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データ通信サービスの現状
●谷池

宏／電電公社 データ通信本部 総括部長

昭和 50 年 6 月末におけるわが国の汎用コンピュータ

はじめに

設置状況は、台数で 3 万 1,074 台、金額で 2 兆 25 億
円となり、金額で初めて 2 兆円の大台を突破した（表

政府による相次ぐ不況対策にもかかわらず、経済情
勢は依然厳しい状況下にある。

1 参照）。また 50 年 3 月末における対前年伸び率は、
台数では 28% と従来より低下して初めて 30% を割った

こうした中で情報産業をめぐる一連の自由化スケ

が、金額では 22% で 5 年ぶりに前年を上回わった。

ジュールは、今年 4 月におけるソフトウェアの 100%

次にオンライン・システムの動向をみると、昭和 50

資本自由化をもって完了し、わが国はいよいよ完全自

年 3 月末で 1,190 システム（対前年伸び率 55%）と、

由化体制に入ることになる。その意味で昭和 51 年度は、

前年に引き続き大幅な伸びを示している（表 2 参照）。

ポスト自由化初年度として外資系各社の動きがきわめ
て注目される年である。

これに伴い、オンライン・システムに使用されるコ
ンピュータ台数の対前年増加率も、総コンピュータ台

さらにデータ通信システムの普及とともに、プライ

数の増加率が鈍化したにもかかわらず、むしろ前年の

バシーの保護にたいする世論の関心も急速に高まりつ

42% を上回わる 57% を示し、この結果設置台数ベース

つあるなど、情報産業界をとりまく昨今の社会経済情

のオンライン化率（総コンピュータ台数に占めるデー

勢にはまことに厳しくかつあわただしいものがある。

タ通信システム用コンピュータ台数の割合）は、従来

本稿は、このような状況下における電電公社データ

の年 0.2 〜 0.3% 増から一挙に 0.9% 増加し 5% となった。

通信の現状を紹介するものであるが、まずわが国のデー
タ通信の現状について簡単に触れ、次いで公社の現状
を述べることとしたい。

2）設置主体別にみたオンライン・システム数
データ通信システムは通信回線、コンピュータおよ
び端末機器の設置主体の別によって次のように分類さ
れる。

1

わが国におけるデータ通信の現状

（注）（

）内は対前年伸び率（％）である。
表1
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通信回線を接続して構成するシステム（以下「自営
システム」と言う）。

1）オンライン化の現状

（資料）JECC 調査季報

① 利用者がみずから設置したコンピュータ等と公社の
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表2

オンライン・システム、オンライン化率の推移

② 公社が通信回線もコンピュータ等も設置して、利用

の約 4% 程度となっている。

者にデータ通信設備サービスとして提供するシステ
ム（以下「公社システム」と言う）
。

3）対象業務

③ 利用者が通信回線とこれに接続するコンピュータ等

昭和 50 年 3 月末現在、稼動中のデータ通信システム

もみずから設置して構成するシステム（以下「私設

1,190 についてその適用分野をみると、生産・販売在

システム」と言う）
。

庫等の事務管理が 45.5% と着実に伸びている反面、オ

これらのうち、私設システムは制度的には有線電気

ンライン化がもっとも進んでいた預金・為替・保険等

通信法に基づき設置されているものであって、電力会

の金融業務は相対的にその比重が低下して 18.8% と

社の自動給電システム、運輸業の座席予約システム、

なった（表 4 参照）。しかし、この両者合計では依然と

地方公共団体の大気汚染観測システムなどがある。こ

して全体の 64% とわが国データ通信システムの 2/3 を

れら 3 つの形態別システム数は、表 3 に見るように昭

占めており、この傾向は数年来変わっていない。

和 50 年 3 月末で自営システムが 1,126 システム、公

これに次いで計算サービスや地方公共団体による公

社システムが 44 システムであり、私設システムは 20

害監視、交通制御などが着実に増加している。いずれ

システム程度と考えられる。この結果、全体の 90% 以

にしてもデータ通信システムは事務能率の向上、省力

上を自営システムが占めており、公社システムは全体

化を目的とした大量事務の単純処理に主として使われ

表3
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られている。
これら民間 TSS 業のサービス内容は科学技術計算業
務が主体であるが、近年販売在庫管理のような事務計
算業務あるいは株価案内のような情報提供型サービス
等へと、次第に適用業務が拡大されつつある。なお、
民間 TSS 業のサービス提供地域はほとんどが大都市中
心である。

2

電電公社データ通信の現状

1）データ通信設備サービス
電電公社のデータ通信設備サービスは、昭和 43 年に
群馬銀行為替データ通信システムを試行役務として提
供して以来、順調な発展を遂げ、昭和 50 年 12 月末現
表4

