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2016年10月25日 〜11月 ３ 日 ま で
チュニジア　ヤスミン ・ハマメット
で世界電気通信標準化総会（WTSA-
16）が開催されました．ここでは
WTSA-16の概要をそこで議論された
トピックとともに紹介します．

WTSAの位置付け

WTSA（World Telecommunication 
Standardization Assembly）はITUに
おいて電気通信の標準化を担当してい
るITU-T（International Tele commu-
ni cation Union-Tele communi cation 
Standardization Sector）の最高意思
決定機関であり， ４ 年に一度開催され
ます．より上位にはITU全体の意思決
定を行う全権委員会議，理事会などが
設置されています（図 １ ）．WTSAで

はITU-Tの 活 動 方 針 の 策 定，SG
（Study Group）の再編，SGおよび
TSAG（Telecommunication Stand-
ard i za tion Advisory Group）の議長，
副議長の選任などを行います．

ITU-Tにおける標準化活動はSGを
中心に行い，議論に技術的専門性を必
要とすることから民間企業の技術専門
家が大きな役割を担っています．一方，
WTSAでの議論の多くは政策的課題
や組織の運営方針に関するものであ
り，SGでの議論に比べて政府関係者
の役割が大きく，当然，個々のテーマ
の議論には技術的知識を必要とするも
のもあることから民間企業の技術専門
家も一定の役割を担いますが，政府と
民間が協力して議論を進めることが
WTSAの特徴の １ つです．

WTSAでの議論の結果の多くは決

議という文書にまとめられます．決議
は国際法とみなされるITU憲章，ITU
条約，業務規則（無線通信規則，国際
電気通信規則）と異なり法的拘束力の
ない文書ですが，ITU-Tの活動指針
として重要度の高い文書であると同時
に作業方法などITU-Tの活動を定め
る指針としての意義があります．

WTSAは総会としての意思決定を
行うプレナリ会合の配下に ５ つの委員
会（図 ２ ）が設置され，個別のテーマ
について具体的な議論が進められま
す．特に重要な委員会は作業方法を検
討するCOM3と作業計画を扱うCOM４
です．

 S G 再 編

SG再編はWTSAで扱われるもっと
も重要な事項であり，現在ITU-Tに
は１１のSGが 設 置 さ れ て い ま す．
ITU-Tの運営の効率化から作業量の
減少したSGに対し，他SGとの統合が
提案されました．今回削減が検討され
たのはCATVを担当するSG9と信号
方式を担当するSG１1で，それぞれ
SG１5/SG１6およびSG１3との統合が
検討されました．

SG１1のSG１3への統合は米国，カ
ナダ，CEPT（欧州）から提案されま
したが，RCC（ロシアなど），APT（ア
ジア太平洋）などから存続を求める意
見がありました．欧米諸国以外に統合
案への支持は広がらずSG１1の単独存
続は合意されました．

SG9に関しては当初APT以外に存
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続を求める意見はありませんでした．
日本からCATVの標準化の特殊性（通
信業界とは異なる規制など）をよりど
ころにSG9の存続を主張すると，ロシ
アがSG9存続支持に態度を変え，これ
をきっかけにアラブ，アフリカも相次
いでSG9存続支持に態度を変化させま
した．SG9の廃止を主張する欧米諸国
と並行線の議論が続きましたが，20１6
年１0月29日に欧米諸国が妥協し，SG9
存続が決まりました．

SG9存続は決まったものの，欧米諸
国を中心に品質に関する課題のSG１2
への移管，ホームネットワークに関す
る課題のSG１5への移管を強く求めら
れました．これに対してはSG9存続を
支持していた途上国からの意見はそれ
ほど強くなく，特にアフリカ諸国は
SG9存続を認めるものの品質関係の課
題の移管を主張していました．今回の
WTSAではSG再編を担当するCOM４
議長がガーナ出身であり，やや強引な
かたちで課題移管の合意を図りました
が，日本側は議論の進め方に問題があ
るとして留保（reservation，議論を
再開する権利を確保する行為）を行う
などして抵抗しました．結果として品
質とホームネットワークに関する課題
移管は合意されましたが，関係SGで
必要な作業が行えるよう所掌の整理を
進めました．

これら以外にはSG2で行われていた
Human Factorの課題のSG１6への移
管，ITU-Tの体制見直しを検討して
きたRevComのTSAGへの吸収などが
合意されました．SG再編の結果につ
いては決議 2 にまとめられました．
SG再編の概要を図 ₄ に示します．

