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情報通信審議会 2020-ICT 基盤政策特別部会 

基本政策委員会（第 16 回） 議事録 

１ 日 時 

  平成 26 年 10 月８日(水) 午前９時 30 分～11 時 00 分 

 

２ 場 所 

  総務省８階 第１特別会議室 

 

３ 出席者 

（１） 委員（敬称略） 

山内 弘隆（主査）、石戸 奈々子、江﨑 浩、大谷 和子、酒井 善則、 

菅谷 実、砂田 薫、関口 博正、辻 正次、東海 幹夫、新美 育文、 

平野 祐子、舟田 正之、三友 仁志 （以上 14 名） 

（２）総務省 

吉良 裕臣（総合通信基盤局長）、吉田 眞人（電気通信事業部長）、 

高橋 文昭（総務課長）吉田 博史（事業政策課長）、 

竹村 晃一（料金サービス課長）、河内 達哉（データ通信課長）、 

塩崎 充博（電気通信技術システム課長）、宮地 俊明（高度通信網振興課長）、 

吉田 正彦（消費者行政課長）、田原 康生（電波政策課長） 

飯村 博之（事業政策課企画官）、柴山 佳徳（事業政策課調査官）、 

片桐 義博（料金サービス課企画官）、堀内 隆広（番号企画室長） 

飯倉 主税（電気通信利用者情報政策室長）、藤波 恒一（消費者行政課企画官）、 

富岡 秀夫（電気通信技術システム課企画官）、石谷 寧希（事業政策課課長補佐）、 

大手 英明（事業政策課課長補佐）、大澤 健（料金サービス課課長補佐）、 

植松 利紗（料金サービス課課長補佐）、八代 将成（消費者行政課課長補佐）、 

神谷 征彦（消費者行政課課長補佐） 

 

４ 議 題 

（１）報告書（案）について 

（２）その他 
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開  会 

 
 
（山内主査） 皆様、本日は朝早くから、またご多忙中のところお集まりいただきありがとうございま

す。定刻となりましたので、ただいまから情報通信審議会 2020－ICT 基盤政策特別部会基本政策委

員会第 16 回を開催いたします。 

  それでは早速、議事に入ります。本日の議題は、報告書案についてです。 

  本委員会、３月 11 日に第１回を開催いたしまして、ヒアリングも含め約半年間で計１５回議論を

重ねてまいりました。これまでの検討を踏まえまして、本日は報告書案について議論を行いたいと

思います。 

  準備がよろしければ事務局から報告書案についてご説明お願いいたします。 

（事務局） 冒頭カメラ撮りは、ここで終了といたします。よろしいでしょうか。 

  それでは報告書案について説明させていただきたいと思います。資料 16－１をご覧ください。ま

ず、目次でございますけれども、報告書案の構成について簡単にご説明させていただきます。 

  「はじめに」がございまして、続いて総論部分として１．検討に当たっての基本的考え方、２．

2020 年代に向けた情報通信の展望と目指すべき姿、政策の具体的方向性を盛り込みました各論部分

といたしまして、３．ICT 基盤の利活用による新事業・新サービスの創出、４．公正競争の徹底を通

じた世界最高水準の ICT 環境の実現、５．便利で安心して利用できる ICT 環境の整備、６．適切な

行政運営の確保としてございます。 

  それでは内容に入らせていただきます。 

  ３ページをお開きください。１．検討に当たっての基本的考え方でございます。１．１、検討の

目的といたしまして、諮問の背景を記載しております。真ん中の、委員の皆様の資料には下線を引

いておりますけれども、日本再興戦略等を踏まえ、世界最高水準のＩＴ社会を実現し、もって経済

活性化と国民生活の向上を図るため、我が国が誇る世界最高レベルの ICT 基盤の更なる普及・発展

の在り方を主な射程として検討を行う、これが本審議会の目的でございます。 

  続きまして５ページをお開きください。１．２、検討に当たっての基本５原則でございます。検

討に当たって常に念頭に置くべき基本的な５つの原則を特別部会で決めていただいたところでござ

いました。①公正競争徹底、②イノベーション促進、③社会的課題解決、④魅力向上・発信、⑤利

用者視点の原則でございます。 

  続きまして７ページをお開きください。ここから、２．といたしまして、2020 年代に向けた情報

通信の展望と目指すべき姿でございます。２．１、2020 年代に向けた ICT の役割でございます。こ

こでは 2020 年代に向けた ICT の役割として、次の６つを挙げさせていただいております。 

 （１）経済の活性化・効率化、（２）社会的課題の解決、（３）便利な社会の実現、（４）安心・安全

の実現、（５）地域の活性化、（６）オリンピック・パラリンピック東京大会への対応の６つです。 

  続きまして 10 ページ、2020 年代に向けた ICT の利活用、技術、新サービス・産業等の動向でござ

います。ここでは、2020 年代の ICT の動向、ネットワークの動向、利用の動向、利活用、サービス・

産業の動向に分けて整理させていただいております。 

  ネットワークの動向でございますけれども、2020 年代には高度な技術の導入等による高速化、大
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容量化に伴い、特に移動通信のトラヒックが爆発的に増加し、これに伴いオフロード先として光フ