オンライン・システムの対象業務別分布

ているのが現状といえる。

在では公衆データ通信システム 18、各種データ通信シ
ステム 29、合計 47 システムが稼動している。
電電公社のサービスは、データ通信設備使用契約に

なお、注目される点として「その他」の業務のシス

基づき、公社が通信回線、センタ設備、宅内装置なら

テム数および比率が増加しており、なかでも情報検索、

びにソフトウェアなどを一括してサービスを提供する

テレメータリング・システムなどが次第に多くなりつ

ものであるが、システムの利用態様、性格などから 2

つあり、オンライン・システム利用分野の拡大がうか

種類のサービスに大別される。
その第 1 は、大形コンピュータの共同利用によるコ

がえる。

スト・パフォーマンス向上を狙いとしたもので、公社
があらかじめ標準的サービス内容を定めてシステムを

4）情報通信業の現状
わが国における情報通信事業は現在、電電公社、国

設計、建設、提供するいわばレディーメード型のサー

際電信電話および民間企業によって営まれている。電

ビス（以下「公衆データ通信サービス」と言う）であり、

電公社については後述することとして、国際電信電話

不特定多数の一般ユーザを対象としたものである。

では 48 年 3 月に国際オートメックス・サービスを開始

また、その第 2 は特定利用者（または利用団体）の

しているが、これは従来の国際電信専用回線の接続機

求めに応じ、その対象業務に適したシステムを公社が

能の拡大を図ったもので、特定業務の処理または情報

設計、建設、保守するいわばオーダメード型のサービ

提供はおこなっていない。

ス（以下「各種データ通信サービス」と言う）である。

次に民間の情報通信業者をみると、現在サービスを

なお、このほかにデータ通信設備使用契約に基づくサー

おこなっている企業数は 35 社前後とみられる。しかし、

ビスではないがプッシュホン（押しボタンダイヤル電

この中には企業の社内情報処理部門を別会社にしただ

話機）によるサービスとして電話計算サービスがある。

けで、独自の営業活動はおこなっていないものも含ま

（1）公衆データ通信サービス

れており、一般のユーザを対象としてサービスを提供

公衆データ通信サービスには「科学技術計算サービ

している、いわゆる民間 TSS 業者は 24 社程度と数え

ス」および「販売在庫管理サービス」があり、昭和 50
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年 12 月末現在でそれぞれ 8、10 システムが稼動して
いる（表 5 参照）
。

DEMOS-E サービスの提供が可能となった（表 6 参照）
。
DEMOS-E は、DEMOS に比べ演算速度や記憶容量が

① 科学技術計算サービス
科 学 技 術 計 算 サ ー ビ ス（DEMOS−DEnden Kosha

向上したほか、使用言語としてまず COBOL が追加され、
さらに BASIC および PL/I の使用が可能になった。

Multiaccess On-line System）は、高度な技術計算や経

また端末装置については、騒音対策面、操作面での

営計算ができるわが国初の本格的商用 TSS として昭和

向上を図ったキーボード・プリンタおよびサーマル・

46 年 3 月東京でサービスを開始したもので、以来広く

プリンタを提供するとともに、さらに CR T ディスプレ

利用者にコンピュータ・パワーを利用していただくた

イと XY プロッタを加えるなど、一層のサービス向上を

め、機能の拡大とサービス対地の拡大に努めている。

図っている。

この間、従来の DEMOS に加え公社が国産メーカ 3 社

DEMOS の利用方法としてはセンタに備えられたラ

と共同開発した高性能超大形電子計算機 DIPS-1 を使っ

イブラリー・プログラムの利用はもちろんのこと、利

た DEMOS のレベルアップ・サービス DEMOS-E を 48

用者自身が自由にプログラム（利用者プログラム）を

年度以降提供している。

作成し、業務処理をおこなうことができるほか、利用

さらに、これと同時に横浜を皮切りとして、サブ・セ
ンタ方式を導入し、以後札幌、神戸、京都など中核都市

者プログラムやデータをセンタに保管し使用すること
もできる。

を中心にサービス・エリアの拡大を図り 50 年 12 月末

利用者を業種別にみると、通信・出版・サービス業（建

現 在 そ の 数 は 36 地 区 に も 達 し、 全 国 主 要 都 市 で

築設計事務所を含む）54%、建設・製造業 37%、その他
（商業・金融。官公庁等）9% となっている。このよう
に DEMOS の利用はその特性を反映して、これまで設
計計算等の技術的計算が多かったが、前述した使用言
語の大幅な追加や各種性能の向上等もあり、工程・生
産管理、給与計算、財務計算等の事務計算を始め広範
な分野に次第に利用される傾向がみえている。
またユーザ規模別にみると、資本金 1,000 万円未満
27%、10 億円以上 17% と小規模なものから大規模なも
のまで広く利用されている。
電電公社はこれまで、利用者のプログラム作成の省力
化に資するのみならず、高度な機能、高い信頼性を有す
るものが容易に利用できるようライブラリー・プログラ
ムの充実に配意してきたところであるが、さらにユーザ
の利便を図るため、汎用的なもの、実務的なもの、技術
先導的なものの拡充に努めつつある。この結果、その数
も 50 年度末で約 400 本にも達し、広範な分野に利用し
得ることとなるが、今後もその拡充をより一層進めるこ
ととしている。また、利用者の利用の高度化と多様化に
伴い、事務計算機能の拡充にたいする要請が高まってお

