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もに︑被災者に最適な避難経路情報を迅速に届け
合的に推進していくということが重要でございま

活用が期待される様々な業界と連携をしながら総

発表されたわけでございますけれども︑今回の法

て日本が世界をリードしていくという意気込みを

しゃる海外展開︑これはもう物というよりもシス

ることができるようになります︒また︑超低遅延
総務省では︑現在︑５Ｇの実現に向けまして︑

テムですね︑あるいはこういったノウハウ︑そう

案を通じても︑高市大臣が特に力を入れていらっ

地から制御することで︑緊急車両が進入すること

要素技術を確立するための研究開発や具体的な利

いったのを是非展開していただきたいというふう

す︒

ができない被災現場にいる要救助者に応急処置を

活用を想定した実証試験の推進︑それから国際的

に思います︒

の通信機能を備えた無人航空機︑ドローンを遠隔

行うための医療器具などを確実に届けることがで

な標準化を進めるという観点からの国際連携の強

これも︑私もその後各国回りましたけれども︑

〇二〇年以降の５Ｇの更なる活用ですね︑利活用

二〇二〇年の５Ｇ実現を目指し︑そしてまた二

に思います︒

る総務省のまた存在感︑お願いしたいというふう

で︑ＪＩＣＴのファンドの使い方も含めて︑更な

日本に対する大きな期待が寄せられておりますの

というものをしっかりと見据えながら取組を加速

でおります︒

化︑５Ｇ用に割り当てる周波数の確保に取り組ん

きるようになると期待されます︒
このように︑５Ｇは災害に強い社会の実現にも
貢献することができるものと期待されております︒
以上でございます︒
○松下新平君 ありがとうございます︒
もう時間が参りまして︑最後の質問になります

以上で質問を終わります︒ありがとうございま

ます︒

組についての決意︑お聞かせいただきたいと思い

最後に︑高市大臣からこの５Ｇ実現のための取

れているわけでございます︒

けれども︑その後の成長エンジンとしても期待さ

〇オリンピック・パラリンピックももちろんです

ことが大事だというふうに改めて指摘をします︒

シーリングから外して堂々と予算を計上して使う

して非常に大事なので︑これは従来どおり︑この

すけれども︑お話があったとおり成長エンジンと

うことでございました︒前政権からの負の遺産で

残念なのは︑シーリングの対象になっているとい

御説明をいただきましたけれども︑今回予算で

決が出ました︒これに関しても少し伺っていきた

先月三月十五日︑最高裁大法廷でＧＰＳ捜査の判

政無線やＪアラート等消防防災の観点︑並びに︑

から︑これまで継続的に質疑を行ってきた防災行

の改定等の小幅な内容にとどまっておりますこと

も︑今回の改正内容は三年に一度の電波利用料額

今回は︑電波法改正案の内容に重点を置きつつ

化してまいります︒

○国務大臣︵高市早苗君︶ 松下副大臣には︑こ

昨年︑これも二十数年ぶりでしたけれども︑Ｇ

いと思いますので︑よろしくお願いいたします︒

けれども︑説明いただきましたように︑５Ｇは

の５Ｇの利活用イメージを含む報告書の取りまと

７の情報通信大臣会合︑これが日本で開催されま

電波利用料は︑三年を一期間として︑その期間

した︒

めも大変な時間を使って御苦労をしていただいた

した︒ＡＩの開発原則と高市イニシアチブをこの

に必要と見込まれる電波利用共益費用を同期間中

○松下新平君 ありがとうございます︒

こと︑改めて感謝申し上げます︒

場でも発信をしていただきました︒そのように︑

に見込まれる無線局で負担するものとして三年ご

様々な分野で活用が期待されております︒二〇二

５Ｇは︑本格的なＩｏＴ時代のＩＣＴ基盤でご

海外展開もさることながら︑この情報通信に関し

○吉川沙織君 民進党の吉川沙織です︒

ざいます︒交通︑医療︑防災を始め︑具体的な利
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が︑この間︑歳入と歳出の差額について︑平成二