ァイバ等が重要となるなど、移動通信と固定通信は相互補完を果たすものとして、双方ともに重要

なネットワークとして位置づけられるとしております。 

 次に、（２）利用の動向でございますけれども、2020 年代に向けて産業や利用者を取り巻くあらゆる

ものがネットワークに接続する IoT の時代へと移行し、また利用者は移動通信であるか固定通信で

あるかを意識することなく、さまざまな機器や端末が最適なネットワークを接続することにより、

ICT の利便を享受することができるようになるとしてございます。 

  11 ページ、（３）2020 年代へ向けて、M2M やクラウド、ビッグデータ等の新しい技術・サービスの

普及により、ICT 利活用や、ICT サービスの裾野が更に拡大し、さまざまな分野、産業と ICT が連携

することによって、ICT 分野単独のアイデアだけでは生まれてこなかった多種多様なサービスや新事

業の創出が進むことが期待されるとしてございます。 

 12 ページ、２．３．でございます。2020 年代に向けた ICT の役割と動向を踏まえまして、2020 年

代にふさわしい ICT 基盤の姿を提示させていただいております。 

 （１）さまざまな産業が新事業・新サービスを創出できる ICT 基盤としまして、中段でございま

すけれども、さまざまな分野、産業の多様なプレーヤーが ICT とサービスを自由に組み合わせ、新

たな付加価値を与えたサービスを提供することで、多種多様な新事業や新サービスの創出をもたら

す経済活性化の起爆剤となる。このため、さまざまな産業が移動通信と固定通信の双方のネットワ

ークをニーズに合わせて自由に組み合わせ、さまざまな分野で利用できるようにすることを目指す

べき、としてございます。 

  （２）活発な競争を通じた世界最高水準の ICT 環境でございます。それぞれの得意分野を持った

多様なプレーヤーが、活発な競争の下で、産業や利用者に対してニーズにあわせた多彩な ICT サー

ビスを提供できることが必要であり、ICT サービスの提供による ICT 利活用の更なる拡大を通じて、

新機能の追加や高度かつ強靭でセキュリティに強いネットワークへの設備投資が行われ、世界最高

レベルの ICT 基盤の維持・発展が可能となる。 

  したがいまして、13 ページ、多様なプレーヤーが活発な競争の中で、無線・有線のネットワーク

による ICT サービスの開発や提供等に努めることにより、世界最高水準の ICT 環境を目指すべきで

ある、としてございます。 

 次に、（３）誰もがより安心して利用できる ICT 環境でございます。ICT が国民生活に不可欠な基

盤となり、安心・安全の実現等に重要な役割を果たしていくことを踏まえれば、高齢者や青少年を

含むすべての利用者が、自らのニーズに応じてサービスを選択し、安心して ICT を利用できる環境

を実現することが必要である、としております。 

  また、②でございますけれども、特に過疎化が進む地域におきまして、ICT はさまざまな社会的課

題の解決や便利な社会の実現等に大きく貢献していること、オリンピック・パラリンピック東京大

会は、世界最高レベルの ICT 基盤を世界にアピールする絶好の機会であることを踏まえまして、2020

年代に向けて都市部でも、過疎化が進む地域においても、また訪日外国人にとっても、誰もが便利

に利用できる ICT 環境を目指すべきとしてございます。 

  14 ページ、２．４．2020 年代に向けた ICT 基盤政策でございます。今示しました、我が国にふさ

わしい ICT 基盤を実現するため、新たな基盤政策を打ち出していく必要があるということで、４つ



4 
 

の大きな枠組みで政策を整理させていただいております。ここが第３章から第６章までの、個別の

検討内容とつながっているところでございます。 

  まず（１）ICT 基盤の利活用による新事業・新サービスの創出でございます。ここでは、電気通信

事業者とさまざまな業種との連携を後押しし、イノベーションによる民間事業者の創意工夫を促進

するための政策を推進することにより、あらゆる産業において新事業・新サービスを創出できる ICT

基盤の実現を目指す、としております。 

 次に（２）公正競争の徹底を通じた世界最高水準の ICT 環境の実現です。（１）と合わせまして、

電気通信事業者間の公正競争を徹底し、多様なプレーヤーによる活発な競争を促す政策を推進する

ことにより、世界最高水準の ICT を目指す、としております。 

 そして 15 ページ、（３）便利で安心して利用できる ICT 環境の整備、といたしまして、民間事業者

による競争のみではその達成が不十分な、消費者保護や条件不利地域における ICT 基盤等の整備に

ついて、（１）及び（２）の競争政策を補完し、利用者利便の最大化を図るための政策を推進するこ

とにより、誰もがより安心して利用できる ICT 環境の実現を目指す、としております。 

  最後に（４）適切な行政運営の確保としまして、政策の実効性を確保していくための適切な行政

運営を推進することにより、我が国が誇る世界最高レベルの ICT 基盤の更なる普及・発展を目指す

としているところでございます。 

  16 ページ以降は、個別の検討項目ごとに現状と課題、そして政策の具体的方向性を提示させてい

ただいております。 

 まず、３．ICT 基盤の利活用による新事業・新サービスの創出、３．１．異業種との連携に係る支

配的事業者規制の見直しによるイノベーションの促進でございます。 

 現状と課題としては、さまざまな分野、産業における ICT 利活用の拡大が見込まれており、ICT と

さまざまな産業が連携することによってイノベーションが更に促進され、新事業や新サービスの創

出が進むことが期待される一方で、現在、電気通信事業者に対しては、公正競争環境が損なわれる

ことを防止する観点から、禁止行為規制が課されており、一番下でございますけれども、市場の環

境変化に対応した禁止行為規制の在り方について検討を行うことが必要とさせていただいておりま

す。 

  17 ページ、政策の具体的方向性でございます。禁止行為規制につきましては、それぞれの市場に

おける規制対象や根拠の違い、市場の環境の変化等を踏まえて、それぞれの市場ごとに検討すると

してございます。 

 （２）固定通信市場における禁止行為規制につきまして、ボトルネック設備の設置自体により市

場支配力を有するという状況に変わりはないため、現行の規律を維持することが適当としてござい

ます。 

 （３）移動通信市場における禁止行為規制につきましては 18 ページ、禁止されている行為類型別

に市場の環境変化との関係を個別具体的に検討することが適当とし、①接続関連情報の目的外利

用・提供の禁止につきましては、本規律を見直すような事情変更は認められず、本規律を維持する

ことが適当としております。 

 次に、不当な優先的取扱い等の禁止ですが、異業種との連携を加速させる観点から、本規律につ

いては緩和する方向で見直すことが適当、ただし、自己の関係事業者に対する不当な優先的取扱い
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等については引き続き禁止していくことが適当、としてございます。 

 19 ページ、③不当な規律・干渉の禁止でございます。グローバル企業に対して、不当な規律・干

渉を行う可能性が低くなっていること、その他のコンテンツ・プロバイダや端末メーカーに対して

も、プラットフォームにおける選択権や端末設備の購買力等の影響力が相対的に低下していること

を踏まえ、本規律については撤廃する方向で見直すことが適当、としてございます。 

 続きまして 20 ページ、３．２．光ファイバ基盤の利活用推進によるイノベーションの促進でござ

います。 

 現状と課題でございますけれども、NTT 東西が光アクセス回線の卸売サービス、いわゆる「サービ

ス卸」を提供すると発表したことを受けまして、検討を行う必要があるというものです。 

 政策の具体的方向性でございますけれども、ます NTT 東西による「サービス卸」の提供は、世界最

高レベルを誇る我が国の光ファイバ基盤を利用したさまざまなプレーヤーとの連携によるイノベー

ション促進を通じた多様な新サービスの創出や、光回線の利用率の向上に資するものであり、我が

国の経済成長への寄与も期待できる新たな取組と評価してございます。 

 一方で、公正競争の確保について、総務省において次の方向で検討を進めることが適当、として

ございます。具体的にはまず、現行の電気通信事業法の規律でございます。すなわち「サービス卸」

は、第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であることから、指定電気通信役務に

該当するものであり、指定電気通信役務につきましては、保障契約約款の事前届出義務や公表義務

等が課されております。 

 ただし、当事者間の合意があれば相対契約が認められており、この相対契約に関する料金その他の

提供条件の適正性等については、業務改善命令を発動することが可能、とされてございます。 

 更に次のポツ、NTT 東西は、公平性等を確保するための規律である禁止行為規制の適用対象となり、

これにより一定の適正性、公平性、透明性が確保されると考えられるとしております。 

 他方、「サービス卸」は B2C から B2B にビジネスモデルを変革するものであり、また第一種指定電

気通信設備を用いて提供するサービスであること、利用者の利益に及ぼす影響はきわめて大きいこ

と、小売りサービスの事業者間の競争は、その原価の一部となるサービス卸の料金その他の提供条

件が重要となることを踏まえることが必要としてございます。 

  以上を踏まえまして、「サービス卸」の提供に当たり、事業者の自主性を最大限尊重して、弾力的・

柔軟な提供を可能とする現行制度の趣旨を踏まえつつ、総務省において、料金その他の提供条件の

適正性及び公平性が十分に確保されるとともに、外部による検証可能性も含めて、一定の透明性が

確保される仕組みの導入を検討することが適当であるとしてございます。 

 更に、利用者利益を確保する観点から、少なくとも当分の間はフレッツ光サービスやＩＰ電話サ

ービス等を自ら利用者に提供することが期待されるとしてございます。 

 また、「サービス卸」の提供により、電気通信事業の競争環境に影響を与える要素として次のよう

な事例が考えられるため、これらの点に留意し、総務省において必要に応じて規制する措置を講ず

ることを検討することが適当としてございます。 

 留意点でございますけれども、移動通信事業者が「サービス」卸の提供を受けて、FTTH サービス

と移動通信サービスをセットで割り引くこと、セット割引が想定されますけれども、この場合、移

動通信市場において課題となっている過度のキャッシュバック等により、利用者に提供される料金
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の適正性が実質的に損なわれ、固定通信市場における競争を歪められるおそれがあること。 

