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とともに︑俸給の調整額についても約五十のポス

庁全体で約五十名の定員増による体制強化を図る

ざいます︒平成三十年度におきましては︑本府省

て閣議決定しております︑これに基づきまして毎

これはサイバーセキュリティ基本法に基づきまし

めどでございますが︑サイバーセキュリティ戦略︑

います︒これにつきましては︑大体三年ぐらいを

で︑どうぞよろしくお願いいたします︒

質疑に立つのも実は今回が初めてでございますの

疑には立っておりませんでしたので︑この法案で

いうのがありますけれども︑じゃ︑現状は︑今こ

うところがあったんです︒もちろん︑目標とかと

るのかということをどう判断していくのかなとい

キュリティーの対策というものがどのレベルにあ

のも︑現状︑我が国政府機関におけるサイバーセ

○森本真治君 ちょっと他国のことを持ち出した

えております︒

ティー人材の育成強化を推進してまいりたいと考

しては︑引き続き︑各府省庁のサイバーセキュリ

内閣サイバーセキュリティセンターといたしま

けれども︑またこの問題は︑非常にこれからも重

て︑ちょっと中途半端に終わってしまったんです

少なくなって質問時間がもう終わってしまいまし

○森本真治君 済みません︒ちょっと委員の数が

す︒

うに体制強化を図っていくということでございま

して︑ここにつきましては︑先ほど申しましたよ

だ強化をしなければいけないという認識でおりま

人数︑体制につきましては︑御指摘のとおりま

どうかということを見ているところでございます︒

年年次計画を作りまして︑そこで達成しているか

という点では一定の成果があったことは間違いな

の低廉化やブロードバンドの普及拡大が進展した

信市場における競争を活性化し︑結果として料金

降︑新規事業者の参入を促すことで国内の情報通

の答弁をなさっています︒確かに︑一九八五年以

拡大するなど︑大きな成果を上げてきたという旨

約一・九万事業者が参入し︑市場規模は約五倍に

によって事業者間の活発な競争を促してきた結果︑

規制緩和を進め︑公正な競争環境を整備すること

これまでの電気通信行政全般についての答弁で︑

そこで最初に︑電気通信行政全般について大臣

トの要求が実現しております︒

れが十分なのか不十分なのかという判断をすると

要な問題だと私も認識しておりますから︑引き続

いと思います︒

に見解を伺いたいと思います︒

きの︑その評価をする基準というものがちょっと

き勉強もしていきたいと思いますし︑いろいろと

先月の衆議院総務委員会︑四月十二日︑大臣は︑

説明をしていただきたかったんですよね︒

ただ︑しかしながら︑世界に目を向けた場合︑

ＧＡＦＡ︑グーグル︑アップル︑フェイスブック︑

また教えていただければということをお願いして︑
質問を終わりたいと思います︒

不足しているとかというようなことを言うんだ
けれども︑じゃ︑今どの段階にあって︑目標どう

アマゾンがＩＣＴ市場を席巻し︑現在もなおその

国際的影響力を増し続け︑支配的な状況となって

ありがとうございました︒
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございま

するのかというようなことは︑どのように考えな
がらこの取組を進めているのかということですね︑

や通信の料金の低廉化は世界水準と比較してもト

います︒日本では︑光ファイバー等通信インフラ
立憲民主党の議員として初めての質疑であると

ップレベルとなっていますが︑アプリケーション

す︒
同時に︑議員生活十一年目終わろうとしておりま

レイヤーやプラットフォームレイヤーといった︑

もう少しちょっと御説明いただければと思います︒

すが︑これまで何度か電気通信事業法の質疑の機

いわゆる物理層ではなくて上位レイヤーにおいて

○政府参考人︵三角育生君︶ お答え申し上げま
委員御指摘のとおり︑計画的にサイバーセキュ

会ございました︒ただ︑これまで一度もあえて質

す︒
リティー対策強化︑これを図っていく必要がござ
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に閉じた競争政策から上位レイヤーに打って出ら