電波利用料制度は平成五年に創設されています

当たっております︒

とに見直しが行われており︑今年度が改正時期に

仕組みとなっているからです︒

源はほかの一般財源として費消されることになる

んですと財務省に要求しなければ︑電波利用料財

務省が︑これ使いたいんです︑余った分使いたい

般会計の中の特定財源とされていることから︑総

結構でございます︒

かだけ伺いましたので︑後で教えていただければ

○吉川沙織君 平成二十一年度以外にあるかない

ただきます︒

電波利用料の収入決算額から電波利用共益費用の

が出ております平成二十七年度までにつきまして

平成五年度の電波利用料制度の創設時から決算

す︒

○政府参考人︵富永昌彦君︶ お答え申し上げま

出の差額について総務省に伺います︒

まして︑その差額につきましては予算で定めると

きましては電波法にその取扱いが明記されており

○政府参考人︵富永昌彦君︶ 歳入歳出差額につ

るか否かだけで結構です︑総務省に伺います︒

一年度における約二百四十四億円の例のほかにあ

いたいと言って要求した例というのは︑平成二十

財務省に対してこれまで余った分をこの政策に使

これだけ累積黒字が発生している中︑総務省が

うことになりますので︑受益と負担のバランスが

するということは負担が受益を上回っているとい

うのは受益者負担の制度であり︑累積黒字が増大

金しているようなものです︒電波利用料制度とい

ですので︑一般財源が電波利用料から無利子で借

計の中でほかの施策に使われてしまうということ

あって︑単年度で見た場合︑歳入超過分は一般会

これ返してくださいよと言って手当てすることで

になった場合に財務省が責任を持って余った分は

電波法第百三条の三第二項の規定は︑将来必要

十年五月︑平成二十五年五月の電波法質疑の際に

決算額を控除いたしました累積の歳入歳出差額は

ころにより電波利用共益費用の財源に充てること

適正である必要があると思っています︒

も確認をしてまいりました︒現在における歳入歳

約七百二十八億円となっております︒

ができるとされております︒

ことになり︑これを勘案すると︑料額を下げる︑

の電波利用料予算に匹敵する累積黒字が存在する

あることに鑑みれば︑およそですが︑約一年度分

ら七百二十八億円という︑こういう答弁でござい

字が約三百五十六億円と答弁があって︑今局長か

二百十七億円︑平成二十五年五月時点での累積黒

○吉川沙織君 平成二十年五月時点で累積黒字が

○政府参考人︵富永昌彦君︶ 今ちょっと手元に

例というのは何年度ですか︒

○吉川沙織君 過去に累積差額から支出を行った

たものがございます︒

ませんが︑過去に累積差額のうちから支出を行っ

そのほか︑これぐらいの大きな規模ではござい

円という大規模な補正予算を計上しております︒

等エリア整備事業ということで︑約二百四十四億

上デジタル放送への移行支援︑それから携帯電話

今委員御指摘のとおり︑平成二十一年度には地

意見が多数提出された︒
﹂とあります︒

いよう歳入と歳出の総額を一致させるべき﹂との

通信事業者の無線局免許人から︑
﹁乖離が生じな

て︑意見募集やヒアリングにおいて︑放送事業者︑

出の乖離が生じている︒ このような状況に対し

額を決定しているが︑
﹂
︑中略をして︑
﹁歳入と歳

間中に見込まれる無線局で負担するものとして料

間に必要な電波利用共益事務にかかる費用を同期

一致についての考え方﹂で︑
﹁電波利用料は三年

〇懇談会報告書百六十九ページの﹁歳入と歳出の

ここで︑昨年まとめられました電波政策二〇二

以上でございます︒

若しくは無線局全体の受益に資するための有効活

年度を持っておりませんので︑至急調べさせてい

今年度の電波利用料予算額が約六百二十億円で

ました︒

用をするしかないと思われます︒電波利用料は一
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の関係は一致させるとの考え方の下で適切に対応

年度の予算につきましても︑各年度の歳入と歳出

六百二十億円としております︒三十年度︑三十一

予算につきましては︑歳入と歳出を一致させた約

を算定しております︒その結果︑平成二十九年度

大きくは変動しないことを想定いたしまして料額

置を導入しましたことから︑無線局数が三年間で

いてその数が上限を超えても負担を増やさない措

すが︑前回の料額算定時に携帯電話等の端末につ

保できるよう新たな料額を算定することとなりま

おります︒この支出を賄うために同額の歳入が確

出規模として年間平均約六百二十億円を想定して

平成二十九年度から三十一年度までの三年間の歳

が適当と考えております︒

いまして︑各年度の歳入と歳出を一致させること

の免許人に広く御負担いただくというものでござ

として行う事務の費用をその受益者である無線局

電波利用料は︑無線局全体の受益を直接の目的

す︒

○政府参考人︵富永昌彦君︶ お答え申し上げま

うに取り組まれるのか︑総務省に伺います︒

三年間において歳入と歳出の一致に向けてどのよ

これらの意見を踏まえるならば︑今年度以降の

用料︑平成五年にできてから改正のたびに大体使

億円程度あるからといってなし崩し的に︑電波利

長から御答弁いただきましたとおり︑七百二十八

○吉川沙織君 他方︑歳入歳出の差額︑先ほど局

で考えております︒

の下で歳出をしっかり予算化していくということ

という想定でございます︒したがって︑その想定

では︑想定がかなり今までよりもより確度が高い

を起こさないと考えておりまして︑そういう意味

三年間につきましては余り無線局数が大きな変動

う措置でございまして︑それがあるために︑今後

三年前に導入いただきました負担額を抑えるとい

○政府参考人︵富永昌彦君︶ 私どもとしては︑

ことでよろしいですか︒

が歳入と歳出の一致につながるという︑こういう

ってしまうのでそれほど差額は発生しない︑それ

くると︒でも︑今の答弁ですと︑ある程度で区切

た︒このときは︑上がるに従ってどんどこ入って

られるわけでございます︒
﹂と答弁がございまし

入が想定以上に増加したというようなことが挙げ

しまして︑無線局の急速な普及等によりまして歳

理由としましては︑スマートフォンを初めといた

員会での局長答弁は︑
﹁差額が発生している主な

も︑これ︑前回︑平成二十五年五月三十日の当委

○吉川沙織君 じゃ︑仮にスマホが増えたとして

たものとして︑防災行政無線︑消防救急無線のデ

その平成二十五年改正のときに使途が追加され

す︒

いものは対象ではないということだったと思いま

○吉川沙織君 無線局の全体の受益につながらな

ございません︒

致しないものを電波利用料財源の対象とはしては

形で明確に規定されておりまして︑この規定に合

体的な使途につきましては電波法で限定列挙する

目的とすること︑これを要件としております︒具

線局や個別の免許人ではなく無線局全体の受益を

上で不可欠なものであること︑それから一部の無

うを防止するなど︑電波の適正な利用を確保する

す︒その使途として︑例えば電波の混信︑ふくそ

く免許人に費用負担を求める共益費用でございま

○政府参考人︵富永昌彦君︶ 電波利用料は︑広

い︒

いうか基準の違いについて︑改めて教えてくださ

一般財源と電波利用料財源で行う施策の区分と

これは一般財源を充てるべきだと思います︒

が︑国民全体の受益に資するということであれば

の趣旨にかなうことですのでいいかと思うんです

体の受益になる使途の追加であれば︑もちろん法

の追加をするべきではないと思います︒無線局全

いるからといってなし崩し的に電波利用料の使途

今般の電波利用料制度の見直しに当たっては︑

したいと考えております︒

途の追加がなされてきています︒だから︑余って

以上でございます︒

以上でございます︒
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れていたということもあり︑完了していることは