議長，副議長の選任 

今回のWTSAで選任された議長，
副議長を表に示します．SG2，５ ，9 ，
１１，１6，１7で新任の議長が選任され

Plenary
議長 Moktar｠Mnakri（チュニジア）
副議長 前田（日本，TTC），他2名

COM1：会議運営
議長 Moktar｠Mnakri（チュニジア）
副議長 前田（日本，TTC），他2名

COM2：財政
議長 Weiling Xu（中国）

COM3：作業方法
議長 Steve｠Trowbridge（米）

WG3A 議長 Ahmed｠Sharaf Al‐Raghy（エジプト）

WG3B 議長 Bruce｠Gracie（カナダ）

COM4：作業計画と組織構成
議長 Kwame｠Baah‐Acheamfour（ガーナ）
副議長 3名

WG4A 議長 Fabio｠Bigi（イタリア）

WG4B 議長 Jeferson Nacif（ブラジル）

COM5：翻訳
議長 Rim｠Belhaj（チュニジア），副議長 5名

図 2 　WTSAの構成

図 3 　会場の様子
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ました．議長の選任にあたっては地域
バランスが重視され，日本が 2 名（SG3
とSG9）を選出したことを除くと， 2
名以上を選出した国はありませんで
した．

議長，副議長の選任に関しては決議
3５に規定があります．今回のWTSA
で規定の一部が改訂され，SG副議長
は各地域 3 名までの制限が課されるこ
ととなりました．これは途上国を中心
に副議長が乱立気味である傾向を考慮
し，一定の制限を課すことで副議長の
質的向上をねらったものです．当初各
地域 2 名に制限する案もありました
が，アジア地域において日本，中国，
韓国が活発であることを考慮して，地
域ごとの人数を 3 名としています．な
お，TSAGに関しては副議長を各地域
2 名までとしています．

近年，標準化においても女性の進出
が顕著ですが，SG５議長にアルゼンチ
ンの女性が就任しました．議長，副議
長の選任にあたりジェンダーバラン
スを重視すべきとの意見もあり，今後
女性の標準化活動者の育成も求めら
れます．

IMTの検討促進と 
オープンソース

移動体通信の標準化テーマである
IMT（International Mobile Telecom-
mu nica tions）は無線と有線が融合し
た独特の技術分野です．最近では
IMT-2020と呼ばれる第 ５ 世代移動体
通信網の実用化が期待され，ITUに限
らずさまざまな標準化団体で検討が進
んでいます．ITU-TにおいてはIMT-
2020の非無線部分の標準化を加速す
る た め にFG-IMT2020を20１５年 ４ 月
に設置し，既存標準の分析，ネットワー
クソフト化，フロント ・ バックホール
といった既存技術の検討，オープン
ソースとの連携，プロトタイプ化の推
進が行われています．

IMTに関しては無線技術を担当す
るITU-Rとの連携が重要なことから
決議38によりITUの各セクタ間連携が
図られてきました．FG-IMT2020の活
動実績を踏まえて，セクタ間連携に加
えて関連SGの作業内容を一層明確に
することで検討促進を図るために新決
議を策定しました．これにより従来の
決議38は廃止となりましたが，内容的

には一層充実したものとなりました．
FG-IMT2020ではオープンソース

との連携や標準化におけるオープン
ソースの活用が検討されていますが，
IMTに限らずオープンソースと標準
化活動の関係は一層深まると予想され
ます．この傾向を踏まえてオープン
ソースとの連携を強化するために新決
議を策定しました．

DOAと模造品対策 

今回のWTSAでは多くの時間を
DOA（Digital Object Architecture）
とその応用を決議にどう反映するかに
費やしました．DOAは 2 次元バーコー
ドを基に対象物のシリアル番号などを
識別し，模造品の検出や流通経路の管
理に利用できるとされているシステム
です（図 ５ ）．

携帯電話など通信機器の模造品は途
上国を中心に問題が深刻化しつつある
とされています．模造品は知的財産権
の侵害，安全面や環境面での適切な配
慮の欠如などさまざまな問題があると
考えられています．盗難品の問題と関
連し，盗難品からシリアル番号などを
書き換えて模造品を製造することもあ
ります．しかし盗難品は不正改造を別
にすると正規に製造されたものであ
り，模造品とは問題点が多少異なるこ
とに留意する必要があります．模造品
対策はSG１1で検討されており，携帯
端末に付与されているIMEI（Interna-
tional Mobile Equipment Iden tity）
のデータベースの利用などの解決策が
提案されています．また，DOAの利
用も解決策の １ つとして提案されてい
ます．