一方で︑旧来の市場分析や競争規制ルール等を

おりで︑総務省では︑昭和六十年の電電公社の民

者間の活発な競争を促してきたところです︒加え

踏襲するのではなく︑情報通信市場全体を多面的︑

は︑我が国の情報通信企業はＧＡＦＡのような世

これまでの政策は︑新規事業者の参入を促すこ

て︑消費者保護ルールを充実して︑利用者利便の

多層的に捉え︑市場競争環境の変化を踏まえた政

れるような環境を是非総務省としてもつくってい

とで通信市場の活性化を図るといったネットワー

向上を図ってきました︒結果︑多くの企業が新規

策遂行も必要だと思います︒

営化︑通信自由化以降︑規制緩和を進めるととも

クレイヤー︑さっき申し上げたのが上位レイヤー

参入することができ︑料金の低廉化とかＬＴＥや

例えば︑固定電話等の発信トラフィックはピー

界レベルの企業と互角に渡り合えるレベルとなっ

とすれば︑ネットワークレイヤーに閉じた競争政

光ファイバーなどブロードバンドサービスの普及︑

クは平成十二年度でしたが︑全通信回数の今は三

ただきたいと思います︒

策に終始してきた感が否めませんが︑こうした政

そういうことが進み︑お話があったように市場規

〇％を下回っていますし︑通信時間に至っては二

に︑公正な競争環境を整備することによって事業

策が事業領域の垣根をブレークスルーして上位レ

模は約五倍に拡大するなど︑これまで大きな成果

ているとは言い難いと思います︒

イヤーに打って出るといった通信事業者の挑戦意

〇％を下回って︑回線数についてもピークは平成

九年度でしたけれども︑これも三〇％程度まで減

を上げてきたということを認識しています︒
さらに︑電気通信事業者と様々な業種の企業と

少︑つまり固定電話の音声市場というのは大きく

欲を阻害し続けてきた結果︑今日のような我が国
企業がグローバルＩＣＴ市場においては後塵を拝

の連携を可能にして︑上位レイヤー︑今お話があ

二〇二四年に予定されているＮＴＴの固定電話

する状況に至る状況をつくってしまっているので

業の創出を促進するため︑移動通信分野の市場支

網からＩＰ網への移行については︑こうした市場

縮小してしまっています︒

ＩＣＴによって世の中の産業構造全体が変化し

配的事業者に対する異業種との連携に係る規制の

環境の変化を背景として︑それでも国民の皆様に

った上位レイヤーなどにおける新サービス︑新事

ていく中で︑いつまでも旧来型の制度をベースと

緩和︑ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービスに関す

はないかとも言えます︒

するのではなく︑これまでのネットワークレイヤ

引き続き最低限の連絡手段としての音声通話を今
総務省としては︑ＩＣＴを取り巻く環境の変化

る制度整備などの規制改革にも取り組んでいると

域への通信事業者の積極的な挑戦を促し︑グロー

を踏まえ︑上位レイヤーや国際展開も視野に入れ

総務省としてもこれらの後押しをする必要があ

ーに閉じた競争政策は一旦棚卸しした上で︑今後

バルＩＣＴ市場の上位レイヤーにおいても世界と

た施策に取り組んでいくことで︑我が国経済の活

るのではないかと考えますが︑局長の考えを伺い

後も利用することができるよう︑いかに最小限の

互角に戦えるようなプレーヤーを育てるといった

性化や︑国民がＩＣＴのメリットを最大限享受で

ます︒

ころです︒

観点での政策を大胆に打ち出していくという方向

きる環境の実現にしっかり努めてまいりたいと思

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

は︑ネットワークレイヤーに縛られない新たな領

にシフトしていくべきと考えますが︑大臣の御所

います︒

す︒

コストで固定電話を維持していくかという観点か

見を伺います︒

○吉川沙織君 これまでのネットワークレイヤー

らの取組であるとも私は認識しています︒

○国務大臣︵野田聖子君︶ 吉川委員御指摘のと
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委員御指摘のとおり︑固定電話の市場が縮小し

しているところでございます︒

移行を進めていくことは重要だというふうに認識

コストを可能な限り抑えながらＩＰ網への円滑な

軽減できると期待しているところでございます︒

とにより︑固定電話の維持管理のためのコストを

申等に基づきましてＩＰ網への移行を促進するこ

総務省としましては︑今御説明した審議会の答

というふうに思っております︒特に︑５Ｇの登場

まさしくこれからの第四次産業革命の起点となる

ＩｏＴはあらゆるものがつながるということで︑

○政府参考人︵渡辺克也君︶ 御指摘のように︑

今ある事業者を育てるという政策転換もある種必

現在の固定電話網につきましては︑事業者間の

今後とも︑事業者の意見も十分に聞きながら︑

に伴いまして︑利活用される範囲というのがこれ

ロードマップというのを作成したところでござい

通話の接続につきましては全国のＮＴＴの交換機

光ファイバーや無線等のアクセス回線の活用も含

までＩＣＴを余り使っていない分野にも広がると

要ではないかと思うんですが︑総務省の見解を端

を介してつながる仕組みとなっており︑電話番号

めまして︑固定電話が利用者に安定的かつ確実に

期待しておりまして︑電気通信分野には︑様々な

ます︒

の管理につきましてもＮＴＴの交換機に附属して

提供されるよう必要な取組を進めてまいりたいと

潜在的なプレーヤーと組んで︑新たな領域であり

ている中で︑ＮＴＴを始めとします事業者の追加

いるデータベースに行われているということから︑

いうふうに考えております︒

的に伺います︒

交換機等の設備の維持管理︑運用のためのコスト

一九八五年のＮＴＴの民営化以降︑先ほど総務

ますビジネスモデル︑私どもＢ２Ｂ２Ｘと呼んで

このため︑情報通信審議会におきましても︑各

大臣から︑事業者は新規参入を促進することによ

こういった認識の下︑総務省としましては︑具

○吉川沙織君 十分に意見を聞いていただきなが

事業者の意見を聞きながら議論を行いながら︑Ｎ

って約一・九万事業者まで増えましたと答弁があ

体的な利活用も想定した実証実験を推進するとと

の負担が生じているというふうに認識していると

ＴＴの交換機に依存した現在の固定電話の仕組み

りましたとおり︑我が国における電気通信行政に

もに︑関係者の方々の知見もいただきながら︑本

おりますが︑こういった形で他の利用者の方々も

につきましては︑まず一つ目としましては︑既存

おける競争政策というのは︑これまでどちらかと

年夏頃までに︑地域における５Ｇですとか光ファ

ら取組を進めていただきたいと思います︒

の利用者に負担を掛けないよう電話の端末ですと

いえばプレーヤーの数を増やすことに注力されて

イバー等のＩＣＴインフラをどういうふうに使っ

ころでございます︒

かメタル回線は維持したままメタルＩＰ電話を実

きた側面があることは私は否定できないと思って

ていくかと︑こういった普及戦略も含めて検討を

含めたビジネスモデルの構築が必要だろうという

現していくということとし︑二つ目としましては︑

います︒

スを保有して行う等を行うことによって︑ＩＰ網

番号の管理につきましても各事業者がデータベー

して東京と大阪の二か所に集約をし︑また︑電話

等に十分に設備投資をできる環境をつくるべく︑

事業者がこれからの社会インフラとなり得る５Ｇ

これらに莫大な設備投資が必要となる中︑今ある

これから５ＧやＩｏＴ時代が本格的に到来し︑

新たなビジネスモデルの構築も含めて︑引き続き

通信事業者と様々なプレーヤーとの連携を通じた

の設備投資資金の確保にも十分留意しつつ︑電気

総務省としては︑５Ｇのインフラの整備のため

ふうに思ってございます︒

事業者間の通話の接続箇所につきましては原則と

の特性を生かしたよりシンプルで経済合理的なネ

プレーヤーを増やすというよりも︑欧州のように

進めているところでございます︒

ットワーク構成︑システムへの移行をするための
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これに関しては︑事業者同士で情報を持ち合う