二十八年五月末日をその期限として明確に定めら

当時からずっと質問してきましたけれども︑平成

消防救急無線のデジタル化は︑これは平成二十年

ジタル化に要する費用の補助が追加されました︒

した︒

周波数有効利用促進事業は今年三月末で終了しま

したけれども︑防災行政無線のデジタル化を含む

根拠としていた︑今二〇％という答弁いただきま

二第四項第八号︑これを書き込みました︒これを

て︑平成二十五年改正のとき︑電波法第百三条の

です︒

整備率は︑先ほど御答弁いただいたように二〇％

急無線は一〇〇％です︒移動系の防災行政無線の

○吉川沙織君 平成二十五年に追加された消防救

うことでございます︒

十五年に使途の追加をして︑実際どの程度進んで︑

動系防災行政無線のデジタル化について︑平成二

号に基づく事業としてほかに何か想定されて残し

は終了したのに削除されずに残ったままです︒同

ただ︑この第百三条の二第四項第八号は︑事業

れは自治事務だから自治体の努力でやりなさいと

無線は事業の対象の追加とされませんでした︒こ

時︑私も質問しましたけれども︑同報系防災行政

動系防災行政無線のデジタル化だけであって︑当

そのときに対象になったのは消防救急無線と移

承知しております︒が︑もう一つの対象だった移

現在の整備率はどうなのか︒整備率だけで結構で

ているのかどうかを伺います︒

災行政無線のデジタル化もまだ道半ばというふう

す︒

電波法第百三条の二第四項第八号の規定でござ

に聞いておりますので︑こういったことに使うこ

いう答弁が当時の消防庁長官と総務大臣からあっ

周波数有効利用促進事業につきましては︑消防

いますけれども︑周波数有効利用促進事業につい

ともあるのかなという感想だけ申し上げて︑次の

○政府参考人︵富永昌彦君︶ お答え申し上げま

救急無線と移動系防災行政無線︑両方を対象とし

て規定したものでございます︒この規定の下で︑

質問に行きたいと思います︒

○政府参考人︵富永昌彦君︶ お答え申し上げま

ておりました︒御指摘のとおり︑消防救急無線に

消防救急無線及び移動系防災行政無線のデジタル

九年前から継続的に確認をしてきた防災行政無

たところでございます︒ですので︑この同報系防

つきましては︑もう既に平成二十八年三月末にデ

化を対象として平成二十八年度まで事業を実施し

線そのものの整備率について消防庁に伺います︒

す︒

ジタル化が完了しております︒一方︑移動系防災

てまいりました︒この事業による支援でございま

す︒

行政無線の方につきましては︑二十五年三月末で

地震や津波等の災害発生時︑ミサイル発射等の

防災行政無線は︑スピーカーから流れる音で住民

すが︑人命又は財産の保護の用に供する無線設備
今後︑このような無線設備であって︑電波の能

への避難を呼びかける大事な手段の一つであるこ

は約一三％でございましたが︑二十八年三月末で

率的な利用に資する技術の利用の推進を図るため

とに違いありません︒しかし︑その防災行政無線

武力攻撃事態における情報伝達手段の一つとして︑

○吉川沙織君 多分トータルだと一〇〇だと思い

必要があると認められる場合には支援を行ってい

は︑整備率︑ずっと九年前から問い続けてまいり

を広く恒久的に対象とする事業でございます︒

ますので︑二〇だとまだまだだなという思いがあ

くことも想定されるということで︑今特定のもの

ましたけれども︑これもまた途上であります︒

は約二〇％というところまで行っております︒

りますのでどうかと思うんですが︑平成二十五年

を想定しているわけではございませんけれども︑

以上でございます︒

改正において防災行政無線と消防救急無線のデジ

電波利用共益事務の定義規定を維持しているとい

まず︑防災行政無線︑同報系で結構でございま

タル化に要する費用の補助を追加したことに伴っ
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十八年三月末現在︑千四百二十八の市町村︑全市

