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2016年10月25日～11月 3 日，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において取り上げられたITU-T SG3
に関する議論の概要を紹介します．

ITU-T SG3概要

ITU-T（International Telecom-
munication Union - Telecommuni-
cation Standardization Sector） SG

（Study Group） 3 は，ITUの標準化
セクター（Tセクター）の中で唯一，
料金精算や経済政策など，技術的でな
い分野の国際標準化を取り扱うユニー
クな研究グループです．従来は料金精
算の原則や国際ローミング料金の低減
に向けた勧告など，主に「通信」の「料
金」に関する標準作成の役割を担って
いましたが，ここ数年アフリカやアラ
ブ諸国を中心とした途上国より，「通
信」の枠にとどまらない，また国際標
準ではなく国内の規制や政策に関する
課題の研究提案が増加しており，会合
のたびにそれらのトピックをめぐる激
しい議論が行われています．2016年
10月25日 ～11月 3 日 に 開 催 さ れ た
ITU-Tの最高意思決定機関である
WTSA（World Telecommunication 
Standardization Assembly）-16（1） も
例外ではなく，途上国より多く提出さ
れたSG3関連の提案に対し欧米を中心
とした先進国の多くが反対するという
構図がみられました．ここではそれら
の議論の概要および結果と，今後の

SG3の活動において注目されるポイン
トについて紹介します．

WTSA-16における 
SG3関連の議論

■SG3のマンデートの変更
各SGの研究領域をマンデートと呼

びます．前述のとおりSG3においては
ここ数年，国内の規制や政策の正当化
のためにITU-Tで勧告を作成するこ
とを望む途上国の声が大きくなってお
り，WTSA-16においてもロシアやア
ラブ諸国がSG3のマンデートに「規制

（regulatory）」の研究を追加するよう
提案していました．しかし，欧米勢お
よび日本が，規制はあくまで国内問題
であるとして当該研究の追加に反対
し，議論の結果「国際電気通信 ・ 情報
通信技術の経済 ・ 政策的課題，および
料金 ・ 会計に関する事項（コスト原則
と算定方法を含む）の研究」がSG3の
マンデートとして規定されました．ま
た欧米諸国はさらに研究課題を国際
問題に限定するよう主張し，SG3の
タイトルも「ITU-T Study Group 3 : 
Tariff and accounting principles and 
international telecommunication/ICT 
economic and policy issues」と合意
され，「国際（International）」という
文言が追加されたことで，SG3は国内
のみに閉じた問題は対象としないもの
とされました（2）．
■ 5 つの勧告の承認

WTSA-16には，SG3から 5 件（新
規 4 件，改定 1 件）の勧告案が提出
され，これらがすべて承認されました

（表 1）．ただしD.52，D.53，D.261に
ついては米国，オーストラリア，ドイ
ツ，カナダなどが国内問題であると指
摘し，これら反対国の留保付きでの採
択となりました（3）．
■新決議の作成

WTSA-16では，ロシア地域より，
公平な競争，料金，ビジネスモデル，
品質保証，信頼性の確立，セキュリティ
の確保など，電気通信 ・ 情報通信の消
費者保護に関するあらゆる政策の研究
に取り組むことを決議するという提案
がありました．途上国がこれを支持し
ましたが，日本を含む先進国が消費者
保護の範囲の広さや，品質保証，セキュ
リティなどITU-Tにおける既存の作
業との重複を指摘し反対した結果，「各
SGのマンデートの範囲内で，電気通
信 ・ ICTの利用者保護基準を含む研究
に取り組むことを決議する」という内
容に修正され，「電気通信 ・ ICTサー
ビス利用者の保護に関する決議」とし
て新たに承認されました（新決議
84）（4）．本決議はSG3に対しても，電
気通信 ・ ICTサービスの消費者 ・ 利用
者保護基準を含む研究に取り組むこと
を求めています．
■国際モバイルローミング（決議88）

予想していなかった高額な携帯電話
の請求書を受け取る「ビル ・ ショック」
の問題が顕在化し始めたころから，
SG3では，国際モバイルローミングの
料金低廉化に向けた勧告を検討してき
ました．しかし既存の勧告が十分に活
用されていないという声もあり，
WTSA-16においてはアメリカ地域グ
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ループにより，勧告D.98（国際モバ
イルローミング料金）の実行に関する
新決議の作成が提案されました．D.98
は2012年に承認された勧告であり，
国際モバイルローミング料金の低下に
向け，事業者の料金透明性向上，代替
案の提供および適切な規制措置を講ず
ることなどを推奨するものです．表 1
で国際モバイルローミングに関する新
決議D.97について記述しましたが，
この新決議はそれ以前に作成された勧
告D.98をまず実施するよう各加盟国
に促す内容となっています．
■モバイル金融サービス（決議89）