係を踏まえて整理する必要があるというふうに整

きまして︑通信の秘密やプライバシー保護との関

機関における具体的な情報の収集︑分析︑共有等

と︑憲法に規定する通信の秘密に抵触するおそれ

理いただいたところでございます︒

複雑化している中で︑電気通信事業者がお互い持

ですけど︑後押しはしていくという答弁でした︒

がありますので第三者機関をつくるという立て付

○吉川沙織君 今︑二月に取りまとめが行われた

競争政策の立案に取り組んでまいりたいというふ

プレーヤーの数を増やすという方に注力が今ま

けになっていますけれども︑これは憲法に規定さ

と答弁をいただきましたが︑この取りまとめる過

の体制︑情報の取扱いに関する安全管理措置︑情

でどちらかといえばされていたような気がするん

れる通信の秘密に関わる改正事項であるがゆえ︑

程の中で関係事業者からは意見は聞かれています

っている情報を︑何が問題なのかというのを共有

ですけど︑そうではない政策に力を入れていくと

総務省内に検討会を設置し︑議論が行われたと承

ね︒

うに考えております︒

いう理解でよろしいですか︒

知しております︒検討会の取りまとめに至る経緯

○政府参考人︵渡辺克也君︶ 関係者の方々も含

報提供の相手方の範囲︑情報共有の実施方法につ

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

のみお伺いいたします︒

めて意見を幅広く聞いて検討をいただいたところ

するための仕組みをつくります︒

す︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

でございます︒

○吉川沙織君 正面から答弁いただけなかったん

くて︑むしろ︑これからそのプレーヤーの方々を
す︒

プレーヤーの数を広げるということだけではな
使ったサービスをどうつくっていくかということ

とが︑これからの５ＧあるいはＩｏＴの進展に向

も含めたサービス創出に向けて力を入れていくこ

そういった形の︑新しいプラットフォーム的な面

しくＩＣＴを活用してサービスをつくっていくと︑

Ｔに余り関与しなかった方々のサービスを︑まさ

との御意見︑さらには︑共有される情報には通信

ため︑情報共有の結節点となる第三者機関が必要

しては︑多数の事業者間で迅速に情報共有を行う

いうのを開催いたしました︒この検討会におきま

円滑なインターネット利用環境の確保の検討会と

対処につき検討するために︑総務省におきまして︑

保護されるものであり︑通信当事者の同意等︑つ

タイムスタンプ等の通信情報は通信の秘密として

通信元や通信先のＩＰアドレス︑ポート番号︑

るための制度を整備するとされています︒

関を中心として通信事業者が必要な情報共有をす

出すサーバーへの対処を促進するため︑第三者機

攻撃を行うマルウエア感染機器やそれらに指令を

○吉川沙織君 この改正案においては︑サイバー

けて重要だろうというふうに思っているところで

の秘密に該当する情報が含まれるということから︑

まりユーザーの同意等がない限り共有を許されま

今御指摘のとおり︑そのサイバー攻撃などへの

ございます︒

第三者機関を通じた情報共有に当たって通信の秘

せん︒また︑通信事業者にとってはユーザーのプ

で︑どちらかというと︑これまで電気通信︑ＩＣ

○吉川沙織君 ありがとうございます︒

密に十分に配慮するということの意見があったと

それでは︑今回の改正案の内容に︑具体的にお

報共有が通信の秘密に侵害しないようどのように

今回の改正案提出に当たって︑通信事業者の情

ライバシーに関わる情報でもあります︒
二月に取りまとめた報告書におきまして︑第三者

このような意見を踏まえまして︑同検討会では︑

ころでございます︒

聞きしていきたいと思います︒
今回の改正案では︑サイバー攻撃への対処も項
目の一つですが︑このサイバー攻撃︑今︑多様化︑
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どを審査し︑業務の運営が不適切な場合には業務

扱いに関しましては︑認定に際して業務の方法な

このほか︑第三者機関における通信の秘密の取

るということを求めているところでございます︒

などに︑情報共有について利用者の同意を取得す

ても︑電気通信事業者に対して︑利用者との契約

同意が必要でございます︒この法律案におきまし

ては︑原則として︑委員御指摘のとおり利用者の

通信の秘密に該当する情報の取扱いにつきまし

す︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

担保をされているのか︑総務省に伺います︒

これに関して少しお伺いしたいと思います︒

ロとか二でやっているということでございました︒

たけれども︑改正後の第百十六条の二の第二項の

しているのかどうかが非常に読みづらい条文でし

たけれども︑これ︑どこでユーザーの同意を担保

○吉川沙織君 今回︑新旧対照を全て拝読しまし

した︒

第百十六条の間違いでございます︒失礼いたしま

○政府参考人︵渡辺克也君︶ 修正いたします︒

条ではないですか︒

○吉川沙織君 第十一条とおっしゃる︒第百十六

項で規定されているところでございます︒

為としていますが︑具体的には︑料金請求のため

の必要性等を満たす行為につきまして正当業務行

を行うために必要であって︑目的の正当性︑行為

電気通信事業者が電気通信役務の提供等の業務

す︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

項とは具体的に何を想定されていますでしょうか︒

する場合︑この正当業務行為として認められる事

んですけれども︑この中で︑正当業務行為に該当

法令行為と正当防衛︑緊急避難はある程度分かる

当防衛︑緊急避難に該当する場合とありました︒

○吉川沙織君 今︑法令行為︑正当業務行為︑正

ことになるというふうに考えています︒

ーティングをする場合︑こういった場合等が当た

四月十二日の衆議院総務委員会で︑局長から︑
ては︑原則として利用者からの同意の取得が必

るものと考えているところでございます︒

の改善の命令などを設けているほか︑通信の秘密

要﹂との答弁が二回ありました︒この原則の例外

○吉川沙織君 料金請求の場合とか宛先のルーテ

に通話時間を確認したりとか宛先を確認したりル

と同様の加重した罰則を設けているところでござ

とは何でしょうか︒

ィングとありましたが︑更にこれに関連して伺い

﹁通信の秘密に該当する情報の取扱いにつきまし

います︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

たいと思います︒

を漏らした場合などにつきまして電気通信事業者

秘密の適切な取扱いを確保することというふうに

す︒

しては︑改正法の電気通信事業法第十一条の二第

○政府参考人︵渡辺克也君︶ 同意取得に関しま

の何項ですか︒

このような通信当事者の同意がない場合であって

として通信当事者の同意が必要となります︒他方︑

イバー攻撃の送信元の情報共有に当たっては原則

きましては︑通信の秘密に該当することから︑サ

御指摘の個別の通信の当事者に関わる事項につ

す︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

任意でしょうか︒

の会員になるかどうかというのは義務でしょうか︑

である電気通信事業者﹂というのがあります︒こ

改正後の第百十六条の二の第二項に﹁二 会員

これら取組等により︑情報共有における通信の
していきたいというふうに思ってございます︒

二項第一号のロ及び第二号のロでございます︒

も︑法令行為︑正当業務行為︑正当防衛又は緊急

○吉川沙織君 改正後の法律の条文でいえば何条

また︑通信の取扱いに関しましての認定の審査

避難に該当する場合は違法性が阻却されるという

任意でございます︒

に関しましても︑同様の十一条の二の一項及び二
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して︑危ない人に対しては通知をするという︑こ

