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マイナンバー制度で実現される
新しいサービス
小松 正人

1.	はじめに

マイナンバー制度は2013年5月に公布された「行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律」に基づいて実現されるものです。

この法律によって、日本に居住する全ての人に、重複しな
い12 桁の番号、いわゆる「マイナンバー」が付番され、これ
まで複数の行政機関で個別に管理されていた個人情報がこ
の番号に紐付けられることになります。

マイナンバーは、2015年10月から全ての対象者に通知さ
れ、2016年1月から社会保障、税、災害対策に関する行政
手続きで利用が開始されます。そして、2017年1月から（地
方公共団体は7月から）行政機関間での情報連携が開始さ
れます。

本稿では、このマイナンバー制度の概要と制度を支える
NECのソリューション、並びに、今後の発展可能性について
紹介します。

2.	マイナンバー制度成立の背景

マイナンバー制度成立の背景として、まず、社会保障制度
の行き詰まりが挙げられます。現在の社会保障制度は1961

年に完成しましたが、当時は全人口に占める65歳以上の高
齢者比率が6％で、働き手である現役世代11人で1人の老年
世代を支えていました。その後、少子高齢化が急速に進み、
2015年には2人の現役世代で1人の老年世代を支えること
になります。また、医療の高度化、平均寿命の伸長により、
医療費の膨張も歯止めが利かない状況にあり、社会保障制
度の公正かつ効率的な運用が必要となっています。

次に税制については、個人の所得や資産を正確に把握
できないために、不公平な課税となっている現実がありま
す。給与所得者は課税対象所得を100％捕捉されるのに対
し、個人事業主や農林水産業従事者の捕捉率は50％以下
となっており、今後、消費税率が上がると、低所得者ほど収
入に対する生活必需品の購入費比率が高くなり、富裕層に
比べて税負担が増すという逆進性も生じてきます。

また、そもそも国税と地方税が別々の番号で管理されて
いるために、国民の所得を正確に把握できていないといっ
た問題も存在しています。

マイナンバー制度の導入により、国民一人ひとりの所得を
正確に把握することができ、所得や生活実態に応じた税負
担を実現することができます。また、社会保障の面でも、給
付要件に応じた、重複や無駄のない、適正な給付を行うこ
とで、社会保障費の縮減を図ることが可能になります。

マイナンバー制度は、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として成立しました。2015年10月から全国民に個人番号が通知され、
2016年1月から社会保障、税、災害対策の分野で利用が開始されます。また、その後は医療、金融など、民間事業においても利活用が進んで
いくことが想定されています。本制度においてNECが果たす役割は、制度を実現するために必要となるシステムやネットワークを構築すると
ともに、制度の利用範囲を拡大し、より効率的で利便性の高い社会を実現することにあります。本稿では、弊社の取り組みのなかでも特に地
方公共団体向けソリューションを中心に、その詳細と今後のマイナンバー制度を利用した新たなサービス創造の可能性について紹介します。
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マイナンバー制度は公平・公正で、安心して暮らせる将来
の社会を作るために生まれてきたものなのです。

3.	マイナンバー制度の実現方式

マイナンバー制度は、国民に抜けや漏れなく番号を付番
するために、住民基本台帳制度を基礎として番号の付番を
行っています。

住民基本台帳制度は、住民票コードに二重付番がないこ
と、社会保障制度の対象である国内に中長期滞在する外国
人にも付番されていることなど、番号付番の基礎にふさわし
い制度といえます。

また、住民基本台帳制度を採用するに当たっては、過去
の訴訟 *1を考慮し、国民の個人情報を一元的に管理する機
関を設置しない「分散管理」方式を採用しています。これ
は、各行政機関が所有する個人情報を、別の機関で必要な
場合に限り照会及び提供させる方式です。分散管理方式の
実現に当たっては、オーストリアの国民ID制度を参考とし、
国民が申請などで利用する「マイナンバー」（目に見える番
号）と、行政機関間でのコンピュータ間連携に利用する「符
号」（目に見えない番号）の2つの番号を使い分ける方式を
採用しています（図1）。