無線︑同報系の整備状況につきましては︑平成二

○政府参考人︵大庭誠司君︶ 市町村の防災行政

す︑最新の整備率について消防庁に伺います︒

た︒

質の整備率は七九・四％という答弁でございまし

は進んでいるということだと思います︒ただ︑実

ましたので︑少しずつではありますけれども整備

村の地形や面積によりましては多額の経費が必要

整備を促進してきたところでございますが︑市町

減災事業債の対象といたしまして防災行政無線の

ります︒これまで︑財政措置として︑緊急防災・

整備率は上がるということになりますので︑その

そうなると︑市町村合併効果を含んで見かけ上の

ますから両方とも整備済み団体とみなされます︒

でＢ市になくても︑合併したら一応同じ市になり

れまでＡ市とＢ市があって︑Ａ市が整備済み団体

す︒ただ︑平成は平成の大合併がありました︒そ

町村数での割合が八二％だということだと思いま

○吉川沙織君 では︑もう一つ︒今のは︑今の市

す︒

ュニティーＦＭだとか携帯とか戸別受信機だとか

先ほどありましたように︑ケーブルテレビ︑コミ

ピーカーというのは一番効率がいい︒もちろん︑

が住民に届くためには︑やはり防災行政無線のス

したとしても︑その先に避難の情報を伝える情報

れています︒市町村にある自動起動機が自動起動

したが︑今は自動起動機自体は一〇〇％整備をさ

し始めた頃はまだこれ全然整備進んでいませんで

りました︒Ｊアラートの自動起動機は︑私︑質問

十九年に始まって︑その後からずっと聞いてまい

多分アナログのものでお答えいただいたかと思い

○吉川沙織君 同報系の防災行政無線の整備率は︑

えております︒

ら︑より市町村の取組を支援してまいりたいと考

じておりまして︑こういう制度なども活用しなが

代替として整備する場合においても財政措置を講

できるコミュニティーＦＭなどを防災行政無線の

ーカーや屋内受信機により住民に直接情報を伝達

いますけれども︑平成二十八年度から︑屋外スピ

それ以外の方にどう伝えるかという観点でござ

な場合もありまして︑整備に時間を要しておりま

市町村合併効果分を抜いたいわゆる実質の防災行

といったものもありますが︑東日本大震災やあら

ます︒デジタル化についてはあえてこの場では問

先ほども出ましたけれども︑これも運用が平成

政無線の現在の整備率︑最新の整備率について伺

ゆる災害でのアンケート結果を見ますと︑防災行

いはしませんけれども︑それも物すごい整備率が

町村の八二％が整備をしているところでございま

います︒

政無線のスピーカーから流れてくる音を頼りに逃

低い︒いろんな手段を講じてということではござ

まして︑平成十六年三月末の整備率六七・八％よ

出したところ︑整備率が七九・四％となっており

年三月末時点の整備率を個別に確認し︑改めて算

月末での市町村数三千百五十五を基に平成二十八

庁の見解を伺います︒

ということになりますが︑そのことに対する消防

国民の皆さんにはその情報が届く手段が限られる

が七九・四％であるということは︑残り二〇％の

ですので︑いまだ防災行政無線の実質の整備率

ろうかと思います︒

立てば法定受託事務という事務の性格の違いがあ

ん防災は自治事務であり︑国民保護という観点に

ら到達していないという現状がある中で︑もちろ

っては身近で︑それがまだ一〇〇％には残念なが

いますが︑同報系が一番住民︑国民の皆さんにと

す︒

○政府参考人︵大庭誠司君︶ お答えします︒

げた︑助かったという声が多うございました︒

り一一・六％の増となっております︒

○政府参考人︵大庭誠司君︶ 私どもも市町村防

多くの市町村合併が行われる前の平成十六年三

○吉川沙織君 約九年前に実質の整備率はいかが

災行政無線の整備促進は大きな課題だと思ってお

ただ︑災害の情報にしても︑武力攻撃事態の情

ですかとお伺いしたときは七〇・九％から始まり
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ほどクローズアップされたこと︑この九年間この