 また、次のポツ、移動通信市場における禁止行為規制の適用事業者が「サービス卸」の提供を受

けて、FTTH サービスと自らの移動通信サービスを組み合わせて、自己のサービスとしてセット割引

を提供することも考えられ、これが仮に正当な理由なく排他的に組み合わせて提供されるとすると、

当該サービスに関連して自己の関係事業者のサービスを排他的に有利に取り扱うこととなる点で、

自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供と実質的に同様の行為で

あると考えられる、ということを留意点として挙げさせていただいております。 

 続きまして 23ページ、４．公正競争の徹底を通じた世界最高水準の ICT環境の実現でございます。 

 ４．１．主要事業者のグループ化・寡占化の進展に対応した競争政策の推進。この現状と課題と

いたしまして、近年 MNO が他の MNO の株式取得等を行うことでグループ化が進展し、実質的なプレ

ーヤーが３グループに集約している状況であること。かつグループ内において、携帯電話、BWA 等を

組み合わせた電波利用の連携が進展しており、こうした事業者のグループ化、寡占化の進展を踏ま

えた公正競争の確保が課題となっていることがございます。 

 これを踏まえ 24 ページ、政策の具体的方向性、（１）主要事業者のグループ化に関する規律の導

入といたしまして、設備設置事業者のグループ化による更なる寡占化を防止し、設備設置事業者に

よるサービスの多様化、料金低廉化の実現や、積極的な投資の維持促進を図るため、MNO 間の合併や

株式取得等、グループ化に係る資本関係の取引について総務省を審査を行うことを可能とする規律

等の導入をすることが適当としてございます。 

 また関連して一番下、多様なプレーヤーの確保や移動通信サービスの高速化、大容量化のために

電波が重要であることに鑑みれば、制度面、運用面において、競争政策と電波政策で十分に連携を

図っていくことが適当としてございます。 

  25 ページ、（２）グループ経営を踏まえた非対称規制の見直しでございます。グループが一体的に

経営している市場の実態や、携帯電話、BWA 等のサービスの同質化を踏まえ、非対称規制について、

BWA 等を含めた上で、規制目的に応じ「グループ」概念を導入することが適当としております。 

 更に（３）同一グループ内外での取引の公平性の確保といたしまして、事業者のグループ内とグ

ループ外との間の公正競争の徹底により、多様なプレーヤーが公平な条件の下で競争できる環境を

担保するため、相対取引が公平性等の観点から問題ないかどうかについて、総務省において必要な

内容を把握できる仕組みを導入し、規制の実効性を高めることが適当としてございます。 

 27 ページ、４．２．移動通信サービスに関する競争の促進でございます。 

 現状の課題といたしまして、現在 MNO による他の MNO の株式取得等により、事業主体が実質的に

３グループに収れんされ、各社の提供する料金プランが横並びとなるような協調的寡占の色彩が強

い市場が形成されており、MNO が割当てを受けた電波を利用して移動通信サービスを提供する MVNO

がプレーヤーとして競争できる市場環境が整備されることが必要である。しかし、MVNO の契約数シ

ェアは 5.0％と低水準に留まっており、MVNO を含めた競争が十分に進展しているとは言えない。 

 このため、MVNO が更に普及発展するための環境整備を行うことにより、移動通信市場における競

争を促進することが必要としてございます。 

 また、MNO が期間拘束・自動更新付契約や SIM ロックをかけることにより、利用者を過度に囲い込

む一方、既存利用者の奪い合いのために多額のキャッシュバック等による競争が行われ、長期利用
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者にとって不公平であり料金高止まりの原因となっている。消費支出総額に占める移動通信料の割

合が 2.5％から 3.7％へと上昇するなど、国民にとって負担感が増している状況にある。我が国のス

マートフォン料金は国際的に見ても割高であり、特にデータ使用料の少ないライトユーザーの負担

が高くなっており、利用者のニーズに合わせた料金プランの設定が必要、といった課題を挙げてお

ります。 

 これらを踏まえ、政策の具体的方向性でございます。まず（１）MVNO の更なる普及促進のための

環境整備、①移動通信ネットワークのアンバンドルの更なる促進等でございます。 

 29 ページに飛んでいただきまして、②MVNO が技術の進展にあわせて発展していくためには、今後

とも多様なサービスに対応する多様な機能が、二種指定事業者によって迅速かつ確実に開放され利

用可能となることが必要不可欠であり、こうした観点から、二種指定設備制度につきましては、事

業者間協議だけでは基本的な機能が迅速にアンバンドルされない場合に、法令により迅速に機能の

開放が実現されるよう規定を整備することが適当、また MVNO が MNO のネットワークを適正な料金で

迅速かつ確実に利用できるようにするための規定も整備することが適当としてございます。 

 次に②MVNO のサービス多様化の実現でございます。今後、MVNO が利用者のニーズに応じた多様な

サービスを提供するためには、MNO のネットワークの新たな機能の開放が必要となるところですが、

そのためには①マルチキャリアネットワークを利用したサービスの提供や独自 SIM の発行、②サー

ビス設計の自由度を持った音声サービスの提供を行うことが考えられるとしてございます。 

 30 ページ、このようなマルチキャリアネットワーク等の実現のためには、現状の MNO のみが運用

している HLR／HSS を MVNO も保有することが必要ということを踏まえまして、真ん中のほうでござ

いますけれども、まずは要望する MVNO と二種指定事業者間で事業者間協議を進め、事業者間協議の

状況も踏まえて HLR／HSSを MNOの移動通信ネットワークで必要な機能を注視すべき機能としてガイ

ドライン上位置づけるかどうかを検討することが適当としてございます。 

 また、サービス設計の自由度を持った音声サービスの提供でございますけれども、MVNO が独自の

HLR／HSS を運用し、090 等の電気通信番号等の割当てを直接受けることによる音声接続が実現でき

れば、MVNO が低廉で多様な音声サービスを提供することが可能となることから、先ほどの検討とと

もに、技術的な課題等の解決に向けた事業者間協議の状況等を踏まえつつ、携帯電話番号を MVNO へ

直接割り当てるかどうかを検討することが適当としてございます。 

 次に（２）、多額の販売奨励金やキャッシュバックの適正化と SIM ロック解除の推進です。 

 これにつきましては、ICT サービス安心・安全研究会でご議論いただき、その報告書案において示

された内容に従って取り組むことが適当としてございます。 

 すなわち、①販売奨励金等の適正化として、多額の販売奨励金及びこれを原資としたキャッシュ

バックについては、直接禁止することは必ずしも適当ではなく、まずは SIM ロック解除の推進等の

競争環境の整備を通じて、事業者による自主的な適正化を促すことが適当である。 

 ②SIM ロック解除の推進としまして、一番下でございますけれども、端末に最初から SIM ロックを

かけないか、仮に SIM ロックをかけるとしても、少なくとも一定期間経過後は利用者の求めに応じ、

迅速、容易かつ利用者の負担なく解除に応じることが適当、総務省においては、SIM ロック解除に関

するガイドラインの改正に当たって、改正ガイドラインの実効を確保することを前提として検討が

なされるべきであるとしてございます。 
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 32 ページ（３）、低廉で多様な利用者料金の実現でございます。こちらも安心・安全研究会の報告