んですけど︑今回︑サイバー攻撃をみんなで共有

○吉川沙織君 ここでちょっと問題を提起したい
思うんですが︑検討する余地ございませんでしょ

を正当業務行為であるとも言えるのではないかと

同意が取れない場合の注意喚起についても︑これ

いろな側面︑サービスの側面について考えられる

ように︑同意の取り方に関しましても︑多分いろ

○政府参考人︵渡辺克也君︶ 今お話ししました

御感想あればお願いします︒

すが︑例えば包括的なものでの同意ですとか︑そ

うか︒

基本的には︑できるだけ多くの方々に入ってい

こら辺の約款的なものを作って関係事業者との関

ういう立て付けになっているわけですけれども︑

っても情報共有は受けることができるとは伺って

ただくように第三者機関を通じて幅広く促してい

係でそういったものを進めていくとか︑いろいろ

要素があろうかと思っております︒もちろん︑基

おりますけれども︑入っていない事業者がサイバ

くということが︑基本的に対応していくことが重

な施策もあろうかと思います︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

ー攻撃でいえば防御の穴になってしまいやしない

要だろうと思ってございます︒また︑そういった

サイバーアタックの状況等を踏まえながら︑円

この会員が任意であるとするならば︑そこの会員

かということ︑また︑ユーザーの同意が取れなか

中において︑基本的には︑現時点におきましては

滑にこういったものに対してどう対応できるかと︑

本的には個別での同意というのが原則でございま

った場合も︑そのユーザーが︑サイバー攻撃の注

第三者機関の情報の共有というものに関しまして

電気通信事業者の意見も聞きながら具体的な対応

す︒

意喚起ができないということになって防御の穴に

は利用者の同意というのを原則にして行ってござ

策というものを考えていきたいというふうに思っ

として入った事業者はいいが︑ただ︑非会員であ

なりかねないという側面もあると思います︒

いますが︑そういった状況等を通じながら︑今後

今回のケースがどこまで通信の秘密に該当する

と思います︒

うことは︑これは実行上問題があるんじゃないか

この同意を取れないユーザーを隔離すべきだとい

を特定することが通信の秘密と言われています︒

意喚起をすることになるんでしょうが︑ユーザー

ザーを特定し︑そのユーザーに対して事業者が注

ます︒ＮＩＣＴから来たＩＰアドレスを見てユー

場合も同様の問題があるのではないかと思ってい

に穴が空いて︑全ての利用者から同意を取れない

としても︑一部事業者が例外であるならば︑そこ

いうことはこれから検討に値すると考えますが︑

して注意喚起できるような仕組みをつくるなどと

ではなく︑例えば全事業者が感染ユーザーを特定

とは申し上げたいと思いますし︑ユーザーの同意

かりいると大変なことになる側面もあるというこ

わけですから︑これは本当に一々同意を取ってば

サイバー攻撃で何かあったら一気に広まっちゃう

っしゃっていただきましたけれども︑それを緊急︑

場合というのが︑原則としてというのがさっきお

○吉川沙織君 でも︑ユーザーの同意が取れない

に認識しているところでございます︒

必要に応じて検討をすべき課題だろうというふう

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

ような意見があったんでしょうか︒

した情報共有の仕組みについて事業者からはどの

が︑ヒアリングにおいて︑第三者機関を結節点と

で︑対応の方向性を二月に取りまとめています

した︒意見交換や自由討議も行われています︒

からヒアリングをしていただいたと答弁ございま

に置かれたワーキンググループにおいて︑事業者

ど答弁いただいた今回の改正案に至る検討会の中

みも大きな︑今答弁でありましたけれども︑先ほ

○吉川沙織君 この第三者機関の情報共有の仕組

てございます︒

つまり︑この会員にほとんどの事業者がなった

かというのは議論が必要でしょうし︑ユーザーの
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きましての効率的な対応ができるというふうな御