てねということになりますが︑国民保護事案︑今

二十六条三項にその記載がありますが︑そもそも

業における個人情報保護に関するガイドライン第

携帯電話のＧＰＳ捜査については︑電気通信事

の最高裁大法廷判決も踏まえて伺います︒

るような改正が行われていることについて︑先月

らないまま携帯電話のＧＰＳ位置情報が取得でき

当該位置情報を取得されていることを利用者が知

超えた行動までもが把握されることになりかねま

関係の質疑してきて︑なかったと承知しています︒

この第三項の項目は平成二十三年までは存在しま

最初に︑警察庁︑法務省に伺います︒

しのＧＰＳ捜査は違法判決︑さらには︑令状をも

国民保護に重点を置いて考えるならば法定受託

せんでした︒当時は︑どこにいるかを常に監視さ

平成二十七年六月のガイドライン改正後以降︑

報にしても︑国民の生命︑身体︑財産を守るとい

事務となり︑ある程度国が思い切って支援するこ

れるのではないかとの利用者の不安に配慮し︑裁

先月︑三月十五日の最高裁判決が出るまでの間︑

せん︒こんな重大な改正が︑国会で全く議論され

とも考えられるのではないかと考えますが︑消防

判官の発付した令状だけでなく︑携帯電話の利用

捜査機関が携帯のＧＰＳ位置情報を取得するため

ってしてもＧＰＳ捜査には疑義があり立法化が望

庁の見解︑一言で構いません︒

者本人に対して音やメッセージで位置情報の取得

の法的根拠は何だったかを伺います︒

う目的に変わりはありません︒ですので︑防災に

○政府参考人︵大庭誠司君︶ 今申し上げました

を知らせることを条件として︑捜査に使えるため

○政府参考人︵木勇人君︶ 警察におきまして

ることもなく︑また法律改正を伴うわけでもなく︑

とおり︑市町村に対しまして︑緊急防災・減災事

にこの項目を追加しました︒しかし︑これでは︑

は︑携帯電話のＧＰＳ位置情報を取得しようとす

ましいという判決を出しました︒

業債を活用するなど︑その整備に積極的に取り組

事前にその捜査の対象者にこれから捜査します︑

重点を置いて考えるならば︑はい︑自治体頑張っ

んでいただきたいと思います︒また︑これらの未

る場合には︑裁判官から刑事訴訟法第二百十八条

業者に提示した上で︑同事業者が取得した携帯電

位置情報を追跡しますよというのを画面として出
平成二十五年十二月十日︑犯罪対策閣僚会議は︑

話のＧＰＳ位置情報を取得することを予定したと

整備の市町村につきましては︑緊急速報メール︑
報伝達手段を組み合わせて活用することによりま

﹁世界一安全な日本﹂創造戦略五十一ページ︑

ころでございます︒

の検証許可状の発付を受け︑同令状を電気通信事

して住民に災害情報伝達がきちんとできるように

﹁携帯電話のＧＰＳ位置情報に係る捜査の実効性

○政府参考人︵加藤俊治君︶ お答えを申し上げ

すものですから︑捜査には使いづらいです︒

助言してまいりたいと考えております︒

の確保﹂を閣議決定しました︒これを受けた総務

登録制メール︑ＩＰ告知システムなど︑多様な情

○吉川沙織君 引き続き︑この問題については経

ます︒

ただいまの警察庁からの答弁と同旨でございま

省は︑平成二十七年六月︑位置情報の取得を利用
者本人に知らせる箇所を削除するガイドラインの

過を経年で確認をしていきたいと思います︒
次に︑携帯という面で関連してお伺いしたいと

個人がどこでどれだけ滞在したかということは

づいて行うことが想定されていたものと承知して

イムに収集する捜査については︑検証許可状に基

すが︑捜査機関が携帯電話の位置情報をリアルタ

先月︑三月十五日︑最高裁大法廷は︑車両等に

極めて高度なプライバシーであり︑携帯のＧＰＳ

おります︒

改正を行ったものです︒

ＧＰＳ端末を取り付けて位置情報を捜査する際に

情報を取得することによって︑捜査対象の範囲を

思います︒

令状を取得するか否かの適法性について︑令状な
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ＰＳ捜査に疑義が残るとする判決が出ており︑携

電話のＧＰＳの位置情報は性質は異なるところは

るという報道もありましたので︑今現在でも実際

ちなみに︑更問いで伺いますが︑先ほど︑ガイ

何点もありますけれども︑同じ検証令状でやるこ

○吉川沙織君 法務省︑検証許可状とおっしゃい

ドライン改正後から先月の最高裁大法廷判決が出

とに違いはありませんし︑刑事訴訟法第二百十八

帯位置情報についてのＧＰＳ捜査についても︑こ

います︒

るまでの間の法的根拠は刑事訴訟法第二百十八条

条一項にその法的根拠があるならば立法化した方

に捜査に使える段階にあるかどうかということは

○吉川沙織君 では︑実際に︑平成二十七年六月

一項ということを伺いましたが︑現時点において︑

がいいんではないかと思うんですが︑いかがでし

ましたが︑刑事訴訟法第二百十八条で合っていま

のガイドライン改正後︑裁判官から令状を取得し

仮に令状を取得しようとすれば︑法的根拠という

ょう︒

れは車両にくっつけるＧＰＳ端末ともちろん携帯

て携帯電話のＧＰＳ位置情報を取得したことがあ

のは何になりますか︒どちらでも構いません︒

○政府参考人︵加藤俊治君︶ お答えを申し上げ

分からないところであります︒

るのか否かを警察庁に伺います︒

○政府参考人︵加藤俊治君︶ お答えを申し上げ

ます︒

すね︒

○政府参考人︵木勇人君︶ これまで︑都道府
ます︒

○政府参考人︵加藤俊治君︶ そのとおりでござ

県警察において︑検証許可状の発付を受け携帯電

七年六月時点での携帯電話はどうだったかという

ンの改正は平成二十七年六月です︒この平成二十

然性はありました︒なぜならば︑このガイドライ

係がございますので︑その点を含めて検討を要す

今御指摘の最高裁大法廷判決の理解︑分析との関

状を得るということが考えられますが︑もとより

に当たるであろうと考えられますので︑検証許可

適用が及ぶということにはならないわけでありま

どうか︑この点は事案を異にしているので直ちに

情報をリアルタイムに取得する捜査手法に及ぶか

が異なりますので︑これが直ちに携帯電話の位置

ＰＳ捜査に関するものでございまして︑事実関係

まず︑御指摘がありましたように︑当該御指摘

と︑もちろん通信の秘密とか個人情報保護のプラ

べき事柄であると考えております︒

す︒

現時点においても︑仮に令状を取得しようとす

イバシーの観点から︑位置情報を取得されるとき

○吉川沙織君 最高裁大法廷判決を読みますと︑

ただ︑もとより︑その最高裁の判決の趣旨が携

話のＧＰＳ位置情報を取得した事例はないものと

は事前に音が鳴るとか画面にこれから位置情報を

﹁
﹁検証﹂では捉えきれない性質を有することも

帯電話の位置情報取得に関しても及ぶかどうかと

の大法廷の判決は︑自動車にいわゆるＧＰＳ装置

取得しますよというのを出す仕様になっていまし

否定し難い︒
﹂
︒つまり︑今まで警察庁や法務省は︑

いうことについては︑この判決の理解︑分析を通

れば︑その行おうとしている携帯電話の位置情報

たから︑まずもって︑その携帯端末の仕様を変更

例えば︑法務省は平成十五年五月九日衆議院法務

しまして検討すべき事柄でございます︒

承知をしております︒

しなければなりません︒一部報道によりますと︑

委員会での刑事局長答弁でも検証令状を取れば位

それらの分析でありますとか︑さらに携帯電話

を付けて位置情報を取得するという︑いわゆるＧ

その一部仕様が変更された携帯端末の販売は昨年

置情報を取得できる旨答弁されていますが︑今回

の位置情報取得というのが︑実際に位置情報を収

のリアルタイム取得というのは性質としては検証

夏以降であり︑また機種も︑いろいろ載っている

の最高裁大法廷判決では検証令状を発付してもＧ

○吉川沙織君 実際︑ない可能性が高いという蓋

ＯＳによって追跡できるものとできないものがあ
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ついては検討されるべき事柄であると考えており