書に従いまして、データ通信料金が利用者にとって利用しやすく、かつ公平なものとなるよう、利

用者のデータ通信量分布に応じた多様な料金プランの提供を事業者に対して促すことが適当、とし、

総務省としては、料金プランが利用者の利用動向に合致しているかを検証するため、各事業者にお

ける利用者一人当たりのデータ通信量の分布、及び対応した料金プランの設定状況について定期的

に報告を求め把握することが適当としてございます。 

  更に 33 ページ、こうした取組に加え、利用者のニーズに適した多様な料金を実現するためには、

接続料や利用者料金に係る制度の在り方についても、市場の実態を踏まえつつ見直すことが適当、

とさせていただいてございます。 

  34 ページ、４．３．超高速ブロードバンド基盤に関する競争の促進でございます。固定系超高速

ブロードバンドは我が国の経済・社会活動や国民生活に不可欠な基盤としてその重要性はますます

高まっており、その整備率は約 98.7％に達しているものの、利用率は 51.2％に留まっている上、そ

の伸びは鈍化しており、また FTTH 市場における NTT 東西のシェアは設備ベースで 78.3％、サービス

ベースで 71.1％と高止まりしている状況にございます。 

  こうした状況を踏まえまして、35 ページ、政策の具体的方向性でございます。 

  加入光ファイバに係る接続制度の在り方については、芯線単位接続料から分岐単位接続料へと設

定方法を変更してはどうかという議論が行われてきたところですが、36 ページ、過去の情報通信審

議会等における議論では、分岐単位接続料を導入すべきとの結論には至らず、光配線区画の拡大や

その補完措置としてのエントリーメニューの導入といった方策を講じることが適当とされました。 

 しかし、37 ページ、FTTH 市場におきましては、NTT 東西の加入光ファイバを利用して FTTH サービ

スを提供する事業者にとっては参入障壁が高いという指摘があり、これを改善するための取組も十

分に進んでいないという状況にございます。 

 本審議会における議論では、光配線区画に係る物理的な制約がある中で競争を促進するためには、

分岐単位接続料の導入が必要という意見があった一方で、分岐単位接続料を導入した場合には設備

利用効率が低下するとともに、設備投資インセンティブが損なわれるという意見もございました。 

 こうした状況を踏まえまして、接続料の算定方式を含む、加入光ファイバに係る接続制度の在り

方について、情報通信審議会電気通信事業政策部会接続政策委員会において、より専門的な知見に

基づく検討に着手することが適当、というふうにさせていただいてございます。 

 38 ページ、NGN の更なるオープン化でございます。NTT 東西の NGN のオープン化につきましては、

既に一定のオープン化が実現したところでございますけれども、NGN の更なるオープン化を推進すべ

きとの意見が一部の競争事業者から寄せられ、事業者間の協議がこれまで整っていない状況にあり、

協議を加速していくことが必要、としてございます。 

 このため、総務省において事業者間の協議が迅速かつ円滑に整うよう協議を促進するとともに、

アンバンドルの３要件への適合性を検討し、これらの３要件を満たす場合には接続料規則を改正す

ることにより、アンバンドル機能の拡充をすることが適当としてございます。 

 39 ページ、（３）NTT 東西の機能分離等、NTT グループに課されている規律等の検証でございます。

NTT グループに対しては、公正競争の確保の観点から、電気通信事業法、NTT 法の規律や累次の公正

競争要件が課せられており、2011 年の電気通信事業法及び NTT 法の改正により、NTT 東西の機能分
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離等が義務付けられたほか、業務範囲規制の認可制から事前届出制への移行が実施されたところで

ございます。 

 この NTT グループに課している規律や累次の公正競争要件につきましては一定の措置が既に講じ

られており、その措置に基づいた対応が基本的になされていると考えられますが、一方で子会社を

介した潜脱行為や不当なグループの連携など、さまざまな懸念も指摘されていることも踏まえ、総

務省においては今後もこれらの規律等が十分に機能しているか、引き続きフォローアップしていく

ことが適当、としてございます。 

 40 ページ、５．便利で安心して利用できる ICT 環境の整備、５．１．消費者保護ルールの見直し・

充実による安心して ICT を利用できる環境の整備でございます。これは ICT サービスの高度化・多

様化・複雑化や、利用者からの苦情・相談件数が増加している現状を踏まえ、2020 年代に向けて消

費者保護ルールの見直し・充実により安心して ICT を利用できる環境の整備が必要であるという問

題意識でございます。 

 こちらは、政策の具体的方向性にありますとおり、ICT サービス安心・安全研究会の報告書におい

て示された考え方を踏まえ具体的な制度設計を行うことが適当としてございます。 

 具体的には 41 ページ、（１）説明義務等の在り方、①適合性の原則として、説明に当たって配慮

が必要と考えられる利用者の知識、経験、契約目的等に配意した説明を制度化することが適当であ

る。②書面交付義務では、契約内容が記載された書面を原則紙媒体により交付することを制度化す

ることが適当、③広告表示、電気通信事業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく法執行を

通じ、広告表示等の適正化を図ることが適当としてございます。 

 （２）契約関係からの離脱に関するルールの在り方ですが、①禁止行為・取消しとして、重要事

項に係る不実告知等を禁止することが適当である、また、②契約解除ルール、電気通信サービスの

基本的特性を踏まえ、販売形態によらず初期契約解除ルールを導入することが適当とした上で、42

ページでございますけれども、店舗販売における端末等の物品に係る制度化は現時点では行わず、

当面 SIM ロック解除等の推進の事業者の取り組み状況等を注視するとしてございます。 

 ③解約でございますけれども、期間拘束・自動更新付契約につきましては、提供条件説明や更新

月のプッシュ型通知の方法等について改善されることが必要としてございます。 

 43 ページ、（３）販売勧誘活動の在り方につきましては勧誘拒否の意思を表示した利用者に関する

再勧誘禁止を制度化することが適当、代理店に対する監督制度を設けることが適当としてございま

す。 

 （４）苦情・相談処理体制の在り方につきましては、民間型第三者機関による苦情・相談の処理

を早急に実現し、その状況を見ながら紛争解決の仕組みの在り方等について、中長期的に引き続き

検討することが適当、としているところでございます。 

 44 ページ、５．２．ICT 基盤の整備推進による地方の創生でございます。これまで ICT 環境の整

備につきましては、競争原理の下での民間事業者による整備を基本としつつ、地理的に条件不利な

地域における整備には、国庫補助による支援が行われてきたところでございますけれども、未整備

地域は山間部や離島が多く、収益の見通しは厳しく、競争原理下での整備・維持は困難という状況

にございます。 

 これを踏まえまして 45 ページでございますけれども、政策の具体的方向性でございます。（１）
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として、２つ目の下線でございますけれども、未整備地域について引き続き、希望するすべての国

民が ICT を利用できる環境の整備に向けた取り組みを進め、ICT 利用機会の格差の是正を図ることが

適当、としてございます。 

 次に（２）、携帯電話については引き続き競争政策及び電波政策を通じた民間事業者による整備を

促進しつつ、なお整備の進まない採算性の低い地域に対しては補助金を活用することにより、未整

備地域の解消を推進していくことが適当、超高速ブロードバンドについても、公的整備を補助金の

活用等により支援していくことが必要であり、とりわけ光ファイバにつきましては、その整備に対

するニーズは高い一方で、未整備地域におけるニーズにも変化が生じつつあるということで、こう

した地域におけるニーズを的確に把握しつつ、現状の支援措置についての検証も行いながら、光フ

ァイバ整備に関する支援の在り方について検討を進めていくことが適当としてございます。 

 （３）ユニバーサルサービス制度の在り方につきましては、基礎的な音声通信サービスとして位

置づけられている固定電話を、引き続きユニバーサルサービス制度により維持していくことが適当

であり、その上で携帯電話やブロードバンドの未整備地域の解消やサービスの提供状況等を踏まえ

て見直しの検討を行うことが適当しております。 

 47 ページ、５．３．訪日外国人にとっても利用しやすい ICT 環境の実現でございます。 

 48 ページ、オリンピック・パラリンピック東京大会の開催や、グローバル化の一層の進展に対応

し、我が国の魅力向上・発信を図る観点から、訪日外国人にとっても利用しやすい ICT 環境の実現

に向けた検討を行うことが必要、となってございます。 

  政策の具体的方向性でございます。訪日外国人の ICT 利用環境整備に向けたアクションプランで

ある「SAQ２ JAPAN Project」に沿いまして、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を

見据え、関係省庁、機関、団体、事業者等と幅広く連携しつつ、次の取り組みを重点的に推進する

ことが適当、としてございます。 

 具体的な例を幾つか申し上げますと、（１）無料 Wi-Fi の整備促進と利用円滑化として、①2014 年

８月に設立された総務省、官公庁、電気通信事業者、エリアオーナー等による協議会において、１）

訪日外国人の動線に沿って利用が見込まれる地点について、無料 Wi-Fi の整備を促進することや、

２）無料 Wi-Fi の利用開始手続の簡素化・一元化に向けた方策を検討するということとしてござい

ます。 

 このほか 49 ページ、（３）国際ローミング料金の低廉化といたしまして、二国間協議を進めるこ

とにより、国際ローミング料金の低廉化に向けたベストプラクティスの構築を目指すことなどを挙

げさせていただいているところでございます。 

 50 ページ、最後の個別検討事項ですが、６．適切な行政運営の確保でございます。 

 これまでに掲げてきた具体的政策と合わせ、行政運営の体制の在り方について検討を行う必要が

あるものです。政策の具体的方向性ですが、明確なルールに基づく公正かつ透明な行政運営を通じ

て自由競争を有効に機能させ、新事業・新サービスの創出や利用者利便の向上を図るため、新たな

行政運営サイクルを確立・透明性の確保がきわめて重要となるため、行政運営に関する統一的かつ

基本的な原理原則となるべき指針をあらかじめ定め公表することが適当としてございます。 

 次に（２）市場動向の分析・検証に関する行政運営サイクルの確立といたしまして、52 ページ、

これまでの市場支配力の有無等を中心に分析・評価してきた競争評価等を更に充実・発展させ、競
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争政策のみならず料金政策等も含め、市場動向を分析・検証する新たなツールとして位置づけるこ