4.	NECが果たす役割

このマイナンバー制度において弊社が果たす役割は、制
度を実現するために必要となるシステムやネットワークを構
築するとともに、制度の利用範囲を拡大し、より効率的で利
便性の高い社会を実現することにあります。

現在、弊社では総務省などからマイナンバーに係るシステ
ムの設計・開発業務を受託し、制度施行開始に向けて着実
に開発を行っています。

また、地方公共団体においては、約1,800にも及ぶ全ての
地方公共団体がシステム改修を確実に実施できるよう地方
公共団体向けパッケージソフトウェア「GPRIME」を提供し
ています。既にGPRIMEを導入いただいているお客様には、
ソフトウェアのバージョンアップによりマイナンバー制度対応
ができるソリューションを提供しています。

更に地方公共団体 向けクラウドサービスとしては、
「GPRIME for SaaS」も提供しています（図2）。現在弊社
は、地方公共団体向けのクラウドサービスにおいては、トッ
プシェア*2となっています。

一方、地方公共団体では、既存システム改修だけなく、特
定個人情報 *3 の保護や外部ネットワークへの接続のため、
ネットワークの見直しやセキュリティの強化が必要となります。

図1　付番・符号生成・情報連携のイメージ

*1	 平成20年3月6日住民票コードの削除請求に係る最高裁判決
*2	 NEC調べ（2012年度末時点：契約地方公共団体数累計）
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弊社では、総務省の地方公共団体向けガイドラインに基
づき、以下の3つの対策をソリューションメニュー化し地方
公共団体向けに提供しています（図3）。

・対策1：特定個人情報保護評価（Privacy Impact 
Assessment：PIA）向け対策

・対策2：国整備システム（情報提供ネットワーク
システム、中間サーバプラットフォームなど）へ
の庁内ネットワーク接続対応

・対策3：中間サーバ接続端末の庁内設置に伴うセ
キュリティ対策

弊社が提案するソリューションメニューでは、一般的な
ネットワーク機器やセキュリティ製品での対策に加えて、庁
内ネットワークの再構築を計画されているお客様向けに、
SDN（Software-Defined Networking）を利用した全庁で
のネットワーク最適化提案もメニュー化していることが特長
です。

5.	今後のマイナンバー利用範囲の拡大

マイナンバー制度は、法施行当初は、その利用範囲が税と
社会保障分野の一部に限定されたものとなる見込みです。

この制度の本来の趣旨（第2章参照）を踏まえ、今後の制度
のあるべき姿について、可能性の高いものを下記にまとめます。
（1）医療分野（個人医療データの経年把握）

現在は個人の医療データについては、診療や健診を
行った医療機関や検査機関に個別に保存されており、
治療行為、投薬、予防施策などの効果が正確に把握で
きていません。
今後、個人ごとの医療データを国全体で収集し、分析
を行うことで効果的な予防医療施策を講じ、また、個

図3　マイナンバー対応に関わる地方公共団体のネットワーク・セキュリティ対策

図2　地方公共団体向けクラウドサービス
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人ごとに効果的な疾病予防策をアドバイスすることで、
医療費の抑制を図ることが可能となります。
個人にとっても、健康管理に役立つだけでなく、全国ど
こでも的確な医療を受けることができるメリットがあり
ます。
更に、経年的なデータを分析することで、医療、製薬技
術開発のスピードを上げ、日本の医療ビジネスの国際競
争力を、他の先進国並みに高めることも可能となります。
一方、膨大な額であると想定される、医療給付の過払
いについてはその実態が正確には把握されていません。
マイナンバーを用いた、給付の適正化、医療費の縮減
は大いに期待されるところです。