るのか︑その在り方などを踏まえて立法の要否に

集する仕組みとして具体的にどのようなものであ

車両に勝手にくっつけられていれば︑令状がなく

両ＧＰＳを︑端末を装着するケースでは︑例えば

○吉川沙織君 今回︑もちろん︑携帯ＧＰＳと車

あるというふうに認識しております︒

お答えを申し上げることは困難でございます︒

適用ということになりますので︑この場で一概に

お尋ねは個々の個別具体的な事件における法の

ます︒

ます︒

○吉川沙織君 では︑困難ということでしたので︑

例えば︑このガイドライン第二十六条三項で

て本人に通知の仕組みもなければ︑対象者に発信
携帯電話の場合はもちろん機能をＧＰＳにオン

﹁裁判官の発付した令状に従うときに限り︑
﹂
︑こ

○吉川沙織君 総務省ガイドラインの第二十六条
当該位置情報を取得する﹂とした規定は︑今いろ

にしていないといけませんし︑様々な違いは何点

の法的根拠は警察庁と法務省から刑事訴訟法第二

問いを変えたいと思います︒

いろ答弁いただきましたけど︑ＧＰＳ捜査に関す

かあるのは承知しておりますが︑ただ︑同じＧＰ

百十八条と伺いましたが︑この令状は例えばどの

している意思なんてありません︒

る具体的な立法なしに令状請求の審査を担当する

Ｓの位置情報を取得して捜査を行うという観点で

三項︑
﹁裁判官の発付した令状に従うときに限り︑

個々の裁判官の判断に委ねることを相当としない

罪名によって罪状が取れるのかとか︑検証令状で

もちろん︑こうやってガイドラインを改正させ

いえば︑このガイドラインを変えるときのワーキ

ほかの項目は構いませんが︑第二十六条三項を運

た以上は︑ある程度の運用ルール︑ＧＰＳの端末

今回の最高裁大法廷判決の趣旨とは整合は必ずし

ついて︑警察庁でも法務省でも構いませんが︑い

用して令状を取得して捜査するという運用は︑少

を車両に取っ付けるのだって警察庁は運用ルール

あることは分かりますけれども︑どれだけの期間︑

ずれか答弁をお願いします︒

なくとも︑今法務省でこれから検討をされるとい

を定めていたぐらいですから︑ある程度捜査方針

ンググループの議論では刑事訴訟法第二百十八条

○政府参考人︵加藤俊治君︶ お答えを申し上げ

う答弁がございましたので︑その検討がある程度︑

定めた上でこうやってガイドライン改正させてい

もしないのではないかと考えます︒

ます︒

立法が必要だとか︑このままやっぱり捜査手段は

ると思うんですが︑そういったものも全く今の時

例えば位置情報を取得できると運用で決めていた

まず︑ガイドラインが抜け道になってはならな

多い方がいいから置いておけというのであれば︑

点ではなかったということでしょうか︒

一項が法的根拠であるとされていること︑それか

いかどうかという点に関しましては︑このガイド

検討はされるのかもしれませんが︑今の段階では

○政府参考人︵木勇人君︶ 携帯電話のＧＰＳ

ガイドライン第二十六条三項がＧＰＳ捜査の抜

ラインは総務省におかれて電気通信事業者に対し

少なくとも第二十六条三項においては運用を見合

位置情報の取得についての捜査の運用要領につい

のか︒

て主に発せられているものと承知しておりますの

わせる︑若しくは︑それを根拠に令状を取得する

てのガイドラインといったものは定めていないと

ら︑先般の最高裁大法廷の判決を踏まえるならば︑

で︑これに関しまして申し上げる立場にはござい

というのは見合わせるべきではないかと考えます

ころでございます︒

け道になってはならないと考えますが︑その点に

ません︒

が︑そのことに対する見解を伺います︒

○吉川沙織君 いずれにしても︑先月︑あれだけ

ただ︑もとより捜査につきましては︑刑事訴訟

○政府参考人︵加藤俊治君︶ お答えを申し上げ

法等の規定に基づいて適正に行われるべきもので
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定するものではないがという補足意見も付いては