今回のWTSAでは決議５0（サイバー
セ キ ュ リ テ ィ），60（IoTのID），78

（e-health）および模造品に関する新

表　選任された主な役職者（議長，副議長）

SG 議長 副議長

TSAG Bruce GRACIE（カナダ） 8 名（日本人なし）

SG2（番号，管理） Phil RUSHTON（英国） 8 名（日本人なし）
SG3（料金） 津川 清一（KDDI） 13名（日本人なし）
SG5（環境） Maria Victoria SUKENIK（アルゼンチン） 高谷 和宏（NTT），他 8 名
SG9（CATV） 宮地 悟史（KDDI） 3 名（日本人なし）
SG11（信号，試験） Andrey KUCHERYAVY（ロシア） 8 名（日本人なし）
SG12（品質） Kwame BAAH‐ACHEAMFUOR（ガーナ） 12名（日本人なし）
SG13（将来網） Leo LEHMANN（スイス） 後藤 良則（NTT），他 9 名
SG15（伝送） Steve TROWBRIDGE（米国） 荒木 則幸（NTT），他 9 名
SSG16（マルチメディア） Zhong LUO（中国） 山本 秀樹（沖），他 6 名
SG17（セキュリティ） Heung YoulYOUM（韓国） 三宅 優（KDDI），他 8 名
SG20（IoT） Nasser AL MARZOUQI（UAE） 端谷 隆文（富士通），他12名
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決議とモバイル機器の盗難品に関する
新決議にDOAに関する記述があり，
これを認めるか否かが論点となりまし
た．議論の構図として，DOAは実装
技術の一例にすぎず技術内容を精査す
ることなく決議に記述することは，勧
告化されてきた類似技術の存在を否定
するものであり容認できないとする欧
米諸国と，DOAは高い汎用性を有す
る有用な技術であり決議に明記して検
討を推進するべきであると考えるロシ
ア，アフリカなどとの対立となりまし
た．議論の背景として模造品に関する
全権委員会議決議１88がITU-T勧告
X.１2５５に触れており，これがDOAを
基にしたものと記述されていることか
ら，本全権委員会議決議に対する各国
の認識の違いも影響しています．

本件はCOM４の所掌とされ公式，非
公式の会合で議論が進められました．
DOAに関する記述を多少修正する妥
協案も非公式に提示されたものの結論
が出ず，最終的にプレナリに持越しと
なりました．会合も残すところ 2 日と
なった１１月 2 日の夜に模造品に関す
る新決議案の中で本件は取り上げられ
ました．DOAに関する記述の修正が
繰り返される中，議長が決議案の承認
を拙速に行ったことで欧米諸国が反

発，議事進行に関する異議申し立てで
あるpoint of orderを発動する事態と
なりました．

今回DOAの議論が紛糾した理由と
して，本来技術専門家がSGで積み上
げるべき技術議論を総会における決議
策定というトップダウン的なアプロー
チで処理しようとしたこと，DOAを
推 進 し て い るDONA Foundationと
ITUとのMOU（覚書）の存在，インター
ネット系技術の主導権争いといった点
が考えられます．

インターネットに 
関する議論

20１2年に開催された前回のWTSA
では直後に国際電気通信規則（ITR）
の改定を扱うWCITが控えていたこと
もあり，インターネットの国際管理へ
の対応が関心を集めました．今回は
WCITの開催がまだ未定であることも
あり，インターネットに関する議論は
前回に比べると低調に終わりました．

アフリカ諸国からOTT（Over The 
Top）事業者に対する課税の検討を推
進する新決議案が提案されました．背
景としてはOTTの展開により各国の
通信事業者の収益が圧迫されており，
これを税制により解決を図りたいとい

う途上国の意向があります．OTT事
業者と通信事業者が競合しているのは
事実ですが，税制は各国の主権にかか
わ る 事 項 な の で 技 術 議 論 を 行 う
ITU-Tにふさわしくないとの意見が
ありました．結果として新決議案は採
択されず，番号資源の管理と経済問題
の側面をSG2とSG3で検討するよう求
めるにとどめました．

また，アラブ諸国とRCC（ロシア
など）からITR再改正検討へのITU-T
の参加に関する新決議が提案されまし
た．ITRの再改正については理事会で
検討が進んでいますが，具体的な再改
正の内容や方向性についてはまだ決
まっていません．しかしながらITU-T
への影響が大きいと考えられることか
ら新決議を策定し，ITU-Tでの議論
を活性化したいとの意見もありまし
た．結果として関係する全権委員会議
決議，理事会決議に基づきTSAGを通
じて検討を行う内容の決議が採択され
ました．

これら以外にもスパム対策に関する
決議５2，IPv6への移行に関する決議
6４，インターネット資源への無差別ア
クセスを求める決議69が更新されま
した．

今後の展開

今回のWTSAはDOAをはじめ先進
国と途上国の意見対立が先鋭化し，近
年まれにみる紛糾がみられました．し
かし，多くのSGで新たな役職者を迎
え入れ，産業界の現状にあった更新さ
れたミッションとともにこらからの ４
年間の活動に歩み出すこととなりま
す．日本が確保した影響力を利用して
NTT技術のグローバル展開の一助と
して活動に取り組みたいと思います．

バーコード（handle ID）を送信

Verification codeを受信

ICT機器

製品に添付されたVerification code
と照合し，真正品か否か判断

製品の流通経路に関する
情報を管理することも想定

製品名，シリアル番号，IMEI，
MACアドレスなどのハッシュ値

シリアル番号などの偽造を
検出

図 5 　DOAのイメージ