とが適当としてございます。 

 また下段（３）、各事業者の業務適正性等のチェックに関する行政運営サイクルの確立でございま

す。規制の実効性を確保するためには、行政が定期的・継続的に情報の収集に行い、個々の事業者

の事業運営を絶えずチェックすることが必要であり、これまで随時のヒアリング等を通じて実施し

てきた各事業者の業務適正性等のチェック体制を更に充実させるとともに、そのプロセスの明確

化・体系化を図ることが適当としてございます。 

 最後 53 ページでございますけれども、（４）といたしまして新たなサイクルの確立のために必要

な組織の在り方や人員の充実等について検討を行い、行政運営体制の充実・強化を図ることが適当、

とさせていただいてございます。 

 以上が、報告書案の本文でございます。これ以降は資料編として委員名簿や参考資料等を付けて

ございます。 

 長くなりましたが、事務局からは以上でございます。 

（山内主査） どうもありがとうございました。それでは今ご説明をいただきました報告書案について

ディスカッションとしたいと思います。ご質問、あるいはご意見のある方はご発言をお願いいたし

ます。どうぞ、大谷委員。 

（大谷委員） ありがとうございます。報告書案のご説明をいただきまして、非常に幅広く多岐にわた

るテーマで、これまでの議論や論点を取りこぼさずに、細かいところに神経の行き届いた報告書を

取りまとめていただけたことをまず感謝したいと思います。 

 それで幾つか意見がありますが、まず感想から申し上げます。10 ページにある、固定とモバイル

の相互補完性というのが、やはり 2020 年代以降のキーワードの１つになると思いますので、この固

定・モバイルの相互補完性の更なる円滑化を推進していくために、この報告が有益なものになるこ

とを望みます。 

  意見にも大小がありますが、まず 19 ページのモバイルの禁止行為規制の③不当な規律・干渉の禁

止の部分です。結論や分析については違和感は特にありません。特に端末メーカーや ISP への支配

力の行使が相対的に低下していることは定性的に理解できます。しかし、後日、この時に禁止行為

規制を変更したことが適切だったのかについて、時代の審判を受けるというか、あの時これでよか

ったのかと言われないように、前提としている定量的なデータを示した上で述べていただいたほう

が、より説得力が高まるのではないかなと思います。 

 例えば参考資料 12 に、グローバルのプレーヤーの決算動向として、アマゾンやグーグルの売上高

等を表示いただいていますし、それに比べて日本の通信系の売上げの伸びが鈍化していることから

くみ取らなければいけないのかもしれないのですが、直接的にはやはり SIM フリー端末がどれだけ

普及しているのか、あるいは端末メーカー等に及ぼしている影響が相対化している理由として、例

えば iPhone が各社いずれからも提供されていること等ですね。そういう肉付けがなされたほうが良

いのではないかという意見です。 

 続けてよろしいでしょうか。21 ページ、22 ページです。まず 21 ページですが、設備競争とサー

ビス競争のバランスが重要という議論を踏まえ、わかりやすい言葉で書いてあります。上から１つ

目のポツ、NTT 東西によるダンピング等が電気通信事業法の 29 条の対象になること等の例がわかり
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やすく述べられておりますが、設備競争はテクニカルターム的なところがあって、一般に報告書に

そのまま記述するのが難しいのかもしれないのですが、わかりやすいキーワードの１つではあるの

で、設備競争への配慮と、その大切さについて、キーワードとしてぜひ入れていただいたほうがい

いのではないかという意見です。 

 書いてある内容の違和感は全くありませんので、そのとおりだと思います。 

 そして 22 ページ、これは前回の委員会でも非常に議論されたところでして、上から２つ目のパラ

グラフに、適正性、公平性の十分な確保、それに加えて一定の透明性が確保される仕組みの導入の

検討について言及をいただいており、透明性の配慮についても示していただいていることは評価で

きると思います。 

 ただ何となく、十分な確保と一定の仕組みの導入の検討では非常に差がある感じも受けてしまい

まして、もし書くのであれば、ボトルネック設備の開放では透明性は原則だと思うので、前回議論

にもなりましたように、例外的に自由な交渉、特に相対取引における秘密の保持を確保した上での

自由な交渉ができないとイノベーションが阻害されるなどの例外的な要素がある事項については、

一部を非公開とする、原則と例外の関係があると思っており、そのトーンの表現にしていただくの

がよいと思います。 

 「一定の」という言葉に、もし既にそういう意味合いが十分に込められているのであれば、言葉

そのものを変えていただくよりはある程度裁量の余地のある今の表現もよろしいかと思いますが、

原則、例外の関係で言えば、透明性の原則については明確になればよいと思います。 

   私の意見は以上３点でございます。ありがとうございます。 

（山内主査） どうもありがとうございました。ほかに。どうぞ、江崎委員。 

（江崎委員） ありがとうございます。この会議全部は出られませんでしたが、これだけすばらしい報

告書をまとめていただき感謝いたします。 

  意見は大体大谷委員と同じポイントですが、まず 22 ページ、一定の透明性のところは、イノベー

ションの促進を阻害しない範囲で、といった記述をしっかりと入れた、透明性の確保が原則である

ことを書かれたほうがいいと思います。 

 これは、例えば IPv6 の機能を有線に導入する議論の際、どういう交渉あるいは技術的な議論が行

われるかが、透明性がなく非常に議論がやりにくかったことがありました。そういう経験からも、

透明性は、こういう新しいサービスがスタートする時には非常に重要なポイントになると考えてお

ります。 

 それから 19 ページ、これも前もって相談していたわけではないのですが、特にベンダーに関する

干渉の件に関しては、グローバル性が進んできているので、だいぶうまくいっているという意見が

ある一方、私が関与します IP の新しい機能に関して言うと、特に携帯の旧来のサービスがグローバ

ルにはなかった影響で、非常に苦労しているし、今もなかなか進めにくい状況です。 

 すると、ここで撤廃する方向を出し過ぎた場合、SIM フリーが進めば、当然ながら旧来のサービス

による制約が低くなり、障害が減るわけですけれども、それが進まなければ、旧来のサービスに影

響されて、日本の携帯だけがグローバルなものと少し変わってきてしまう状況が、既に今も起こっ

ていることですから、完全に撤廃することを進めすぎると少し問題があることを、お伝えします。 

（山内主査） ありがとうございます。どうぞ、酒井委員。 
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（酒井委員） まず禁止行為規制、特に移動通信ですが、問題点はこういう禁止行為規制が適当なのか