Ｓの捜査手法には疑義が残る︑もちろん全てを否

違法判決を出して︑検証令状をもってしてもＧＰ

大きなインパクト︑最高裁大法廷で十五人全員が

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

行っているのか︑総務省電波部長に伺います︒

で重要だと考えますが︑現状︑どのような取組を

法電波の監視は無線局の適切な運用を確保する上

ございます︒

視設備の拡充強化を図る予定としているところで

ける電波監視体制の充実強化を行うため︑電波監

会に向けまして︑競技会場ですとかその周辺にお

二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大

電波は︑スマートフォン︑無線ＬＡＮなど様々

安心な国民生活の維持に貢献してまいりたいとい

す︒

有する情報が含まれる︑捜査の対象範囲を大幅に

な形で国民の皆様に利用されており︑また消防防

うふうに考えております︒

いましたけれども︑やはり高度なプライバシーを
超える私的な範囲にまで踏み込むのがＧＰＳ捜査︑

災無線︑航空・海上無線などの重要無線は︑御指

以上でございます︒

今後とも電波監視体制の充実強化を図り︑安全︑

位置情報だと思いますので︑そこはしっかり見て

摘のとおり︑国民生活の安心︑安全を支えるイン

○吉川沙織君 今度は︑その電波を抑止︑通信を

いきたいと思います︒

フラとなっております︒
このような電波利用において︑混信︑妨害を迅

平成十年六月十日︑郵政省︑発着信による迷惑

最高裁大法廷判決でも︑実施可能期間の限定︑
第三者の立会い︑事後の通告等を立法化に当たっ

速に排除し︑良好な電波利用環境を維持するため︑

抑止する環境について伺いたいと思います︒

て求めていますので︑このガイドラインの内容も

防止のための電波利用の在り方に関する研究会報

の利用について︑コンサートホール等︑公共の福

総務省では電波監視に取り組んでいるところでご
具体的には︑消防防災無線︑航空・海上無線な

祉の増進に必要と認められる一定の条件に適合す

立法化をすべき内容であるということを申し上げ

どへの電波妨害に対応するための全国規模の電波

る場合︑同年十二月から携帯電話等通信抑止装置

告書で︑電波を利用した携帯電話等通信抑止装置

監視設備︑二つ目としましては︑航空管制などに

の設置を認めています︒通信を抑止する場合は︑

ざいます︒

先ほどは捜査の観点から取り上げたＧＰＳです

用いられる短波帯通信への国内外からの電波妨害

携帯電話と同じ周波数の電波を発射することで電

ておきたいと思います︒

が︑近年その性能はどんどん上がり︑今までは範

に対応するための短波監視設備︑さらに︑国内外

波を妨げるものであるため︑無線局の免許人とな

最後に︑不法電波監視と携帯電話通信機能抑止

囲が広い位置情報しか特定できませんでしたけれ

の人工衛星などから電波妨害に対応するための宇

について少し伺いたいと思います︒

ども︑今ＧＰＳで追尾すればその誤差は数メート

る必要はあります︒

まず︑携帯電話等通信抑止装置の運用に当たっ

宙の電波監視設備の整備を行いまして︑二十四時
間三百六十五日体制で重要無線通信妨害に対応し

ルとも言われています︒
一方で︑外国波を含め様々な電波を発射して重

てどのような要件があるのか︑総務省電波部長に
平成二十九年度からは︑さらに︑第四世代携帯

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

ている状況でございます︒

の電波利用料の予算を見ても︑不法電波の監視に

電話など︑より高い周波数帯を利用する無線シス

す︒

要無線通信を妨害する事例も増えています︒今回
ついては前回改正時と比べ約一・五倍となってお

テムに対応する電波監視体制の整備︑また︑二〇

伺います︒

り︑必要性に迫られる対策であると言えます︒不
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す︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