表5
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表7
表6

サブ・センタによる DEMOS-E のサービス状況

サブ・センタによる DRESS のサービス状況

DRESS はセンタに設置された共同利用の大形コン

実にも努めていきたいと考えている。

ピュータと、これと通信回線で結ばれている端末機と

② 販売在庫管理サービス

で構成されており、導入に先立つ現状分析、システム

販 売 在 庫 管 理 サ ー ビ ス（DRESS−Denden Kosha

設計から利用開始後のアフターケアまでのソフトウェ

REal-time Sales-management System）は、オンライン・

ア、ハードウェアを一体としたシステム商品であると

リアルタイム機能を駆使して企業における販売在庫管

いう特徴を備えている。

理、生産管理等の企業活動をサポートするデータ通信

利用者は、日々の取引データを端末からインプットす

サービスで、昭和 45 年 9 月に東京でサービス開始した。

るだけで、あらかじめセンタの利用者ファイルに格納さ

その後 50 年 10 月には、DRESS のサービス内容向上

れている商品台帳や顧客台帳等の内容の更新、各種伝票

を図って DIPS-1 を使用した東京Ⅲセンタのサービスを

作成あるいは日報、月報などの管理資料作成が可能であ

開始した。

る。処理方式には、即時処理と一括処理の 2 つがあり、

また、全国的な需要に応ずるため、48 年 9 月から導
入したサブ・センタも 50 年に入って長野、下関、豊橋
など 13 地区が増設され、50 年 12 月末で 31 地区に達
している（表 7 参照）。

ビジネスコミュニケーション
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伝票作成、在庫問合わせ等は即時処理でおこない、各種
管理資料等の作成は一括処理でおこなっている。
また、DRESS に適した対象業務は、販売・在庫・受
発注・入出金等の企業活動における管理業務が中心と

55

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

アーカイブ

アーカイブ

なっているが、ファイル設計のいかんによっては多分
野にわたるシステム作りが可能であり、最近では予約、
検索業務などにも適用され、その範囲はきわめて広い
ものとなっている。
DRESS ユーザの利用状況をみると、まず業種別では
卸売業が 55%、
製造業が 34%、その他 11% となっている。
ユーザの資本金、
従業員別の事業規模では、
資本金 5,000
万円以下の企業が 63.7% を、また従業員 100 人未満の
それが 51.7% を占めており、販売在庫管理サービスが
中小企業を中心に利用されていることを示している。
このほか最近では、DRESS を自社のコンピュータのサ
ポート・システムとして併用することによって、経営
の合理化を図ろうとする企業も漸次増加してきている。
電電公社としては、今後も DRESS 標準プログラムの
整備拡充をおこなうとともに、利用者のニーズについ
ても十分検討しサービス内容の一段の向上に努めたい
と考えている。
③ 電話計算サービス
電 話 計 算 サ ー ビ ス（DIALS−Denden Kosha
Immediate Arithmetic Library System）は、先にも述べ
たとおりデータ通信設備サービスではないが、プッシュ
ホンからコンピュータ・パワーを利用できるサービス
として、昭和 45 年 9 月から提供している世界でも類を
見ないユニークなサービスである。50 年 12 月末で東京、
大阪、名古屋をはじめ横浜、京都、神戸など 16 都市で
利用が可能となっており、今後さらにサービス提供地
域の拡大を計画中である。なお、これら地域における
プッシュホン加入数は、50 年 12 月末で 105 万 5,000
台に達している。
利用方法には直接計算、定義計算、ライブラリー計
算の 3 種類があるが、東京、大阪両センタとも直接計
算が全体の約 79% と圧倒的である。
またライブラリーでは「バイオリズム」
「日数計算」
「最
小二乗法」
「複利計算」などがよく利用されている。
（2）各種データ通信サービス
各種データ通信サービスは、昭和 43 年 8 月の群馬銀
行（為替）システムを第 1 号として開始して以来逐次
増加し、昭和 50 年 12 月末で合計 29 システムが稼動
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している（表 8 参照）。