と、もう１つ今で言うと、ドコモしか適用されない。ドコモ１社だけに適用されるのが適当かとい

う２点があると思います。 

 例えば、①接続関連情報の目的外利用・提供の禁止について、ドコモだけでない話と思いますし、

先ほど江崎委員、大谷委員がおっしゃったことももっともですが、別にそれはドコモだけの話でな

いので、その点をどう考えるかが必要だと思います。 

 それから 18 ページと 22 ページに、「サービス卸」の提供を受けて、携帯事業者が自己のサービス

とセット割引を行う、これが排他的な組み合わせで提供されるとすると、という部分、私の解釈で

は、NTT 東西のものを多少割高でもどこかの会社が引き取ってやるのはけしからん、ということかと

思いますが、そういうことする会社はほかになくとも、会社として１社だけでいいのかという話が

あります。 

 もう１つ、不当な取扱い禁止について、かなりの部分が当然だと思うんですが、ただ自己の関係

事業者、ビジネスのことはわからないのですが、自分の子会社にまで、そんなにきっちりこれが適

用されるものかについては、よくわからないところがあります。 

 それから最後に、先ほど大谷委員がおっしゃった、固定から移動に移っていくという、そういっ

たトレンドがある中で、こう結論付けていいのかというところで、46 ページのユニバーサルサービ

ス制度の在り方、まず固定電話はユニバーサルサービスで必要であると。それ以外が見直しの必要

となっているので、もちろん当然固定電話がなくなることはないと思いますが、固定電話の代わり

に携帯電話というオプションがあってもおかしくないと思いますので、ここは固定から移動体に移

るという中で、ユニバーサルサービスをきちんと考える必要があると思います。以上です。 

（山内主査） はい、ありがとうございます。そのほか、ご発言はありますか。どうぞ、辻委員。 

（辻委員） 私も今までおっしゃられたご意見、大体よく似ておりますが、意見を述べさせていただき

ます。イノベーションをどう起こすかという観点から、懸案となっている電気通信、特に携帯、あ

るいは固定のブロードバンドの問題を整理しましょう、あるいは将来に向けてどうしていくか、解

決していけるものはしていきましょうということで議論が始まっていますが、その論点は包括的に

入っているかと思います。 

 ポイントは、イノベーションを起こすという前提で、携帯の禁止行為をどうするかで、５月にそ

れに対応する形でサービス卸が出てきたものですから、そこで色々な課題が出てきたと思います。 

 皆様方がご指摘の 18 ページ、不当な優先的取扱いの禁止、あるいは 22 ページのサービス卸、こ

この議論では原則賛成で、できるだけ自由な取引活動、経済活動、サービス活動やってくださいと

いうことでした。ただそれがいいのかと、危惧する点がいろいろ列挙されて、通常こういうのは両

論併記されます。 

 報告書としては、リストとして挙げられてよく議論しましょうとなりますが、ここはきわめて明

確にロジックで、つまり異業種等との連携についてはイノベーションを促進する形で自由に行う。

新しいサービスを提供してほしいことと、この委員会で出ました危惧については、グループ内取引

について意見があって、そこは検証なり制約を課すスタンスで出ていいて、それは１つの分け方と

して、全体通してクリアな形になっていると思います。 

 ただ個別の論点になると、委員の方々がおっしゃったようにどこまで入っていくか、例えば 18 ペ
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ージの不当な優先的取扱い等の禁止であります。その下のほうの下線ですが、自己の関係事業者に

対する不当な優先的取扱いについては、これをがんじがらめにするとまた問題が出てくるし、また

緩めると競争上問題があり、非常に難しいところです。この問題では、例えばここで一律的に書き

込むのではなく、ネガティブリストとかポジティブリスト、事業者の方もポジティブリストでやら

せてほしいとプレゼンで言っておりましたので、そういう方法も 1 つのやり方として検討すべきと

思います。 

  それからもう１点、最後の部分で、これまでの政策のやり方を総括されて、今後の展望というこ

とで、競争評価、あるいは公正レビュー等の今ある制度を中心として、新たに課題を発見するよう

なヒアリングやデータを見る、これはおっしゃるとおりだと思います。 

 総務省も全般的にはこの政策のＰＤＣＡのサイクルの中の、ＰとＤが非常にすばらしいと思いま

す。つまり、課題の発見とそれの政策への落とし込みです。この例として、MVNO の数が示されてい

て、それは１６７で伸びているとあって、通常ですとすごいとなりますが、中身で見たら MNO であ

る MVNO がいて、本来の意味の MVNO は５％しかないというのを見てやっぱり驚愕しました。また SIM

ロック解除やスイッチングコスト、あるいは今アメリカでやっているホワイトボックスを８００軒

から１０００軒ぐらいのお宅に置いて、固定のスピードがどれだけ出るか測るのは、実測値は表示

速度より明らかにスピードが出ていないのが分かり、これも驚きました。 

 以上はこれらもすばらしい課題の発見ですが、以前も言いましたように、政策評価としてバラン

スがとれていません。この基本政策委員会は光の道の検証に相当するということになっていますが、

将来に向けたＰとＤ的なものが大きく入っていて、光の道の総括としての評価をこの委員会で行っ

ていると言えば、確かにそのとおりです。しかし、欧米では政策に対する総括的な評価もよく行わ

れておりますので、事後的な評価にもう少し力点を置いていただきたいと思います。 

 これは第三者評価として、シンクタンクあるいは経済学者、研究室に、コンペティション方式で、

行うという方法もあるかと思います。 

 最後に情報発信の問題です。2000 年頃はよくこういう取組がありますと、日本がブロードバンド

で進んでいたため、英語に直して海外に発信されていました。今は自動的にほとんど英語に訳され

てホームページに載ると思いますが、世界の中で、こういうブロードバンドや携帯の問題が出てく

るのは、日本が早い側面も多々ありますので、できるだけ国際的にこういう成果を発表していただ

くとありがたいと思います。 

（山内主査） ありがとうございます。菅谷委員、どうぞ。 

（菅谷委員） ３つほどコメントがございます。まず先ほどもどなたかおっしゃっていましたけど、禁

止行為規制のところで、固定通信に関しては非常に短い文章で簡潔にまとめられていますけれども、

移動通信については、市場環境変化との関係を個別具体的に検討するということで、①②③とかな

り細かな議論がされています。 

 ただし私の印象としては、移動通信市場という環境変化が激しいもので、今回はこのような形の

措置になりましたが、固定を見ますと、最後に現行の規律を維持することが適当であると書かれて

います。それに対して移動は、今後の市場変化との関係で更に見直すことも必要であるという文章

が、表現はともかくとして、そういうことが最後に入ってもいいのかなと感じました。 

 それから２番目に、先ほど酒井委員からも、ユニバーサルサービスのお話がございました。私も
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これを読んで、特に最初のパラグラフで、基礎的な音声通信サービスとして位置付けられる固定電

話を、引き続きユニバーサルサービス制度により維持していくと書かれていますが、ご承知のよう

にアメリカでは既に現行のユニバーサルサービスを、2020 年には新しい制度に持っていくというこ

とで具体的なアクションも出ておりますし、ここは「引き続き」よりは「当面」としたほうが、よ

り将来の検討に向けてというニュアンスが出てくるのかなと思いました。 

 ３つ目、最後のほうの、訪日外国人に対する SIM の話と等の取組が出ておりましたが、ここで１

つ考えていただきたいのは、こういうことを環境整備で、無料 Wi-Fi の利用環境とか、SIM の差替え

等によるスマートフォン等の利用の円滑化が書かれているのですが、加えてこういう情報を適切に、

１週間２週間という短期で訪問される外国人の方に提供していくという、情報提供の仕方も更に工

夫していく必要があるかなと思い、報告書に加えていただけたらいいのかなと思いました。以上３

点、簡単なコメントでございます。 

（山内主査） ありがとうございます。どうですか。 

（砂田委員） とてもしっかりした報告書がまとまってうれしく思っております。とりわけ「はじめに」

のところに、「すべてにおいて利用者視点を欠かさないという原則の下で」という一文が入っており、

これは非常に重要なポイントであると私は受け止めております。 

 例えば行政のワンストップサービスのように、従来は別々に提供されてきた異なるサービスを結

合させること、それを実現するために異分野の連携によって技術を融合させていくこと、これらは

利用者視点で考えるからこそ出てくるアイデアだと思っております。 

 前回も申し上げましたが、日本は技術の高性能化、高度化という意味での技術中心のイノベーシ

ョンは大変強くて、世界でも先端を行っていますので、今後はユーザ中心の、利用者視点からのイ

ノベーションを促進させていく必要があるだろうと思っております。 

それが ICT 活用の促進にも、日本の ICT 産業の競争力にもつながると思いますので、この一言が入

ったのは本当によかったと思います。 

 ユーザ中心のイノベーションの重要性については特に北欧から学んだことですが、近年の北欧諸

国におけるイノベーション政策をみますと、イノベーションの定義を拡張しているのが特徴になっ

ております。伝統的には民間が主体となって担うもので、新技術だとか新製品だとか生産プロセス

が対象になっていましたけれども、近年は民間だけでなくて公的な部門もイノベーションの主体で

あり、それからイノベーションの対象も技術や製品や生産プロセスだけではなく、ビジネスモデル

だとかブランドだとかデザインだとか組織だとかに、イノベーションの対象も拡大されています。 

 つまり、製品だけでなくビジネスモデルも利用者視点で考えられているかということが大変重要

になってきます。現在の日本のスマホ市場では、シェアを持っている３グループがほぼ同じビジネ

スモデルであり、しかもキャッシュバック等、この委員会でも議論されましたけれども、必ずしも

消費者の支持を得ているビジネスモデルではないというという問題があります。これは、はたして

グローバル市場で通用する、競争力を持ちうるビジネスモデルなのかと考えますと、イノベーショ

ンの観点から言っても問題だと思っております。 

 そういう意味でも SIM フリー市場を作っていくことが重要だという報告書の指摘には賛成いたし

ます。 

 一方、利用者視点のイノベーションを促す立場からしますと、異業種の連携、異なる技術の結合
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が非常に重要になってきますので、報告書でも再三その点を強調していただいたのは大変うれしい