のを使うことによって︑今後のサイバー対策にお

また︑各事業者におきましても︑こういったも

というふうな御指摘もあったところでございます︒

いった仕組みを含めてきちんと対応できるように

業者にとって過度な負担とならないような︑そう

るその法制度とか︑具体的な実施に当たっては事

しては︑構成員とか関係者の方々からも︑いわゆ

なインターネットの利用に関する検討会におきま

今お話ししました︑先ほど御説明しました円滑

手数料として負担をすることを想定しているとこ

機関の会員である電気通信事業者が会費あるいは

これらの費用につきましては︑原則として第三者

るというふうに考えているところでございます︒

ータベースの︑そういったものの費用が必要にな

とか情報共有を行うための通信設備︑いわゆるデ

例えば業務に従事するいわゆる人件費の関係です

共有の業務を行うことによって︑第三者機関では︑

○政府参考人︵渡辺克也君︶ 第三者機関が情報

生じるとお考えでしょうか︒今の時点で結構です︒

組みの整備に当たり︑どのような負担が具体的に

から慎重に扱うべき情報ですが︑総務省はこの仕

す︒

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

か︒

事業者が参画するためにどのような措置講じます

に参画することが必要ですが︑総務省は︑全ての

ての事業者が改正案に基づく情報共有のシステム

めには︑先ほども指摘申し上げましたとおり︑全

サイバー攻撃への対処を迅速に網羅的に行うた

しています︒

共有基盤として設計することも必要である︒
﹂と

討し︑電気通信事業者が積極的に協力できる情報

者の自主的な参画を図るための方策についても検

す︒

意見もいただいていますので︑そういった御意見

ろでございます︒

サイバー攻撃への対処の実効性を上げるには︑

も含めて︑今回の法改正等対応したところでござ

すべきとの意見は出されています︒

できるだけ多くの者が参加できるような枠組みに

に関し︑通信事業者にとって過度な負担とならず︑

見募集においても︑通信事業者における情報共有

○吉川沙織君 取りまとめに当たって行われた意

ております︒

できるように促してまいりたいというふうに考え

して︑参加する者に過大な負担が生じない運用が

第三者機関の認定を受ける一般社団法人に対しま

は︑より多くの方々が情報共有に参加できるよう︑

は難しいわけでございますが︑総務省としまして

に関しましてはなかなか現時点でお答えすること

一般社団法人ＩＣＴ︱ＩＳＡＣを念頭にしている

くのインターネットの関係者が参加しております

リティーに関する情報収集︑分析等を実施し︑多

現に存在するＩＣＴ分野におけるサイバーセキュ

てございます︒

に参加していただくことが重要というふうに考え

者機関の枠組みの中に幅広い電気通信事業者の方

御指摘のとおり︑本法律案の共有︑いわゆる第三

﹁法制度や具体的な実施枠組を検討するに当たっ

○吉川沙織君

ところでございます︒

現時点で具体的にどの程度の負担額ということ

ては︑御指摘の点についても十分に留意しながら

﹁情報共有を受けた電気通信事業者におけるＤＤ

この情報共有の枠組みにつきましては︑個々の

います︒

検討を進めることが重要と考えます︒
﹂としてい

ｏＳ攻撃等の防止措置の実施を確保しつつ︑情報

事業者では対応が困難な大規模なサイバー攻撃に

この情報共有の枠組みの検討に当たりましては︑

ます︒

共有の枠組みに参画しようとする事業者に過度な

連携により対応できるようにするものであり︑参

この事業者の意見に対し︑総務省は︑報告書で︑

ＤＤｏＳ攻撃等に係る通信情報は︑通信事業者

負担となることを避ける等︑多数の電気通信事業

対応の方向性十二ページでは︑

にとって通信の秘密及びプライバシー保護の観点
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ていただけるよう対応を図っていきたいというふ

加をするインセンティブ︑こういったものを持っ
では︑法律の実施に必要な事項に限り委任するこ

の第百七十六条の二を設けております︒この規定

許されないと思います︒

趣旨を失わせるほどの一般的︑抽象的委任は私は

ります︒国会は国の唯一の立法機関であり︑その

この点について大臣の御見解があれば伺いたい

ととしており︑この規定に基づいて実質的に権利
を制限し︑義務を課す総務省令を定めることはあ

うに考えてございます︒
また︑総務省としましても︑サイバー攻撃への

○吉川沙織君 全ての事業者が参加できるような

でございます︒

促してまいりたいというふうに考えているところ

性を説明し︑より幅広い電気通信事業者の参加を

○吉川沙織君 今回︑改正条文を拝見しますと︑

っておりません︒

接関連する事項については総務省令への委任は行

条文で定めており︑委員御指摘の通信の秘密に直

なお︑本法律案では︑法律で定められる内容は

な事項について定めることがあると︒本法律案に

法を実施するために必要な書類の様式など細目的

具体的な省令への委任規定に基づいて定めるほか︑

と思います︒

仕組みは是非促進していただきたいと思います︒

省令委任事項って二十一項目あるんです︒第百七

ついても︑国民の権利義務に関わる重要な手続に

りません︒

次に︑委任立法の在り方です︒

十六条の二の包括委任規定を含みますけど︑もう

おける省令委任事項については必要な根拠を規定

対処の実効性を上げるためにも︑情報共有の重要

私は︑ずっと︑三権分立︑それから立法府と行

山盛りあって︑確かに今答弁いただいたように︑

しているものの︑電気通信番号計画やサイバー攻

○国務大臣︵野田聖子君︶ 大臣としてまず答弁

政府の関係というのはそれぞれ抑制して独立して

周知事項とか届出手続︑記載事項︑書式︑添付︑

法の規定を実施するための省令を定める際には︑

します︒

いるものだと承知をしていますが︑今回の改正案

撃への情報共有を行う第三者機関の認定など多く

対応の方向性を拝見しますと︑サイバー攻撃へ

まあそういうことなんですけれども︑私も︑今

公示の方法ではあるんですが︑であるならば︑わ

のとされています︒この規定の趣旨及びこの規定

の対処という喫緊の課題への対策に当たっても︑

は総務大臣を務めておりますが︑少し前までは立

第百七十六条の二では︑
﹁この法律に定めるもの

に基づく省令規定事項として想定している内容に

通信の秘密を十分配慮し︑慎重に検討をされてき

法府で皆さんと一緒に法律を一生懸命手掛けてま

の手続を設けていることから︑必要に応じ︑様式

ついて伺います︒

ています︒その一方で︑憲法で保障された通信の

いりました︒今日︑その一つが恐らく成立するで

ざわざ包括委任規定を置かずともいいんじゃない

○国務大臣︵野田聖子君︶ 電気通信事業法の改

秘密の趣旨を踏まえ立法された電気通信事業法に

あろうと言われていますが︑そういうことを考え

のほか︑この法律を実施するため必要な事項は︑

正案では︑電気通信番号計画の申請手続など多く

関し︑法実施のために必要な手続や細目的事項を

たときに︑政省令というのは︑議員の中で︑議員

などで省令において定めることはあります︒
︵発

の手続を設けております︒このため︑個別の規定

定める根拠となる規定だとしても︑行政機関が具

提案の中で法律作る︑政府案も賛成するけれども︑

かという思いもあります︒

で総務省令への委任を定めているほかにも︑必要

体的︑個別的委任なく省令を定めることができる

政省令の中で若干ずれがあるということは間々︑

総務省令で定める︒
﹂との規定を新たに設けるも

な手続の様式などを定めることが見込まれること

とすることは︑立法府の人間からすれば疑問があ

言する者あり︶

から︑その根拠を明らかにするため︑委員御指摘
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極力︑本来︑立法府が法律を作る作業を国民か
グを実施し得る環境を整備する必要があるとされ