2）データ通信回線サービス

電電公社は従来から公共的、全国的、開発先導的な

（1）特定通信回線サービス

システムを重点に、国民福祉の向上、社会開発の推進

特定通信回線はここ数年平均で 35% と大幅な増加を

などに寄与するナショナル・プロジェクト関連システ

続けてきており、昭和 50 年 3 月末で総計 3 万 3,533

ムの開発に積極的に取り組んできており、その成果は

回線となっている。

着実にあがりつつある。

規格別の利用状況をみると、D-1 規格（帯域使用）が

たとえば自動車登録検査システム、地域気象観測シ

もっとも多く全体の 33% を占めており、次いで D-5 規

ステム、環境情報システム等がすでにサービスを開始

格、C-2 規格、A-1 規格の順となっている（表 9 参照）。

しているほか、運輸省の航空路レーダ情報処理システ

50 年 3 月末における回線数の対前年度倍率は、D-9 規

ム、農林省の生鮮食料品流通情報システム、郵政省の

格 3 倍、I-1 規格 2.7 倍、I-3 規格 2 倍など高規格回線が

為替貯金業務総合機械化システムなどが現在設計ある

高く、これに次いで自営モデムを接続して高速データ通

いは建設中である。また、公社がこの分野のものとし

信にも利用できる D-1 規格の伸びが 1.6 倍といちじるし

て自主開発し、現在その具体化に向けて取り組んでい

く、高速化の傾向が顕著になりつつある。

るものとして共同利用型医療情報システムがある。こ
のほか、多くのシステムについて主管省庁等のシステ

なお、1 システムあたりの回線数は昭和 50 年 3 月末
で 30 回線と年々減少の傾向にある。

ム化構想の作成に協力している。
現在、稼動中のシステムを業種別にみると、金融シ
ステムがその多くを占めている。これは、わが国では
オンライン化が金融関係を中心として普及してきたこ
とが公社システムにも反映されているものであるが、
この中でも昭和 48 年 4 月にサービス開始した全国銀行
システムは、全国の都市銀行、地方銀行、信託銀行、
長期信用銀行および日本銀行の計 88 行、約 7,600 店
舗を結ぶ全国的なシステムである。また 50 年 11 月に
サービスを開始した現金自動支払データ通信システム
は、CD カードを使ってデパート、街頭などに設置した
現金自動支払機から加盟各銀行預金の払出しができる、
いわば各銀行共通の

街頭銀行

ともいえるもので、

各行のコンピュータと自動支払機をセンタを介して相
互に結ぶ世界でも類例のないシステムである。当面、
都市銀行、地方銀行、相互銀行など計 36 行が参加して
6 大都市とその週辺地域を対象にサービスが提供されて
いるが、近く合計 54 行に拡大される予定である。
このほか、各地域の信用金庫協会システムや税理士
会システムのような共同利用型システムが増加してい
ることも、公社システムの特徴となっている。
表9
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（1,319 回線）、電信型 39 システム（1,307 回線）に達

（2）公衆通信回線サービス
公衆通信回線を使用したデータ通信システムのうち、

している（表 10 参照）。前年度にたいする倍率（電信

加入電信網を利用するシステムは 47 年 11 月から、ま

型＋電話型）では、システム数、回線数ともに 3.3 倍

た加入電話網を利用するシステムは、全国的には 48 年

という急増ぶりであるが、なかでも電話型の伸びは特

8 月から可能となり、49 年度末で電話型 118 システム

にいちじるしく、システム数で 5.9 倍、回線数で 5.2
倍の高率を示している。これは低トラヒック端末を公
衆網に収容して通信回線コストの低減化を図るなど、
データ通信回線の効率的な使用方法が利用者に深く浸
透しつつあることを示している。
業種別、適用業務別の利用状況をみると、電話型で
は製造・建設業の販売在庫管理と情報通信・ソフトウェ
ア開発業の受託計算に、電信型では金融業の為替入金
通知、製造・建設業の販売在庫管理に多く利用されて
いる（表 11 参照）。また、公衆回線を使用するシステ
ムで特筆すべきものに「プッシュホンによる国鉄の座

表 10

公衆通信回線を使ったシステムとその回線数

表 11
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データ通信サービスの現状

ホンを端末とし、既設の私設オンライン座席予約シス
テムに接続するもので、電話型公衆通信回線の新しい
利用形態であり、50 年 3 月から利用されている。

向上をもたらすと期待される超 LSI の開発などがある。
このうち、DIPS 計画は国内有力メーカの協力を得て
43 年に着手され、48 年暮には DIPS-1 の商用第 1 号機
が DEMOS-E サービスに導入された。引き続き現在はこ
のレベル・アップを狙った DIPS-11 の開発実用化を急い

3

電電公社データ通信事業における今後の課題

でおり、51 年度中に商用化すべく準備中である。
また、新データ網は速度、性能、品質、付加機能等の

データ通信をめぐる内外の動きや国内における電電

面でこれからのデータ通信（伝送）需要に優れた適応性

公社の役割など総合的観点から、公社は次の点につい

をもっている。電電公社は国民の要望に応じた公衆電気

てこれを積極的におし進めていくことが必要であると

通信サービスを提供する責務を負うものであり、こうし

考えている。

た新しい要請にも積極的に対応していく必要があるが、
その実現のためにはデジタル交換・伝送技術をはじめ、

1）ナショナル・プロジェクト関連システム開発の推進
電電公社がおこなうデータ通信サービスについては、
従来から販売在庫管理サービス、科学技術計算サービ
スの普及に力を入れるとともに、公共的性格の強いシ

情報処理技術等をも駆使した総合的な電気通信技術が要
求される。幸い、これまで蓄積された技術と経験を活か
し、その実現に努めていきたいと考えている。
さらに超 LSI はそれが実現すれば電子交換機、搬送、