例えば︑駅舎︑道路︑公園といいました不特定

通信環境が非常に良好な屋内空間においても︑

お尋ねの携帯電話等抑止装置につきましては︑
携帯電話等の普及により着信音が周囲に迷惑を掛
の人々が自由に出入り可能な空間では︑先ほど御

例えば窓に電磁波のシールドを張る︑さらに状況

す︒

ける事例が増加したことを受けまして︑御指摘の

説明しました要件を満たすことは困難ということ

業者において施設内の基地局のアンテナの調整で

とおり︑平成十年に導入されたものでございます︒

また︑技術的な観点から一般論として申し上げ

すとかパワーを下げる︑そういったことを講じる

によりましては︑今御指摘ございましたように︑

れば︑屋内でありましても︑例えば大きな窓があ

ことにより携帯電話等抑止装置による抑止が可能

から︑抑止装置の運用は現在行われていない状況

この電波監視等抑止装置でございますが︑携帯

る︑あるいはごく近隣に携帯電話等の基地局があ

となる︑そういったケースはあり得るとは考えら

劇場ですとかコンサートホールとかにおきまして

電話等と同じ周波数の電波を発射することで周囲

るといった︑所によりまして屋内の通信環境が非

れます︒

施設管理者からの要請に基づきまして携帯電話事

の携帯電話等の一切の通信を抑止するものである

常に良好である場合︑抑止装置による抑止が困難

にございます︒

ことから︑その運用に当たりましては︑通信の抑

になる︑そういったケースもあるというふうに考

りましては︑抑止装置単体の性能だけではなく︑

静ひつの確保のために利用されている状況にござ

止が社会的に容認される場合であること︑二つ目

えております︒

こうした周辺の電波利用環境といったものを総合

三者の通信を阻害することのないよう︑携帯電話

点が要件になっております︒さらに︑無関係な第

抑止が可能となるのか︑その場合︑携帯電話等通

信環境をあえて低下させるような措置を講じれば

て低下させるのが難しいという場合のときに︑通

います︒

ことについて個別に確認を行っている状況でござ

装置の電波が外部へ漏えいしていないかといった

的に勘案した上で抑止が適切に行われるか︑抑止

います︒

としまして︑携帯電話等の利用が制限されている

○吉川沙織君 今答弁いただいた大きな窓があっ

等抑止装置の電波が外部へ漏えいしないように運

信抑止装置を使用するときのみこういう措置を講

また︑総務省では︑抑止装置を免許するに当た

ことを利用者が十分認識し承諾しているといった

用することも要件としているところでございます︒

たとしても︑現実問題それが難しい場合もあろう

○吉川沙織君 社会的な要請を踏まえて対応され

も踏まえながら対応しているところでございます︒

許に当たりましては︑こういった社会的なニーズ

します︒そのような環境で免許が下りた場合︑免

通信抑止が可能になって免許が下りた例があると

つくった上で︑通信環境を落とした上で︑電波の

によって︑つまり通信環境をあえて落とす環境を

例えば︑周辺の携帯基地局の出力を下げること

の内容︑改正内容が小幅ということもありました

○吉川沙織君 今日は︑電波法の改正案そのもの

うに考えております︒

ことは運用上非常に難しいのではないかというふ

下するような︑そういった措置をその都度講じる

置を使用するときに限定して通信環境をあえて低

こうした免許時の条件を踏まえますと︑抑止装

かと思いますが︑どのような場合がそれが困難だ

許を出したときの環境を常に保持する必要がある

ので︑電波利用料総額の歳入歳出の差額︑それか

ずればいいのかという疑問点があります︒

と考えておられますか︒

のかどうか︑電波部長の見解を伺います︒

総務省としましては︑携帯電話等抑止装置の免

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま
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の整備率︑先月の最高裁大法廷判決に基づく︑携

用していくかということ︑それから防災行政無線
会止まっておりました︒その後︑週末に中川政務

任されました︒それがきっかけになって経産委員

先週︑中川経産政務官が週刊誌報道を契機に辞

通信の世論調査で七三％の人が緩みが出ていると︑

つんじゃないでしょうか︒事実︑この週末の共同

こともないんだ︑そういうおごりとか緩みが目立

況の中で何を言っても許されるんだ︑更迭される

それからもう一つ︑安倍一強と言われる今の状

帯電話の位置情報の取得ですので︑今般の大法廷

官は自民党を離党されました︒週刊誌報道が事実

こういうふうに答えておりますけれども︑大臣︑

がございます︒

判決とはもちろん異なりますけれども︑同じ個人

であるとするならば︑これは議員辞職に値する行

いかがでしょう︒

らその累積額の確認︑その累積額をいかにして活

のプライバシーに関わる︑しかもそのガイドライ

動だと思いますけれども︑そこで高市大臣に伺い
女性閣僚として︑また安倍政権の主要閣僚とし

ンができたときは︑個人の携帯︑当該利用者の携
を取得されていることを利用者が知ることができ

て︑離党で済む問題だとお考えなのか︑議員辞職

緩み︑おごりが出ているのではないかという厳

○国務大臣︵高市早苗君︶ 他の閣僚の御発言に

るときという文言があったのを削って今は運用が

に値するとは思われないか︑いかがでしょう︒

しいお声があるということは承知いたしておりま

ます︒

なされている︒警察庁からは︑それで令状を取得

○国務大臣︵高市早苗君︶ 中川前大臣政務官に

す︒私自身は︑総務大臣として辞令をいただいた

帯を鳴動させる︑メッセージを表示して位置情報

したことはないという答弁でございましたけれど

ついての御質問でございますが︑私自身も報道を

ときの初心を忘れずに謙虚に誠実に仕事をしてま

ついて︑また内閣を代表してコメントをするよう

も︑片や車両にＧＰＳくっつけて捜査するときは

通じて知るのみでございます︒また︑内閣を代表

ちらのガイドラインについてもしっかり立法化に

家御本人の出処進退というのは︑自らお決めにな

してコメントをする立場にもございません︒政治

について伺います︒

○杉尾秀哉君 それでは︑本題の電波法改正案等

いりたいなと︑このように考えております︒

な立場にもございません︒

立法化が望ましいという判決が出ている以上︑こ
向けた措置をするべきだという思いであります︒

ることであろうと考えております︒

○杉尾秀哉君 民進党・新緑風会︑長野県選出の

ます︒

ということを申し上げまして︑私の質問を終わり

について立法府の立場からしっかり見ていきたい

っしゃるかもしれませんけれども︑これ閣僚の一

連の問題行動︑これ個人のことだというふうにお

んですけれども︑これ︑安倍政権の閣僚として一

や現場への無理解が私は目立つというふうに思う

今村復興大臣︑山本地方創生大臣︑しかも︑地方

行動が相次いで問題になっております︒例えば︑

○杉尾秀哉君 このところ政務三役等の問題発言︑

に減っております︒地デジ対策はほぼ終了したと

百億円近かったのが平成二十九年度から十三億円

デジの対策費︑これまで二百九十八億円︑ほぼ三

億円に圧縮されております︒最大のポイントは地

りますけれども︑予算規模が七百億から六百二十

間の予算︑これまでの三年間︑左の円グラフにな

ども︑これ右のグラフが平成二十九年からの三年

資料一ですね︑これ基本的なことなんですけれ

ですので︑これからも消防防災︑電波行政全般

杉尾秀哉でございます︒吉川委員に引き続いて質

員としてどういうふうに思っていらっしゃるのか︑

いうことでございますけれども︑先ほど吉川委員

本日は︑電波法等の改正案の審議なんですけど︑

ありがとうございました︒

問させていただきます︒

率直なお考えを聞かせていただきたい︒

その前にどうしても高市総務大臣に伺いたいこと
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