ことと受け止めております。その視点から言った場合、例えば固定にしてもモバイルにしても、で

きるだけ自由にいろいろな連携が進める環境が大変重要になります。ここは透明性とのジレンマに

なってきますが、私の意見としてはどちらかと言うと、2020 年代に向けた政策ということでは、利

用者視点のイノベーションを重視される方向性に軸足を置いたほうがよろしいのではないかと思っ

ております。 

 また、ユニバーサルサービスについては、菅谷先生と同じ意見です。引き続き固定電話をというのは、

既にどんどん固定電話事業は縮小していますし、古い技術の設備の保守に莫大な投資をいつまでも

続けるのは、これまで申し上げてきた観点から言っても疑問を感じます。ですので、「当面」とか「見

直しを急ぐべき」という表現がよろしいかなと思います。以上です。 

（山内主査） ありがとうございます。 

（関口委員） 今回盛りだくさんで、ここまでようやくたどり着いて、よくまとまったと思っています。

安心・安全ですとか、非常に利用者視点に立った部分も多くて、気配り、目配りがよく届いている

と思います。 

 今まで、非対称規制を厳格に守ることが競争施策の太宗を占めてきた中で、30 条の見直し、ある

いはグループ化への対応という形で、新たな競争政策のスタートとなる報告書になったと考えてお

ります。 

 今申し上げた 30 条の見直しとグループ化への対応は、密接に絡んでいて、24 ページの図辺りから

が、グループ化の実態を示したものでありまして、30 条の見直しも、固定と移動市場とで、固定は

基本的に変化なしという形で整理がされ、移動体については幾つかの見直しを行うと、基本的に緩

める形で行うことになったわけです。 

 24 ページ、25 ページの記述で、これは電気通信事業法そのものが、個別の事業会社を基底にした

あらゆる判断をしてきた制度であり、グループ単位でのさまざまな規制を考え始めるのは新たな時

代に突入するという点で、非常に大きなインパクトを持っていると理解しています。 

 特にこの 25 ページの記述は非常に公平に書いてあって、特に移動体の MNO３社のグループ一体経

営というのは、実は３社ほぼ同じように行っており、完成品としてのサービスもほぼ同じという実

態があるわけですね。したがってこの MNO のグループ化ということについて見ると、私は３社公平

と見るのが筋だろうと思っています。 

 するとこの 30 条の、特に不当な優先的取扱い等の禁止について言うと、確かに異業種との連携は

問題ないという形で道を開いたわけですが、事実上ドコモだけに、自己の関係事業者との排他的な

連携に制限を加えることについて、規制を緩めないことが、25 ページとの関係でどこまで適切なの

かは、今回の報告書でここまで言い抜けたのが多分ぎりぎりの線だと私は理解しています。ただ、

この 30 条の見直しが、市場の動向にどのようなインパクトを与えるかというのは、今後注視をして

適切な判断が規制当局として求められるはずだと思っています。 

 その意味で、この報告書に記載されていることは、短いタームで検証して市場の変化に応じきめ

細かに対応しないといけないだろう、と思っています。この報告書の最後に、一定の検証をすべき

であることも文言として盛り込んで頂きたく、時期は主査の判断にお任せしたいと思いますが、で

きるだけ短いタームでの検証が私は必要だと思っているし、その旨の文言をぜひ盛り込んでいただ
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けたらと思っております。 

（山内主査） ありがとうございます。そのほかご意見いかがですか。どうぞ、舟田委員。 

（舟田委員） １つは 18 ページの禁止行為のところです。固定通信は変わらず、移動通信は規制緩和す

ると出ているわけです。②の、この自己の関係事業者との排他的連携についてということは、ヒア

リングでも禁止行為をきちんと実行すべきという、競争事業者からも特にこの点は主張されていた

ことで、この規定の中核ですから、これに絞って書くのは十分あると思います。 

 数年前も確かこれに似た趣旨の改正が行われて、共同ガイドラインも見直して、辻先生がおっし

ゃった、具体的な例も書いたのですが、あれでは不十分ということで、またこれに沿って共同ガイ

ドラインを書き直すことになるだろうと思います。 

 それから③不当な規律・干渉の禁止。これは移動については撤廃しようというご提案で、私も現

在の状況から見ると、これで良いかと思います。この規定は独禁法で言いますと、優越的地位の濫

用規制と重なる規定であり、この規定がなくなるとそういった行為が行われた場合、独禁法なり、

あるいは電気通信事業法では業務改善命令しかないのですが、電気通信事業の適切な運営を阻害す

るということに引っかけることが可能だと思います。 

 移動については、古い方は覚えてらっしゃるでしょうけれども、ｉモードにおける外販許諾でメ

ーカーを拘束したとか、あるいはｉモードのアプリ事業者に対して、ああしろこうしろ、順序はこ

うしろという指示をしたという、ドコモの競争力が非常に強かった時代を念頭に書いたものであり

ます。独禁法上の優越的地位の濫用の規定は非常に使いにくい。典型的な場合、例えば派遣店員や

協賛金等はっきりしているものはわかりやすいのですが、それ以外の行為ではなかなか難しい。 

 これは、不当な規律・干渉を受けた事業者が声を上げることができない、声を上げるとキャリア

のご機嫌を損ねることになるからです。これは不当な優越的地位の濫用一般に言えることですが、

そういう被害者が声を上げられないことから、総務省できちんとこの分野は見るという意味があっ

て作られた規定だと思っております。 

 それから、こういう報告書で、消費者関係の部分が非常に大きくなってきたことは大変結構なこ

とだし、また現在の競争取引の状況を踏まえたものだろうと思います。 

 15 ページの上から５～６行目、便利で安心して利用できる ICT 環境の整備のところで、民間事業

者による競争のみではその達成が不十分な消費者保護と書いてあります。消費者保護にはこういう

書き方がよくなされるので、それをそのまま持ってきたのでしょうが、私は、競争ももちろん消費

者保護に役立つ、しかしそれだけでは足りなくて特別の消費者に対する保護も必要だと思います。

この委員会でもずいぶん出てきましたように、この分野、移動に限らず、固定の FTTH もその過熱し

た店頭競争が、消費者の利益を奪っているというか、消費者の権利を奪っていると見るべきだろう

と思っています。 

 だから、抽象的には競争すれば消費者利益は守られるのですが、実際にはそうでないことがこの

分野では明らかに出ていると思います。 

 固定の FTTH もそうですが、移動通信が、豊富な販売促進費を原資としてさまざまなキャンペーン

活動を次々と打ち出す売り方は、私は新規参入の MVNO、あるいはケーブル事業者とか、電力系、そ

の他固定ブロードバンド事業者にとって到底対抗できない競争方法で、そういう販売力も競争の１

つと言えるかもしれませんが、少なくとも基本となる料金とサービス、品質による競争ではなくて、
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店頭でどれだけ派手に消費者に訴えるか、強い訴求力を持つかという競争は必ずしも望ましいもの