ステム、全国的なネットワークを構成するシステム、

マイクロなど電気通信の分野に大きく貢献するもので

開発先導的システムに重点をおき積極的に取り組んで

あるが、超大形コンピュータをはじめ、情報処理分野

きたところであり、前述のようにその成果は着実にあ

にも飛躍的な成果をもたらすものと期待されている。

がっている。
電電公社は今後も医療、公害防止、流通機構の改善、

3）独立採算性の確立

行政サービスの向上など国家的規模の公共性の強いシ

昭和 46 年 5 月の公衆電気通信法の改正により、電電

ステムを主体とし、福祉の向上と社会の発展に役立つ

公社のデータ通信事業は公衆電気通信役務として法定

ナショナル・プロジェクトを中心に拡充を進めていき

されたが、同時に民間企業においてもデータ通信サー

たいと考えている。

ビスの提供が可能となった。
電電公社のデータ通信が電信電話事業の運営に支障を

2）データ通信技術の開発

きたすようなことがあってはならないし、また電電公社

技術革新のテンポの早い情報処理分野で、高度化、多

としてはいたずらに市場を攪乱することなく、わが国情

様化、広域化する要請に対応し、かつ強力な外国資本に

報処理市場の健全な成長のために公正な競争体制を維持

も十分対抗し得る力を維持するためには、まず技術的基

することが必要であるとの考えから、データ通信を開始

盤の拡充が必須である。こうした認識に立って、電電公

して以来独立採算性の実現を基本方針として努力してい

社は従来から新技術の開発と実用化に努力してきてお

る。われわれとしては 1 日も早く独立採算の段階に到達

り、その成果は公社のシステムヘはもちろんのこと、民

するよう、今後も最大限の努力をする所存である。

間も含めた国内全体の技術水準の向上に寄与してきた。
現在取り組んでいる代表的なものとしては、データ通
信用超大形コンピュータの開発をめざす DIPS 計画の推
進、増大するデータ通信（伝送）需要に対応するための
新データ網の開発実用化、電気通信技術全体の飛躍的な
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が、経済社会活動の効率化への要請、わが国情報産業の

電公社は今後とも適切な規模でデータ通信事業を運営し

育成、基本的通信技術の維持向上等の面からみても、電

発展させていく責務があると考えているところである。

プライバシー保護とその費用
●内海

はじめに

善雄／郵政省 大臣官房 電気通信 副参事官

保護規制がおこなわれたばあい、どの程度のコストが
そのために必要となるか（以下「プライバシー・コスト」
と呼ぶことにする）を考察することも、今後プライバ

情報処理技術の進歩によって、データの大量な蓄積
と高速・高度な処理が可能となった結果、今日コン

シー保護をより効果的に進めるうえで有力な手がかり
を与えるものと考えられる。

ピュータは急速に普及しつつあり、その利用分野も日

かかる認識に立って、このほどシミュレーション・

常生活のさまざまな面に及んできている。たとえばわ

モデルを用いたプライバシー・コストの試算をおこなっ

が国のばあい、汎用コンピュータは毎年約 30% 以上も

てみた。本稿はその概要を紹介するものであるが、趣

の増加を続け 50 年 6 月末で約 3 万 1,000 台に達し、

旨をより一層ご理解いただくために、まずプライバシー

今後もこうした傾向は続くものと予想されている。ま

をめぐる最近の動向をごく概略的に整理し、そのあと

た適用領域も単に一企業における単なる大量事務の単

具体的なコスト試算について述べることとしたい。

純処理の段階から医療、教育、公害監視、交通制御といっ

なお、この種の試みはまだ緒についたばかりであり、

た社会システムの分野へと発展し始めている。今やオ

外国でもあまり例がない。筆者の知り得るところではわ

ンライン技術の進歩と相俟って、家庭内のプッシュホ

ずかに昨年、ブリティッシュ・コロンビア大学の R.C. ゴー

ンによる新幹線の座席予約や、デパートやターミナル

ルドスタイン助教授らが同様な認識に基づいて研究発表

に設置された現金自動支払機（キャッシュ・ディスペ

したシミュレーション分析があるのみと思われる。

ンサ）による預金の払い戻しが可能となるなど、直接
市民がコンピュータ・パワーを利用できる段階にまで
到達するに至っている。
このようにコンピュータが幅広く利用され、その効