（2）金融分野

現在、個人の金融口座については各銀行においても一
元的に把握はされていません。
金融口座にマイナンバーを紐付けることで、口座の名寄
せが可能となり、個人の金融資産を正確に把握できる
ようになります。
資産に応じた課税や給付が可能になれば、税負担、社会
保障の公平化が実現できるとの根強い議論があります。
個人にとっては、口座開設の簡易化、相続資産の即時
把握などのメリットがあります。
また休眠口座の正確な把握も可能となることも、大きな
メリットであると考えられています。

（3）官民連携基盤の構築によるワンストップ化

現在、例えば引っ越しの際には地方公共団体への転入
届の提出に加えて、さまざまな機関に新住所の連絡を
しなければなりません。このような手続きについて、マ
イナンバーによる官民連携の推進により、国民の利便
性を更に上げることが可能となります。
引っ越し時の簡素化においても、電力、ガス、通信、金
融機関等と連携を行えば利便性は更に向上し、退職、
婚姻、改姓、死亡などの各ライフイベントで手続きの簡
素化や、手続き漏れを無くすことも可能になると考えら
れます（図4）。

（4）電子私書箱による郵送コストの削減

民間事業者にとっても、重要書類の送達が電子的に、
確実に行えるようになれば、郵送コストや事務コストを
大幅に削減することができます。
また、民間事業者は国民の住所異動に伴う引っ越しを
意識することなく、確実に書類を届けることができます。

これを実現するために、電子私書箱の創設が検討され
ているところです。

（5）個人番号カード（ICカード）の利用

2016年1月から地方公共団体において希望者に交付さ
れるICカード（個人番号カード）については、民間事
業者が活用することも可能です。
このICカードには、オンライン利用時の本人確認など
に利用可能な「公的個人認証サービスの電子証明書」
が格納されます。民間企業は、この電子証明書を利用
することにより（1）インターネット上の本人確認、（2）資
格確認、（3）変更確認の3つの機能が利用できるよう
になります（図5）。
代表的な利用シーンとしては、医療機関での利用が挙
げられます。診察を受ける際に必要となる診察券や保
険証、決済用のクレジットカードなどを1枚のICカード
にまとめることができます。このうち、保険証機能につ
いては、これまで転職や退職などに伴い医療保険者が
変更になったときでも、変更前の健康保険組合に誤請
求を行うことがありました。ICカードの保険証機能を

図4　官民連携によるワンストップ化

図5　マイナンバーの活用と
個人番号カードの活用
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※法律は公布済み※民間での活用可否も含め未決定

※JPKI：Japanese｠Public｠Key｠Infrastructure

効率・公平な暮らし
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関連URL
地方公共団体向けソリューション「GPRIME」
http://jpn.nec.com/kokyo/GPRIME/mnsolution/index.html

執筆者プロフィール
小松 正人
番号事業推進室
シニアエキスパート

利用した場合、加入している健康保険組合を即座に確
認することが可能となるので、確実に患者の加入する
健康保険組合への医療費の請求を行うことができ、誤
請求を防ぐことが可能です。
また、このICカードはパソコンだけでなくスマートフォ
ンやタブレット、コンビニエンスストアの端末、家庭の
テレビなどでも利用でき、さまざまなアクセス手段が提
供されることになります。

6.	むすび

弊社では、このマイナンバー制度を利用した事業を推進す
る組織として「番号事業推進室」を立ち上げました。本組
織は、官公庁分野と医療分野、及び民間企業向けソリュー
ションを担当する3グループ体制となっており、2016年1月
のマイナンバー利用開始に向けてのソリューション提案や、
本制度を活用した新たなソリューション企画などさまざまな
活動を実施しています。

今後は、マイナンバー制度を実現するために必要となるシ
ステムやネットワーク構築を完遂するとともに、制度の利用
範囲を拡大し、より効率的で利便性の高い社会を実現し、
明るく希望に満ちた暮らしと社会を実現していきたいと考え
ています。

効率・公平な暮らし

マイナンバー制度で実現される新しいサービス
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