ではない、公正な競争とは言い難い面があると思います。 

  これは非常に難しい問題で、独禁法でも例えば景品規制をしていますが、アメリカではほとんど

景品規制は自由化されています。それに対してヨーロッパや日本も、景品はある程度抑えよう、景

品でするよりは本体の商品なりサービスで競争してくださいと、そういう理念があるわけで、そう

いう方向を堅持すべきだと思います。 

  そういう面から見ますと、今回「サービス卸」あるいは固定と移動のセット割等、ずいぶん話題

になり議論しましたけれども、それらもいわば飲み込む形で多様な店頭でのキャンペーンが行われ、

そちらがメインになると、それは一番、消費者にとっては冷静で的確な判断を困難にすることにな

りはしないかと思っています。 

  移動も固定もそろそろ需要が頭打ちと言いますか、伸びが鈍化しつつある中、これから競争する

とすれば、他の事業者と契約している既存のユーザの取り合いになる可能性が強い。もちろん顧客

争奪競争というのは競争の基本ですが、他方でこのような通信サービスの場合には、基本的にはス

ポット的な取引ではない、長期的な契約を前提としますから、どうしても事業者は囲い込みをする、

顧客を奪おうとする側はその囲い込みをどう破るかという競争になります。 

  それ自体はさっき申し上げたように競争ですが、そのやり方については私は今後注視すべきと思

います。 

  最後少し抽象的な話になりましたが、以上です。 

（山内主査） ありがとうございます。三友委員お願いします。 

（三友委員） ４点ございます。簡単なほうから。 

 まず、砂田委員がおっしゃった、今回利用者視点を欠かさないという原則の下でこの報告書が書

かれたことについて、実際に読んでみても、消費者のことをいろいろ考えている内容が多く見受け

られ、その点では非常に良いと思います。 

  それから２点目、既に指摘のあった点ですが、委員会の中で十分に議論できなかった事項があり

ます。その典型はユニバでありまして、ユニバに関しては今後どうするかを早急に進めていく必要

がありますが、あまり予見を与える書きぶりは避けたほうがいいだろうという意味で、先ほど菅谷

先生と酒井先生がおっしゃったように固定電話が前提であるような書きぶりは変えたほうがいいの

ではないかという意見は同感です。 

  ３点目に、報告書は 2020 年代に向けた、ということで、まだ 10 年以上先のことを見据えた政策

ビジョンになっており、実際にここに書かれたことはやや総論的なことも多く、非常に多くの事柄

が含まれておりますので、すぐにはわからない部分もありますが、今後具体的にこの中の項目につ

いてアクションを行っていくことになると思います。 

  実際にそれらが実施されているかを、きちんと評価しなければいけませんし、中間的な見直しも

適宜やっていくべきと思います。当然ながら技術も市場も変わっていきますから、その中で、今決

めたことがそのまま2020年代に生きるかというのは継続して検証していく必要があると思いますの

で、そういった努力と言いますか、枠組みをぜひ構築していただきたいと思います。 

  それから最後、私にとってちょっと重く感じることです。10 ページの一番下ですけれども、利用

者は移動通信であるか固定通信であるかを意識することなく、さまざまな機器や端末が最適なネッ
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トワークに接続することにより、ICT の利便を享受することができる、というくだりがございます。 

 今後、移動通信の役割はもっと増えていくでしょうし、おっしゃるように、利用者はあまりそこ

を意識せずに統合された形のサービスを利用していくのだろうと思いますが、その時に、今回この

基本政策委員会でモバイル関係で論じられているのは、基本的に MVNO であります。 

 MVNO の促進は重要だと思いますが、それだけでこれが実現できるかと言うと少し寂しい感じがし

ます。以前には「電波政策との連携」が書かれていたはずですが、今これを見る限りにおいてどこ

に書いてあるのか教えていただけますか。電波に関しては、電波政策ビジョン懇談会ですか。 

（事務局） よろしいですか。24 ページの一番下でございます。 

（三友委員） はい、わかりました。すみませんでした。非常に重要と思いますので、ぜひ競争政策と

電波政策との連携を図っていただいて、電波あるいは固定はあまり関係なく、今後の ICT 政策を進

めていただければと思います。以上でございます。 

（山内主査） ありがとうございます。新美委員、どうぞ。 

（新美委員） ありがとうございます。私もこの報告書について、委員の皆さんおっしゃったことと、

基本的に同じですが、付け加えておきたいのが、52 ページの、今後の行政の手法についてです。 

   事後規制という行政手法にとって一番重要なのが情報によるコントロールであるというのは言う

までもありませんが、もう１つ重要なポイントがあります。それは、情報をコントロールした後、

まずい点があったらどう是正するかです。わが国では事前規制は結構洗練された手法を持っていま

すが、事後規制についてはあまり用意されていない。 

   電気通信事業法でも、せいぜい業務改善命令ぐらいしかない。しかし、違反の「やり得」となる

事例がこの分野が非常に多いと思います。ですから事後規制という時には、「利益の吐き出し」みた

いな、懲罰的なサンクションができるようなシステムを現実に考えていかないと、事後規制という

のはうまく働かないように思います。 

   この点は、この報告書で書くべきであるという趣旨ではありません。ただ、事後規制という手法

をこれだけ前面に出すならば、そろそろ考えておけば良いのではという趣旨での意見です。 

（山内主査） ありがとうございます。ほかにいかがでしょう。 

（平野委員） 砂田先生の先ほどの意見は私も同感でして、利用者の視点が随所に書かれていることは

ありがたいと思っております。 

 一点気になるのは、障害者関係の委員会にも出ているのですが、13 ページ、誰もが安心して利用

できる ICT 環境の、高齢者から青少年までというところに入っていると思うのですが、できたら障

害者の名称を入れていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。 

（山内主査） ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

（江崎委員） 全体を通してオリンピックというか、日本に来る人に PR しましょうという言い方になっ

ていますが、むしろ日本に来る方は、グローバルサービスを日本に来てもちゃんと受けられるとい

うニュアンスが必要ではないかという気がします。なぜかというと、基本施策の中に、日本のイン

フラがグローバルエコノミーの大きな部分を担っている認識が、あまり書かれておらず、その視点

から行くと、例えばグローバルトップのプレーヤーとの連携がどうして必要かは、もう既にグロー

バルエコノミーでプレーしているアプリケーションなりプレーヤーとの、ローカルのプロバイダと

の関係をちゃんと考えなきゃいけないというところに来ているところだと思います。 
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 2020 年に向かっていくところでは、グローバル経済の基盤のしっかりした一部分を、日本のイン

フラと日本のプレーヤーが担っていくというのを入れると、先ほど舟田先生がおっしゃった個別の

議論ではなくてもう少し大きなところから俯瞰できると思いました。 

（山内主査） ありがとうございます。ほかにご意見ございますか。特によろしいでしょうか。ありが

とうございました。 

 皆様から大変貴重なご意見をいただき、私が聞いた限りでは、論点についてご意見の異なる方が

いらっしゃった部分がございますので、その辺は少し事務局と私で相談して、取りまとめの方向を

決めていきたいと思います。そのほか、今後の問題や言葉が足りない、あるいは多くの方が同じご

指摘をいただいた点は、十分斟酌してこの報告書案を修正させていただこうかと思っています。 

 貴重なご意見をいただきありがとうございました。十分に反映させていただきたいと思います。 

 ただ、更にご意見がある場合には、明日の夕方までに事務局にご連絡いただければと思います。 

 以上、大変恐縮ですが、今後の修正等は御一任いただければと思いますがよろしいでしょうか。 

（一同） 異議なし。 

（山内主査） どうもありがとうございます。 それではこの報告書は私が預からせていただきます。

そのほか、事務局からご連絡をお願いいたします。 

（事務局） 先ほど山内主査からお話のありましたとおり、報告書案について追加の意見等ございまし

たら、明日９日の夕方５時までに事務局までご連絡いただければ幸いでございます。 

 また報告書案につきましては、主査のおっしゃったとおり必要に応じ修正等を行った上で特別部

会にご報告したいと思っております。よろしくお願いします。 

（山内主査） どうもありがとうございました。会議はこれで終わりですけど、最後に、本日取りまと

めでございますので、私から一言皆さんにご挨拶させていただこうと思います。 

 この委員会、2020 年代を見据えてということでありました。時代に即した制度の在り方と言いま

すか、それを具体的に検討するということで議論を始めましたが、本日もいろいろご意見いただい

たように、議論の内容が大変多岐に及んでおりまして、また意見も、具体的な点については各委員

のお立場が十分に出るような、そういう意見をいただいたと思っております。 

 これは、この問題自体が大変難しい問題であって、しかも大きく変化する中で議論していること

の表れかなと思っております。 

 そういう中でまとめとなりましたが、先ほども何人かの委員から発言がありましたように、これ

をどう見直していくか、あるいは変化をどう反映させていくかはとても重要だと思います。この辺

は事務局に十分に意識していただいて、今後の行政に当たっていただきたいと思っています。 

 いずれにしましても、きわめて限られた時間の中で、今回 16 回目ですので、相当なペースでやっ

てまいりました。皆様の協力に感謝をすると同時に、今後の情報通信産業の発展に寄与できればと

思っております。どうもありがとうございました。 

 それでは本日これで閉会といたします。熱心なご議論をいただきどうもありがとうございました。 

 

以上 