1

プライバシーをめぐる最近の動向

果も高まっていく反面、個人にかかわる情報処理に関

ここ数年のプライバシーをめぐる内外の動向には、

してそのデータが集中され、または他に提供されやす

ま こ と に め ま ぐ る し い も の が あ る。 ま ず 海 外 で は、

くなることなどから個人のプライバシーが侵害される

1973 年スエーデンが国家レベルでの立法としては世界

恐れがあるとして、その保護対策検討の必要性が各方

最初の「データ法」を制定し、これに次いで

面から指摘されるようになってきている。

頭アメリカで連邦政府の保有する情報システムを規制

このプライバシー保護の検討にあたっては、いろい

75 年初

した「1974 年プライバシー法」が制定され、 75 年 9

ろな視点からのアプローチが可能である。その一環と

月発効した。この間

してコスト（費用）という側面に着目し、プライバシー

護法案」が政府から提案され現在審議中である。また、

60

73 年には西ドイツで「データ保

ビジネスコミュニケーション

2015 Vol.52 No.8

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

プライバシー保護とその費用

イギリスでもかねてからプライバシーに関する各種調

保護のためにどんな要件を付すか）についてはさまざ

査をおこなっており、それらをふまえて昨年 12 月、政

まな考え方がある。たとえばスエーデンとアメリカの

府は「コンピュータとプライバシー」と題する白書を

法律を比べてみても、スエーデンは規制のための特別

発表しており、フランスでも昨年 6 月大統領統令に基

な機関「データ監査委員会」による許可制をとってい

づく「情報処理と自由」に関する委員会報告書が政府

るのにたいし、アメリカは「自己責任と自己監視」の

に提出されている。このほかカナダ政府もすでに「プ

原則に則っており、特別な規制機関を設けていないこ

ライバシーとコンピュータ」についての検討をおこなっ

とをはじめ、保護立法の内容に大きな相違がある。こ

ており、ノルウェー、デンマーク等の諸国でも種々の

のほか、これまでに公にされた内外の法律や法律案の

検討をしていると伝えられている。

内容をみても、それぞれ規制の具体的な態様に差異が

また国連においては

73 年および

74 年、人権委

員会が「人権と科学技術の進歩」という観点からの報
告書を出しており、OECD でもすでに研究会等が開催
されている。

あり、試算にあたってどれを前提とするかがまず第 1
の問題であった。
そこで今回は、前項でふれたスエーデン「データ法」、
アメリカ「1974 年プライバシー法」、西ドイツ「デー

わが国においてもプライバシーをめぐる論議は最近

タ保護法案」、行政監理委員会「中間報告」、およびア

とみに高まりつつある。たとえば昨年 4 月、行政監理

メ リ カ 保 健 教 育 福 祉 省 長 官 諮 問 委 員 会（HEW） が

委員会が「行政機関等における電子計算機利用に伴う

1973 年 7 月発表し、その内容が注目されている「記録、

プライバシー保護に関する制度の在り方についての中

コンピュータおよび市民の権利」の 5 資料を分析し、

間報告」
（以下「中間報告」と言う）を答申したし、こ

この中から保護の態様を想定することとした。

のほか各政党レベルをはじめ諸団体、労働組合、研究

そのため、これら 5 つの資料のそれぞれについて、プ

グループ等がそれぞれの分野で検討あるいは諸活動を

ライバシー保護のためにどのような要件を付しているか

おこなっているもようである。

を列挙し、
データ処理の流れに沿って整理した。
その結果、

こうした中にあって、政府も今年 1 月の事務次官会
議で政府機関の電子計算機処理に係るデータ保護につ
いて、より一層の徹底を図るべく管理規程等の整備な

次の（1）〜（11）までの各項をプライバシー保護の要
件として作業を進めることとした（表 1・B 欄参照）。
（1）本人への通知または同意

どを申し合わせたところであるし、郵政省としても情

個人に関するデータをシステムに収容するばあいに

報通信業等を対象としたデータ保護基準を作成したい

は、当該本人にその目的・用途・内容等を通知するか、

と考えているところである。

または同意を求めなければならない。
（2）記録内容の開示

2

プライバシー・コスト試算にあたっての
基本的な考え方

プライバシー・コストを試算するばあい、基本的な
考え方、前提をどう捉えるかによって結果が異なって
くることが予想されるが、今回はいわば第 1 次試算と
して次のような考え方に立って作業をおこなった。

本人が、システムに収容されている自己に関するデー
タの内容を知りたい旨の要求をしたばあいには、それ
に応じなければならない。また、データの内容を定期
的に本人へ通知しなければならない。
（3）訂正・削除・不服申立
システムに収容されている自己に関するデータの内
容に異議があるばあいには、本人はその訂正・削除を
要求することができ、システム実施者はこれが妥当な
ばあいにはそれに応じなければならない。また両者間

1）保護規制の態様
プライバシー保護の態様（規制に際し、プライバシー
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の旨（不服申立）記録しておかなければならない。

一般にプライバシーを法的に保護しようとするばあ

また、本人に関する情報がすでに他へ提供されてい

い、物理的側面（建物・設備など）、技術的側面（ハー

るばあいには、その提供先にたいしても訂正・削除・

ドウェア・ソフトウェア）、管理・運営面などの観点か

不服申立の旨を知らせなければならない。

らの規制も含まれるものと考えられる。現に各国の法

（4）他への提供の制限および目的外使用の制限
個人に関するデータをみだりに他へ提供したり正当
な目的以外に使用してはならない。
（5）操作・提供記録の作成
個人データに関する操作・提供記録を作成し、保管
しなければならない。