世界には銀行口座を持たない人々が
20億人存在するといわれています．こ
れらの人々にも金融サービスへのアク
セスを提供する取り組みは，金融包摂

（ファイナンシャル ・ インクルージョ

ン）と呼ばれています．Tセクターで
もデジタル金融サービスについて検討
するフォーカスグループが2014年 6
月に設立され，モバイルマネーの利用
を通じて金融サービスへのアクセスを
拡大することが目標に掲げられてきま
した．SG3においてもこの研究を主導
的に行いたいとの意見があり，サービ
スの取引手数料に関する料金規制や競
争原則の導入などを各国に促すための
勧告作成作業が現在進行中ですが，例
えば金融サービス事業者へのライセン
ス付与問題など，金融当局の所掌範囲
と思われる部分までSG3の勧告に含め
ようとする途上国からの提案が増えて
いることが問題となっています．
WTSA-16ではアラブ ・ アフリカ諸国
から「金融包摂ギャップを埋めるため
のICT利用の促進」に関する新決議案

が提案され，電気通信当局と財務当局
との協力や，現在SG2，SG3で進めら
れているモバイル金融サービスの研究
継続が決議されましたが，同時にほか
の標準化機関による研究との重複回
避，また「通信」を取り扱うITUのマ
ンデートの範囲内で研究することなど
も合意されました．また，モバイル金
融サービスに関する研究の進捗は，毎
年の理事会と2020年のWTSAに報告
されることとなっています．
■OTT事業者とサービス

最近世界中で，インターネット上で
動画 ・ 音楽などのコンテンツ配信，ま
たは通話サービス，メッセージング
サービスなどを提供するOTT（Over 
The Top）事業者の活動が目立ってき
て い ま す．SG3で は， こ の よ う な
OTT事業者の台頭がネットワーク通

表 １ 　承認された勧告

勧告番号 勧告対象 概要

D.52
［新規］

国際インターネット接続のコスト削減の
ための地域IXPの設立および接続

地域のインターネットトラフィックをその地域でルーティングすることを可能とする地
域IXPの設置に向けた地域協力に関する指針を示し，国際的な帯域幅の節約と国際イン
ターネット接続にかかるコスト削減をめざすもの

D.53
［新規］ ユニバーサルサービスの国際的側面

ユニバーサルサービス政策の定義および規制に関する加盟国の主権を認めつつ，グロー
バル化したデジタル環境におけるユニバーサルサービス基金に関する政府と規制体の役
割およびマネジメント機能の指針の概要を提案するもの

D.97
［新規］

国際ローミング料金決定のための方法論
の原則

ローミング市場における競争促進およびローミング料金の上限の導入等の適切な規制措
置の検討の必要性を強調しつつ，ローミング料金の低廉化のためにとり得るアプローチ
を提案するもの

D.26１
［新規］

市場画定と重大な市場支配力（SMP）を
有する事業者の特定に関する原則

電気通信分野における重大な市場支配力の定義および特定に関して，各国の助けとなる
原則と指針を提案するもの

D.27１
［改訂］ NGNの課金および計算原則

標準に基づくインタフェースとサービスとの間のIPネットワーク上でのIPパケット伝送
能力の管理主体に適用可能な一般原則および条件を規定するもの
※�改訂により，課金パラメータに関する記載を一部追加 ・削除する

出典：ITUジャーナル，Vol.�47，No.１，20１7より作成
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信事業者に与える経済的影響を懸念す
るメンバにより，OTTの定義や規制
原則に関する勧告の作成が提案され，
その具体的な内容を検討するためのラ
ポータグループが設立されています．
WTSA-16においてもアフリカ地域よ
り，OTTの影響を適切に解決するた
めの新決議提案がありました．会合で
は決議の対象となるサービスの範囲に
ついて，米国を中心とする先進国と
アフリカ ・ アラブ諸国が激しく対立
し，議論は難航しました．広範囲な
対象とすることを避けたい欧米先進
国は，決議の対象を「public numbering 

resources （E.164）を利用する通話
サービス ・ メッセージングサービス事
業者」に限定することを求めましたが，
より一般的なOTTサービスを対象と
したいアフリカ諸国が強固に反対し，
最後まで合意に至りませんでした．複
数回にわたる公式 ・ 非公式のミーティ
ングが開催された結果，OTTサービ
スに関する決議の作成は見送られまし
たが，妥協案として決議 2 のSG2およ
びSG3のマンデートに追記が行われる
こととなり，「インターネットによる
経済面並びに制度規制面への影響に関
する研究」がSG3のマンデートとして