止めるため︑速やかにＩＳＰ等によるブロッキン

版サイトによる著作権者等の権利侵害拡大を食い

用者の通信の秘密を侵害する可能性があります︒

り︑形式的にはですが︑全てのインターネット利

事業者が利用者のアクセス先を知得する必要があ

長らく言われ続けてきたことであります︒
ら任せられているというその大義の下で︑双方に
ています︒

政府は︑今回の緊急取りまとめに当たり︑通信

やはり協力し合って︑より良い国民にとっての利

ませんとありましたので︑それで理解をしたいと

密とか国民の権利義務に関するようなものはやり

○吉川沙織君 先ほどの大臣の答弁で︑通信の秘

らないというふうに承知しています︒

○政府参考人︵住田孝之君︶ 御指摘の点でござ

緊急対策の位置付けについて︑端的に伺います︒

国会で議論をし︑実施されるべき事柄です︒この

式的に侵害する可能性があり︑本来は立法府たる

通信事業法第四条第一項で定める通信の秘密を形

目をされ始めました二〇一六年から︑サイトブロ

害行為の巧妙化︑複雑化による被害の深刻さが注

しては︑インターネットの海賊版につきまして侵

の関係でございますけれども︑知財本部におきま

○政府参考人︵住田孝之君︶ この通信の秘密と

でしょうか︒長い答弁は結構です︒

の秘密との関係についてどういう整理をされたん

は思うんですが︑今回の包括委任規定を見付けて

いますけれども︑御指摘のとおり︑先般︑四月十

ッキングを含む対策方法について検討を進めてき

ブロッキングは︑憲法第二十一条第二項︑電気

から︑過去の例をずっと調べてみました︒そうし

三日にこの緊急対策が決定をされました︒

益につながっていく法律を作っていかなければな

たら︑政省令の包括委任規定って平成十年代の後

ことは︑私は︑やっぱり立法府の立場からすれば

ため必要な事項は︑総務省令で定める︒
﹂と書く

の法律に定めるもののほか︑この法律を実施する

に委ねると書くならいざ知らず︑もう丸ごと﹁こ

つ緊急的な措置といたしまして︑民間事業者によ

上で︑法制度整備が行われるまでの間の臨時的か

ングに関する考え方の整理をいたしまして︑その

ず︑こうした特に悪質な海賊版サイトのブロッキ

サイトが出ているということを踏まえまして︑ま

要請すらできないような︑こういう悪質な海賊版

ざいます︒

また政府部内での検討を加速化をしたところでご

らのヒアリングあるいは意見交換を行いまして︑

知財本部の下で法的な論点も含めまして有識者か

を踏まえまして︑それ以降本年四月までの間に︑

トが登場して被害が急速に深刻化したということ

の削除要請すらできないという巨大な海賊版サイ

たところでございます︒特に昨年秋以降︑こうし

ちょっとつらいなという思いでございます︒

る自主的な取組として︑三つの特に悪質なサイト

議論の過程におきまして︑通信の秘密との関係

今回の緊急対策におきましては︑昨今︑運営者

次に︑これは憲法に定める通信の秘密とかいろ

及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブ

も含めまして検討を行っておりまして︑結果とし

半から急増しているんです︒だから︑やっぱり立

んなことに関わるインターネットの海賊版サイト

ロッキングを行うことが適当と考えられるという

て︑今回の緊急対策におきまして︑仮にＩＳＰ事

た運営者の特定が困難︑あるいは侵害コンテンツ

に対する緊急対策について伺っていきたいと思い

ような考え方を示したものでございます︒

業者のブロッキング行為が通信の秘密の侵害に当

の特定が困難であり︑また侵害コンテンツの削除

ます︒

○吉川沙織君 ブロッキングは︑遮断の前提とし

たるとしても︑刑法第三十七条の緊急避難の要件

法府の立場からすれば︑それぞれの条文で政省令

会議は︑インターネット上の海賊版サイトに対す

て︑論理的にはですが︑全ての通信について通信

四月十三日︑知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚
る緊急対策を取りまとめました︒特に悪質な海賊
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られるとしたところでございます︒

を満たす場合には違法性が阻却されるものと考え
としてお招きをいたしまして︑インターネット上

学者︑あるいは情報法制に詳しい法律家も参考人

○吉川沙織君 今︑いろいろ関係者から話を聞い

のでございます︒

ロッキングをやるとなったらＩＳＰ等の事業者が

て決めたというお話︑長い答弁でしたけど︑あり

この議事におきましては︑権利者として特に問

やることになるんですが︑その辺の知見を持った

の海賊版サイトの被害の状況及びその対応策につ

ロセスについて本日伺っていきたいと思います︒

題視しております悪質な海賊版サイトの実例ある

関係事業者︑呼んで話していますか︒

○吉川沙織君 今の答弁に対しては個人的には申

今︑議論がなされた︑特に今年に入ってから

いは個社の被害状況︑さらにはこれまで講じてき

○政府参考人︵住田孝之君︶ 今回の議論の中で︑

ましたけれども︑では︑関係者の中で︑実際にブ

云々とありましたが︑今年二月十六日︑知的財産

た対策などを明確にしながら︑適切な対応策につ

その二月十六日の議論も含めまして︑知的財産戦

いての法的な論点を含めた議論を行いました︒

戦略本部検証・評価・企画委員会コンテンツ分野

いて関係者間で率直な議論を行う必要があったわ

略本部の検証・評価・企画委員会において通信事

し上げたいところたくさんあるんですが︑このプ

会合第三回においては︑模倣品・海賊版対策につ
けでございます︒

一方で︑こうした情報︑今申し上げましたよう

ません︒

いての討議として︑インターネット上の海賊版対
策に関する論点整理が議題とされていますが︑こ

な情報を開示することになりますと︑かえって悪

業者からの意見聴取を行ったということはござい

の会合は非公開とされています︒議事要旨︑ほと

るような議論をするわけですから︑議事概要だっ

○吉川沙織君 だからこそ︑今回︑通信の秘密を

者数が急激に増加をするのではないかということ

て不誠実ですよ︒項目をほとんど書いていません︒

質な海賊版サイトが注目を浴びてしまう︑これに

意見交換を実施︒
﹂として︑幾つかの項目だけ羅

の懸念︑あるいは権利者側が講じてきた︑あるい

これでは何を議論したか国民が知ることはできま

んど書いていないんですけど︑その中で︑
﹁参考

列されています︒

は講じようとする対策について海賊版サイトの運

せん︒

形式的にだろうが何だろうが侵害する可能性があ

配付資料は載っていましたので︑その配付資料

営者などを含めて広く知らしめてしまう︑ある意

よって訪問者数が︑その当該サイトに対する訪問

を拝見しますと︑海賊版サイトのブロッキングに

味手のうちが知れてしまうというようなおそれが

人からの提案を含めた報告を踏まえ︑質疑応答・

つき︑通信の秘密との関係で慎重な意見を述べた

あると︒

についての集中討議を行いました︒具体的には︑

合におきまして︑インターネット上の海賊版対策

二月十六日︑検証・評価・企画委員会の第三回会

○政府参考人︵住田孝之君︶ 御指摘のとおり︑

非公開だったんでしょうか︒端的にお願いします︒

て議事要旨のみ公開をするという判断に至ったも

に関わる規定に基づきまして︑議論は非公開とし

ということから︑検証・評価・企画委員会の運営

含めまして当事者の利益を害するおそれがあった

般に開示することによって︑会社の信用力などを

さらには︑個社の売上げの減少などの状況を一

んか︒

ないと思います︒どうですか︑個人的に思いませ

すが︑まあ局長に聞いても多分いい答弁返ってこ

至ったか︑検討の経緯を公開するべきだと思いま

てどのような検討を行い今回の緊急対策の決定に

ングと通信の秘密の関係等について︑政府におい

らでもいいですから︑議事録も公表し︑ブロッキ

ですから︑議事要旨だけでなく︑この際︑今か

参考人も複数いたことがうかがわれますが︑何で

海賊版対策を行っている権利者団体のほか︑憲法
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ましては︑元々非公開を前提とした上での議論で
わたる︑数年にわたる議論の末︑インターネット