律等をみると、こうした点についての規制もなされて
いる。しかしながら同時に、この種の側面はプライバ
シー保護立法の有無如何にかかわらず、コンピュータ・
システムで処理されるデータの保護や、システムの安
全性といった、いわゆるデータ保全（セキュリティ）
あるいは完全性（インテグリティ）の立場からも本来
配慮されるべき問題である。

（6）使用記録の開示
操作・提供記録の使用状況について本人からの要求
があれば開示しなければならない。
（7）ファイル期限の設定・検査およびファイルからの

したがって、これらに対応するコストについても厳
密にはプライバシー・コストと言い切ってしまうのは
問題で、いわばセキュリティ・コストあるいはインテ

除去

グリティ・コストとも言うべき側面をも併せ持ってお

個人データの収容期限を定めるとともに、これが遵

り、この間を崚別することはほとんど不可能である。

守されるよう常に検査しなければならない。また期限
が終了したデータおよび不必要になったデータについ
ては、除去・廃棄しなければならない。

こうした点を考慮し、さきにあげた要件のうち、管理・
運用等にかかわるものは除外することとした。
（2）条件設定の困難な要件の除外
このほか前記要件のうち、公示、他への提供の制限、

（8）管理・運用等
個人データの取扱いに際しては、人的、自然的、物

規制機関の設立、委託の制限等については具体的な方

理的、その他各種要因による破壊、盗難、滅失、変形

法、起こり得る確率等試算のための条件設定が困難で

等に遭遇しないよう努めなければならない。

あるので除外した。
この結果、今回は、

（9）公示
個人データを取り扱うシステムは、その旨公表しな
ければならない。

① データ収集時における本人への通知または同意
② 記録内容の本人への開示
③ 記録内容に関する本人からの訂正・削除・不服申

（10）規制機関
プライバシー保護のため、規制機関を設置する。

立請求の容認
④ 個人データに関する操作提供記録の作成

（11）委託の禁止
個人のデータを保護するため、関係処理の一部また
は全部を委託することを禁止または規制する。

⑤ 個人データの使用状況記録の本人への開示
⑥ 記録保有期限の設定と遵守
の 6 項目の要件を対象とし、それに対応するコストを

2）コスト試算範囲の限定（保護要件の限定）

算出することとした。

プライバシー・コストの試算はいま述べた各要件を
対象として、その実現のための費用を算出することで
あるが、次のとおり一部要件について試算対象範囲か
ら除外した。

試算は数種の想定モデル・システムを対象としておこ
なうこととした。モデルとしては、プライバシー問題に

（1）セキュリティ等と重複する要件の除外
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表2

モデル・システムの概要

信用、犯歴）から 7 システム（一般市中銀行、郵便貯金、

最適と考えられる対策を表 1（C 欄）のとおり想定した。

簡易保険、住民登録、医療、信用情報、犯歴）を想定した。

次に各対策ごとに実施のプロセスを検討し、それを

各システムの想定概要は、表 2 のとおりである。

基にモデル式を作成し、所要のコストをはじいた。
また、これに際しての必要な前提条件を表 3 のとお
り定めた。

4）コストの区分
モデル・システムが既存のものであるとして、規制
がおこなわれることによって要する追加的費用を、規
制実施の時点において要する費用（以下「移行経費」

4

と言う）
、およびそれ以降システムを運営していくうえ
で必要とする費用（以下「通常経費」と言う）に区分
して試算した。

試算結果

プライバシー・コストの試算結果は表 4 〜表 6 のと
おりで、システムによって差異があるが全体的には大

さらに具体的なコスト算出にあたっては、費用内訳

要次のような傾向を示している。なお本人の同意を要

としてプログラム作成費（移行にあたってプログラム

するシステムについては、ハガキ返戻率が 80%、20%

を変更または作成する費用）、プログラム維持費（バグ

の 2 つのケースに分けてコスト算出をしたが、費用内

の修正、仕様の修正などによるプログラムの維持費）、

訳の比率等の傾向に大きな差はなかった。

オペレーション費（規制項目を実施するためコンピュー
タを操作する費用）
、ファイル設備費、事務処理費、通
信費にそれぞれ分けて試算することとした。
なお、これら相互の関係は表 1（E、F 欄）のとおり
である。

1）移行経費
移行経費をまず絶対額でみると、医療システムが
2,000 〜 3,000 万円程度であるのにたいし、貯金局や
簡易保険システムは 100 億円以上を要することになり、
システムによってきわめて大きな幅がある（表 4 参照）。
次に対策別の比率をみると、本人への通知または同