加えられることとなりました．

今後の展開

WTSA-16ではこのほかに，次期会
期における各SGの研究課題について
も承認が行われました．SG3で取り扱
う課題は表 2のとおりですが，その分
野は多岐にわたっており，時代の変化
に伴い，もはや「通信」の「料金」を
扱うSGではなくなってきたことが分
かります．ただし，このような課題の
シフトは，途上国が原動力となり起
こっていることに注意が必要です．特

表 2 　SG3の研究課題

QUESTIONS TITLE

Q１/3
Development� of� charging�and�accounting/settlement�mechanisms� for� international� telecommunications� services�using� the�
next-generation� networks� (NGNs),� future� networks,� and� any� possible� future� development,� including� adaptation� of� existing�
D-series�Recommendations�to�the�evolving�user�needs

Q2/3 Development�of�charging�and�accounting/settlement�mechanisms�for�international�telecommunications�services,�other�than�
those�studied�in�Question�１/3,�including�adaptation�of�existing�D-series�Recommendations�to�the�evolving�user�needs

Q3/3 Study�of�economic�and�policy�factors�relevant�to�the�efficient�provision�of�international�telecommunication�services
Q4/3 Regional�studies�for�the�development�of�cost�models�together�with�related�economic�and�policy�issues

Q5/3 Terms�and�definitions�for�Recommendations�dealing�with�tariff�and�accounting�principles�together�with�related�economic�and�
policy�issues

Q6/3
International� Internet� connectivity� including� relevant� aspects� of� Internet� protocol� (IP)� peering,� regional� traffic� exchange�
points,� cost� of� provision� of� services� and� impact� of� transition� from� Internet� protocol� version� 4 � (IPv4)� to� Internet� protocol�
version� 6 �(IPv6)

Q7/3 International�mobile� roaming� issues� (including� charging,� accounting� and� settlement�mechanisms� and� roaming� at� border�
areas)

Q8/3 Alternative�calling�procedures�and�misappropriation�and�misuse�of�facilities�and�services�including�calling�line�identification�
(CLI),�calling�party�number�delivery�(CPND)�and�origin�identification�(OI)

Q9/3 Economic�and�regulatory�impact�of�the�Internet,�convergence�(services�or�infrastructure)�and�new�services,�such�as�over�the�
top�(OTT),�on�international�telecommunication�services�and�networks

Q１0/3 Definition�of�relevant�markets,�competition�policy�and�identification�of�operators�with�significant�market�power�(SMP)�as�it�
relates�to�the�economic�aspects�of�the�international�telecommunication�services�and�networks

Q１1/3 Economic�and�policy�aspects�of�big�data�and�digital�identity�in�international�telecommunications�services�and�networks

出典：https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/20１7-2020/03/Pages/questions.aspxより作成
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にSG3においては出席者層が大きく変
化しており，現在は 7 割以上が途上国
から，またその多くが規制当局からの
参加となっています．表 2 にある研究
課題は，そのほとんどが途上国から提
案されたものですが，途上国には，民
間企業どうしの競争が発展しないこと
や，規制を制定するためのノウハウの
蓄積が少ないなどの特有の問題があり
ます．そのため，標準化により国際問
題を解決するというよりも，自国の問
題を国際的な取り決めを利用して解決
しようとする傾向が高まっています．
先進国からはしばしば，このような課
題の提案に対し，「先進国では規制 ・

政策枠組みまたは事業者どうしの取り
決めですでに解決できており，途上国
特有の問題はTセクターではなくDセ
クター*で取り扱うべきだ」，という意
見が提示されますが，その際の途上国
側参加者の答えは決まって「Dセク
ターでは勧告が作成できない」という
ものです．WTSA-16ではこのように，
途上国が国際的な勧告の作成により解
決しようとしている自国の問題をITU
という場でどのように取り扱い，コン
センサスを形成していくべきかという
課題が浮き彫りになりました．SG3に
おいては，決議 2 の改訂によりマン
デートを国際問題に限定したものの，
多くの副議長が途上国から選出された
こともあり（表 3），この傾向が高ま
ることも予想されます．今後，通信の

経済的側面や規制のあり方などを含め
たますます幅広い議論の展開が想像さ
れる中，国際標準化における自国 ・ 自
社の役割をしっかりと考えて取り組む
ことが必要だと考えています．
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表 3 　SG3の議長 ・ 副議長
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Raynold�Crispin�Mfungahema タンザニア
Byuongnam�LEE 韓国
Adel�Mohamed�DARWISH バーレーン
Abraão�Balbine�e�SILVA ブラジル
Alexey�BORODIN ロシア
Dominique�WÜRGES フランス
Karima�MAHMOUDI チュニジア
Muneer�Tajelsir�Eltuhami�ELMAKI スーダン
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