児童ポルノのブロッキングに関しては︑数年に

しているのかという点でございますけれども︑そ

た第二番目は補充性︑すなわちほかの手段を尽く

どれぐらいの規模で生じているのかという点︑ま

の構成要件の検証といたしまして︑現在の危難が

あったこともございますので︑公開の判断につき

利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響を

の観点から︑運営者への削除要請とか︑あるいは

るべき﹂とされています︒

ましては︑議論に参加した関係者との間で調整を

及ぼさない運用に配慮しつつ︑関連事業者が自主

検索結果からの表示削除要請︑さらにはレジスト

○政府参考人︵住田孝之君︶ 今回の議論につき

要するというふうに考えてございます︒

的に実施するものとされたと承知しています︒

○吉川沙織君 実は︑今回の緊急対策の中では︑

まいりたいというふうに思います︒

化あるいは関係者の意向を踏まえながら検討して

どうかという点につきましては︑その後の状況変

か︑不明確な点も多々ございます︒児童ポルノの

り︑どのような経緯︑根拠で緊急対策に至ったの

れていませんけれども︑公表資料等を拝見する限

しては︑知的財産戦略本部等の︑ほとんど公表さ

一方︑今回の海賊版サイトのブロッキングに関

さらに︑法益権衡につきましては︑保護法益と

でございます︒

かどうかということについても検証をしたところ

訴訟︑告訴といったあらゆる対策が取られている

ラーへの削除要請︑あるいは広告規制︑あるいは

この議事の内容について部分的な公開が可能か

海賊版サイトのブロッキングが緊急避難の構成要

ら議論を進めたというところでございます︒

被侵害法益との比較ということにつきまして︑先

急避難の構成要件を全て満たすのか十分に検討す

○吉川沙織君

ブロッキングに関する議論の中で︑著作権につい

法益とするブロッキングについての整理を引用さ

る必要があったと思いますが︑いかがでしょうか︒

多々ございますが︑先ほど電気通信事業法の改正

件を満たすかについて法的整理を示し︑法益権衡

れています︒

○政府参考人︵住田孝之君︶ 今回の緊急対策の

案で︑サイバー攻撃への対処のときは︑この情報

ほど御紹介のあったような点も踏まえまして︑二

申し上げます︒
﹁二〇一〇年における議論は︑

中では︑その点につきまして︑詳細に関係省庁と

共有については総務省内に検討会を設け︑事業者

て本構成を応用することは不可能とされたことを

昨今のように大量の著作物を無料公開し︑現行法

もよく連携をしながら考え方の整理をしたもので

からヒアリングを行い︑通信の秘密との関係につ

の要件については︑平成二十二年の児童ポルノの

での対応が困難な特に悪質な海賊版サイトが出現

ございます︒先ほど御指摘がございましたとおり︑

いて検討がなされたことがさっきから引用してい

〇一〇年のときとの差異というのを明確にしなが

する前の状況を前提としたもの﹂
︑
﹁﹁財産権であ

二〇一〇年時点における議論との差異というのに

る取りまとめからもうかがわれます︒

踏まえると︑緊急対策の決定に当たって改めて緊

ることをもってすなわち回復可能﹂と断じるので

ついても︑御紹介をいただいたとおり整理をして

ブロッキングに係る議論における︑著作権を保護

はなく︑こうした特に悪質な海賊版サイトに係る

ございます︒

物が公開されることによりどの程度回復困難な損

が求められる︒その際には︑保護されるべき著作

とめたわけでございまして︑その中で︑緊急避難

ブロッキングについての法的整理﹂という紙をま

また︑この﹁特に悪質な海賊版サイトに関する

早い対策が必要であるということは私自身も重々

権者︑出版権者の権利が著しく損なわれ︑一刻も

策については︑漫画の売上げが減少するなど著作

一方︑今回の緊急対策︑海賊版サイトの緊急対

今の答弁についても個人的には

状況を勘案した上で︑事例に即した具体的な検討

害を生じ得るかという観点などから検討が行われ
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決定に至るプロセスが不透明であるような気がし

