とガイドブッ
クの改定では、⒜検索情報電気通信役務と⒝媒介相当電気通信役務について、検索サー
ビス、SNS・電子掲示板・動画共有プラットフォーム・ブログプラットフォームといっ
た例を挙げて解説が加えられ、「他のサービスに付随して提供されるサイト内検索や口

https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000495.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/tech_ip_telecoms_law_updates/1.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/tech_ip_telecoms_law_updates/1.html
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コミ掲示板は、届出不要」（したがって、特定利用者情報の適正な取扱いに関する規律
にも服さない）ということも明らかにされています。 

 

4.最二小判令和 5 年 1 月 30 日（令 3（受）2050 号）発信者情報開示請
求事件 

 

本件は、インターネット上の電子掲示板に投稿された記事によって自己の権利を侵害
されたとする上告人が、記事を投稿した者にインターネット接続サービスを提供した経
由プロバイダ（携帯キャリア事業者）である被上告人に対し、特定電気通信役務提供者
の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（いわゆるプロバイダ責任制
限法）に基づき、被上告人の保有する発信者の電話番号等の開示を請求した事案です。 
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求の対象にできる発信者情報については総務

省令で定められているところ、本件訴えの提起時点（令和元年（2019 年）6 月）では、
発信等の氏名又は名称、住所等とされていましたが、令和 2 年（2020 年）8 月 21 日に
施行された改正省令により電話番号が追加されました。この改正に当たっては、施行前
の権利侵害にかかる発信者情報開示請求について、改正省令の規定の適用を排除し、改
正前省令を適用する旨の経過措置規定は置かれませんでした。この改正省令の施行を受
けて、上告人は、控訴審において、電話番号の開示を求める請求を追加する訴えの変更
をしていました。 

控訴審（東京高判令和 3 年 9 月 24 日）は、本件のような改正省令の施行前の権利侵
害について、電話番号の開示請求を認めると、通信の秘密や表現の自由という発信者の
重大な権利利益を侵害するとして、改正省令を遡及適用せず、電話番号の開示請求を棄
却しました。 

これについて上告審は、経過措置規定は置かれなかったことから、改正省令の施行後
にされた発信者情報開示請求については、権利侵害にかかる情報の流通の時期にかかわ
らず、改正省令の規定が適用されるべきである等として、電話番号の開示請求を認めま
した（破棄自判）。省令改正の際に経過措置規定が置かれなかった以上、口頭弁論終結
時に施行されている省令の内容により判断すべきであるという原則に従った内容で、妥
当な判決といえます。 

 

5.公正取引委員会：「モバイル OS等実態調査報告書」の公表 
 
公正取引委員会は、2023 年 2 月 9 日、「モバイル OS 等実態調査報告書」を公表しま

した。公正取引委員会は、スマートフォンの利用に必須のモバイル OS とアプリに着目
し、モバイル OS 市場とアプリ流通サービス（アプリストア等）の市場の競争環境につ
いて調査を行った結果、Google・Apple の 2 社が、モバイル OS 提供とアプリストア運
営を行いながらもアプリ市場その他周辺市場において他の事業者と競合するという「二
重の立場」にあり、この 2 社が提供するモバイル OS・アプリストアに対して十分な競

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/feb/230209_pressrelease.pdf
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争圧力が働いていないとしました。 

同報告書では、こうした状況を踏まえて、独占禁止法の執行による対応（事後対応）
を補完するために、Google・Apple に対して、①自社以外のアプリ内課金システムの利
用を許可するなどの自社優遇行為の防止、②モバイル・エコシステム内のルール等の変
更内容を関係事業者に対して事前に通知するなどによりルールメイキングに係る公正
さを確保すること、③セキュリティ確保やプライバシー保護上問題ない場合には自社ア
プリストア経由以外のアプリのダウンロードを可能にする（いわゆるサイドローディン
グ）などにより両市場における健全な競争環境を確保する、という 3 つの対応について
自主的な取組を求めています。さらに、これらの取組の実効性を確保するためには、必
要な範囲で法律による制度整備により担保することが有効とし、事前規制の導入につい
ても示唆しました。 

モバイル OS やアプリストアの市場を含むモバイル・エコシステムの競争環境につい
ては、内閣官房のデジタル市場競争本部におかれたデジタル市場競争会議ワーキンググ
ループにおいても 2021 年から検討されてきたところであり、同ワーキンググループ（第
46 回）（2023 年 2 月 14 日）において、公正取引委員会より、上記調査報告書に関する
報告も行われています。引き続き、これらの関係各省庁が連携・協力して、モバイル・
エコシステムに対する規制が検討されることが見込まれます。 

 
6.政府におけるメタバースに関する議論状況 

 

本ニュースレターVol.1 にてお知らせしたとおり、現在メタバースの利活用に関して、
政府の各研究会等における議論が活発に進んでいます。例えば、2023 年 2 月 10 日、総
務省の Web3 時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会は、中間とりまとめを
公表しました。同とりまとめにおいては、メタバースにおけるアバターの在り方や、ビ
ジネス化に向けた場合の課題など、メタバースに関する実務上の課題について、現在の
議論状況が示されています。メタバース上のアイデンティティにも法的保護を与えるべ
きではないか、プラットフォーマーの法的責任の明確化の要否など、法的な論点に関す
る議論も今後の論点として示されています。 

また、メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連
携会議第二分科会においては、現在、アバターの肖像等に関して、肖像権やパブリシティ
権、著作権等、既存の法律との整理について議論がなされています。例えば、実在の人
物の肖像が映り込んだケースや、他者の肖像を模したアバターが無断使用された場合な
どについて、例えば、プラットフォーマーやユーザーに対して、特に留意すべき事項や
対策について、ガイドライン等を通じ必要な周知を行っていくことなど大まかな対応の
方向性が示されています。 

現在開会中である第 211 回通常国会においては、「不正競争防止法等の一部を改正す
る法律案」が提出され、その改正内容には、デジタル空間における他人の商品形態を模
倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにす

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi_wg/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi_wg/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi_wg/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi_wg/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi_wg/index.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/tech_ip_telecoms_law_updates/1.html
https://www.mhmjapan.com/ja/newsletters/tech_ip_telecoms_law_updates/1.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000115.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai2bunkakai/dai2/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai2bunkakai/dai2/gijisidai.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html
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ることなどが含まれており、メタバース上のブランド・デザインなどの保護が強化され
ることが予想されます。このように、審議会などにおけるメタバースをめぐる議論に基
づいて、スピーディーに立法化が進んでおり、今後も政府における議論状況を注視して
いく必要があります。 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 
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