3

試算方法と条件設定

意のために要する費用が全システムで圧倒的なウェイ
トを占めている。

試算は前項〔2 − 2〕で述べた 6 項目の保護要件につ

さらにこれを費用内訳でみると、通信費がどのシス

いてそれを達成するための費用を算定することである

テムでも約 60% 以上を占めており、次がオペレーショ

が、この際各要件を達成するための具体的な対策如何

ン費となっている（表 5 参照）。また、プログラム作成

が問題となってくる。そこで今回は、各要件に応じて

費は比較的少なくなっている。
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表3

試算にあたっての前提条件

なおオペレーション費はさらに細分すれば、オペレー

円強から 100 円弱となっている（表 6 照参）。この中

タの人件費とマシン使用料に、またプログラム作成費

で住民登録、犯歴などは本人のデータを収容する際に

はプログラマ人件費とデバッグ・マシン使用料に大別

その旨の通知だけでよく（同意を必要としない）、その

できる。したがって、
移行経費を要素的にみれば通信費、

結果通信に要する費用負担が少なくなるため、1 人あた

マシン使用料、人件費が要素ビッグ 3 と言える。

りプライバシー移行費は 75 〜 80 円と他システムの約

この結果、システムに収容される個人 1 人（または

半分近い金額で収まっている。

1 日座）あたりプライバシー移行経費はおおむね 200
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2）通常経費
プライバシー対策のための通常経費の増加分を従来の
経費にたいする比率でみると、医療システムは 3 〜 7%、
住民登録システムは 21% など比較的小さいのにたいし、
銀行や貯金局システムは約 40 〜 90% とかなりの増加と
なっている。さらに簡易保険システムになると、約 60%
から 150% もの増加になるとみられる（表 4 参照）。
またこの内訳を対策別構成比でみると、個人データ
に関する操作提供記録の作成に要する費用（全体の 30
〜 80%）と記録内容の本人への定期的通知に要する費
用（同 10 〜 70%）とが大宗を占めている。
次にこれを費用内訳でみると、オペレーション費が
70 〜 90% 台を占め、残余の大半を通信費が占めるとい
うのが一般的パターンであるが（表 5 参照）、信用情報
はオペレーション費が 55 〜 56%、通信費が 40% と、
通信費の比率がかなり高まっている。さらに、犯歴の
表6

プライバシー・コスト算出結果
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ばあいはこの関係が逆転し、通信費が 54% とオペレー
ション費の 40% を大幅に上回っている。通常経費の中
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一部を並列させてみると表 7 のようになる。
まず 1 人あたり移行経費をみると医療、犯歴などは
おおむね類似しているが、信用情報のばあいはゴール
ドスタイン分析のほうが大幅に低くなっている。
これにたいし 1 人あたり年間通常経費はほぼ同額を示
している。しかし 1 トランザクションあたり年間通常経
費は、ゴールドスタイン分析では非常に高くなっている。
このほかゴールドスタインによれば、高くつくのは
人件費で、コンピュータによる処理費用は比較的小さ
な比率になっており、今回の分析とは異なった結果を
示している。ただしプログラミング・コストのウェイ
トが小さい点では一致してもいる。
このように異なった傾向ができたのは、最初にも述
べたとおり基本的考え方や前提条件等の相違によるこ
とが大きいと考えられる。
表7

今回の分析とゴールドスタイン分析の比較

でオペレーション費のウェイトが高いのは、システム

おわりに

の操作提供記録作成のためのオペレーション費が高く
つくためであり、また通信費が高いのは個人情報の本

以上、プライバシー・コスト試算プロセスと結果の

人への定期的通知に要する費用が大きなウェイトを占

概要を紹介したが、この分析については未だ不十分な

めるからである。

点が多い。たとえばセキュリティやインテグリティに

なお、通常経費のばあいも移行経費同様、通信費、マ

関連するコストも算定するほうがより有益であろうし、

シン使用料、
人件費が主要 3 要素であることに変りはない。

保護要件達成のための具体的対策についてもっと多角

この結果システムに収容される 1 人（口座）あたり年

的かつ綿密な分析が必要であろう。こうした不十分な

間プライバシー費は最小の犯歴システムで約 100 円、最

点については、今後必要に応じて補正していく必要が

大の銀行システムで 600 〜 650 円となっている（表 6

あると考えている。

参照）
。特に銀行、郵便貯金、簡易保険などのシステムは

いずれにしてもこの種の分析は今日的要請にかなう

プライバシー費用だけで移行前の通常経費以上の費用

ものであり、今後プライバシー保護について検討する

（ただし 1 人あたり）が必要になることを示している。
また 1 トランザクションあたり年間プライバシー費
は、犯歴の 168 円を別にすれば各システムとも 100 円
以下となっている。

ための一助となることを願うと同時に、関係各界にお
いてもこうした角度からのアプローチが活発におこな
われることを期待するしだいである。
なお、本分析にあたっては、電電公社森田時雄氏か
ら専門的・技術的観点に立った助言とご協力をいただ

3）ゴールドスタイン分析との比較

いた。誌上を借りて感謝申し上げておきたい。

ゴールドスタイン分析は（注）、基本的考え方、具体的
な試算プロセス、前提条件など今回の試算と諸種の点
で異なっているので単純な比較はできないが、結論の
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（注）
『The Cost of Privacy』（R.C. Goldstein 1975）『個人のプライバ
シーと企業のコンピュータ』（海外電気通信、1975 年 6 月号）参照
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