すという決定が政府においてなされました︒

取組という法的位置付けが不明確な形で対処を促

認識しています︒が︑通信事業者による自主的な

○政府参考人︵住田孝之君︶ はい︒

○吉川沙織君 簡潔に︒

のがございます︒多くの国で︑例えば⁝⁝

著作権侵害に対処する方策︑これはいろいろなも

はアメリカ︑オーストラリア等の諸外国における

○政府参考人︵住田孝之君︶ ＥＵ諸国︑あるい

間の臨時的かつ緊急的な措置﹂としていることを

策が今回の措置を﹁法制度整備が行われるまでの

可能とするものである﹂とされています︒緊急対

テンツの閲覧を利用者の意思に関わらず一律防止

影響が懸念される事や︑技術的にはあらゆるコン

秘密の他にも表現の自由︵憲法第二十一条︶への

いるか︑一言で構いません︑見解をお願いします︒

この緊急対策の決定につきどのように認識されて

スウェーデンといった国におきましては︑このサ

ざいますとかフランスでございますとかドイツ︑

イギリスでございますとかオーストラリアでご

とするよう︑早期に法制度を整備する必要がある

について有効かつ適正な手続に基づく対処を可能

踏まえると︑今後も発生するであろう著作権侵害

今回のサイバー攻撃に係る情報共有と比較し︑
てなりません︒電気通信事業を所管する総務省は︑

○政府参考人︵渡辺克也君︶ お答え申し上げま

と思います︒

ただ︑先ほどから申し上げておりますとおり︑

イトブロッキングも含めた幅広い対策が行われて
いるものと承知をしております︒

す︒
今回の決定につきましては︑先ほど御説明ござ

え方を示したものと理解しているところでござい

をずっと並べました︒が︑実は︑これらの国が︑

をされております︒
﹂と言って︑今みたいに国名

法的根拠を明確化する必要があります︒

速にブロッキングと通信の秘密との関係を整理し︑

部に限らず︑広く関係者の意見を踏まえた上で迅

法整備に当たっては︑様々な意見が︑懸念が多く

ます︒

立法あるいは司法手続を経ることなく行政府が特

法整備の検討の体制︑進め方︑スケジュールに

○吉川沙織君 四月十七日の当委員会において︑

この取組につきましては︑今後の法制度を含め

定のサイトを指示しブロッキングを実施している

ついて︑今持っている案があればお願いします︒

いましたが︑法制度整備が行われるまでの間の臨

て検討いただくことになるわけでございますが︑

国というのはありません︒いずれも立法又は司法

○政府参考人︵住田孝之君︶ 御指摘のとおり︑

のいろんな方から賛否含めて表明されている状況

当然通信の秘密等にも関わるものであることから︑

手続を経てブロッキングを認めており︑行政限り

この今の対策というのは臨時的かつ緊急的な対応

局長は︑
﹁このサイトブロッキングでございます

これらにつきまして悪影響が与えることのない︑

で特定のサイトを指示して実施している国はあり

でございまして︑法制度整備が行われるまでの間

時的かつ緊急的な措置として民間事業者の自主的

十分配慮いただきながら取り組むとともに︑多く

ません︒ですから︑先ほど総務省から答弁ありま

と考えてございます︒この必要な法制度の整備に

を踏まえ︑今度議論するときは︑知的財産戦略本

の関係者が関わることでもあることから︑これら

したように︑有効かつ適正な手続に基づく対処が

つきましては︑次期通常国会への提出を目指して

けれども︑既に海外では四十か国以上の国で導入

の方々の御理解もいただきながら進めることが大

可能となるよう︑法制度整備が早急に求められる

な取組として行われるブロッキングについての考

切だというふうに考えているところでございます︒

検討を行うということをこの緊急対策と同時に確

認をしたわけでございます︒

と思います︒
緊急対策において︑
﹁ブロッキングは︑通信の

○吉川沙織君 海外におけるブロッキングの状況
ってどうですか︒
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たので︑できれば次期通常国会とおっしゃらずに︑

であれば立法措置があって対応するべき問題でし

会を目指しと書いてあります︒今回の件は︑本来

リーチサイトについては臨時国会又は次期通常国

○吉川沙織君 緊急取りまとめの一部を見ると︑

ございます︒

しながら検討してまいりたいというふうに考えて

十分な議論を踏まえ︑かつ迅速に関係省庁と連携

りますので︑こうした関係者の理解を得ながら︑

で様々な御意見がございますことは承知をしてお

た通信回線網や設備は︑誰もがあまねく通信を安

れているということなんですね︒ＮＴＴのこうし

契約者と局で一本一本つながっている︑つなげら

いまだにと言ったら失礼ですけれども︑線が全部

の契約者と一対一で対応していると︒いまだに︑

るもう細い細いケーブルが︑一本一本が一件一件

につながっておりました︒交換機につながってい

て建物内に入って︑交換機やルーターなどの設備

きて︑洞道と呼ばれる大きな地下トンネルを通じ

ーブルあるいは光ファイバーケーブルが集まって

霞が関のエリア内から膨大な数のメタリックケ

てどうされているんですかと聞きますと︑山村社

に重要だと思うわけですが︑その点︑ＮＴＴとし

の技術や技能を持つ労働者を養成することは非常

そうなると︑電話線や設備を維持管理するため

にとって電話線︑電話網は命なのだと感じました︒

っしゃったんですね︒なるほど︑電気通信事業者

幾ら時代が進んでも線がなくなることはないとお

之社長と懇談することができました︒山村社長は︑

○山下芳生君 視察では︑ＮＴＴ東日本の山村雅

な役割を担っているものと考えています︒

経済活動の基盤となる重要なインフラとして重大

りまして︑委員御指摘のとおり︑国民生活や社会

気通信事業者のサービスの提供にも用いられてお

今度の臨時国会でも可能となるよう︑迅速に広く

定確実に利用できるようにする上でなくてはなら

長は︑線をつなぐなどの保守管理は外注している

であります︒

関係者の意見を聞いて対応を︑法整備を進めてい

ないものだということを改めて認識することがで

御指摘のとおり︑通信の秘密等を含め︑多方面

ただきたい︑そうしなければならない問題だと思
今日は︑立法府と行政府の関係から包括委任規

える公共基盤︑インフラとしてのＮＴＴの役割︑

そこで︑野田大臣に伺いますが︑現代社会を支

の労働者︑ＯＢの方々に保守管理の現場がどうな

と少し違和感を覚えたんですね︒そこで︑ＮＴＴ

私は︑命のメンテナンスが外注で大丈夫なのか

というお答えでした︒

定や改正案の内容について伺ってまいりました︒

責務についてどのような認識をお持ちでしょうか︒

っているのか聞きました︒協力会社では︑六十歳︑

きました︒

これからも立法府の一員としてしっかり行政をチ

○国務大臣︵野田聖子君︶ 山下委員にお答えし

っています︒

ェックしてまいりたいと思いますので︑今後とも

はその五割が六十歳以上の再雇用︑再々雇用の方

七十歳のＮＴＴのＯＢが働いている︑保守の人員
ＮＴＴ東西は︑ＮＴＴ法第三条により︑電話の

だと︑五十歳以上が七割だというんですね︒ああ︑

ます︒
役務のあまねく日本全国における提供の責務を有

やっぱりそうかと思いました︒電電公社時代から

よろしくお願いいたします︒

し︑ＮＴＴ東西の加入者回線のシェアは︑メタル

働いてきた世代の方々が︑電気通信事業の全体を

ありがとうございました︒
先日︑当委員会でＮＴＴ霞ケ関ビルを視察いた

回線で約一〇〇％︑光回線で約七七％となってい

○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です︒
しました︒建物内を案内していただいたんですが︑

理解した上で保守に当たってきた︑だからこそ保

守管理は適切に行うことができるし︑社会を支え

るところです︒
これらの回線は︑一般の利用者のほか︑他の電

私が建物の中に入って感じた一番の感想は︑この
施設は︑建物は︑電話線の集積地だなということ
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