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○電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）

正

案

現
（同上）

改
第一章

（同上）

目次
総則（第一条―第五条）

第二章

目次
第一章
電気通信事業

第三節

（傍線部分は改正部分）

行

の業務（第十九条―第四十条）
（同上）

電気通信事業者

第一節・第二節 （同上）

第二章
電気通信事業者等の業務（第十九条―第四十条）

第一節・第二節 （略）
第三節

第四節～第八節

第三章～第六章 （同上）

（略）

第三章～第六章 （略）

附則

第四節～第八節
附則

（目的）

により、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等

正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進すること

の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保

により、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者

正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進すること

第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適

（目的）
、その運営を適

の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保

を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

第一条 この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み

を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

（定義）

（同上）

電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登

の規定による届出をした者をいう。

録を受けた者及び第十六条第一項

五

一～四

第二条 （同上）

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
に定めるところによる。
（略）

電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登

一～四
五

録を受けた者及び第十六条第一項（同条第二項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）の規定による届出をした者をいう。

1

（略）
（新設）

六

（同上）

六
利用者 次のイ又はロに掲げる者をいう。
電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通

（基礎的電気通信役務の提供）

七
イ
信事業（以下「第三号事業」という。）を営む者との間に電気通
信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者と
電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務（こ

して総務省令で定める者
ロ
れらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。）の提供を受け
る者（イに掲げる者を除く。）
（基礎的電気通信役務の提供）

第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日 第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日

本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電

電

本全国における提供が確保されるべき次に掲げる

気通信役務をいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その

（登録の更新）

（新設）

（新設）

適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

気通信役務をいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その
電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの（以下「

適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
一

高速度データ伝送電気通信役務（その一端が利用者の電気通信設

第一号基礎的電気通信役務」という。）
二

備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通
信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信
することが可能なもの（専らインターネットへの接続を可能とする
電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務
省令で定めるものを除く。）を用いて他人の通信を媒介する電気通
信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。）であつて総務
省令で定めるもの（以下「第二号基礎的電気通信役務」という。）
（登録の更新）
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４ 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

２・３ （略）

第十二条の二 （略）
４ （同上）

２・３ （同上）

第十二条の二 （同上）

（略）

一

（同上）

るところによる。
一

（同上）
（同上）

二
イ

第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が

特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
（略）

ロ

約を締結する者をいう。以下同じ。）の電気通信設備（移動端末

その一端が

二
イ
ロ

の電気通信設備（移動端末

設備（利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設

利用者（電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契

設備（利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設

備であるものをいう。以下同じ。）を除く。）と接続される伝送

利用者

備であるものをいう。以下同じ。）を除く。）と接続される伝送

路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、そ

に設置される全ての同種の伝送路設備の電気

の伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内

路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、そ
の伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置され
る都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気

割合が、同項の総務省令で定め

通信回線の数のうちに占める

省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定め

る割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及

通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務
る割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及

び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として

設置する電気通信設備であつて

当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用い

る電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて

同項の総務省令で定めるものの総体（イに掲げるものを除く。）

び

同項の総務省令で定めるものの総体（イに掲げるものを除く。）

（同上）

のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気
ハ

その一端が特定移動端末設備（総務省令で定める移動端末設備

のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気
（略）

ニ

通信設備

ハ

その一端が特定移動端末設備（総務省令で定める移動端末設備

通信設備
ニ

3

（ハに掲げるものを除く。）のうち、総務大臣が総務省令で定め

置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体

及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設

める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの

定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定

区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特

、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の

であつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の

続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するもの

をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。）と接

るところにより指定する電気通信設備

（ハに掲げるものを除く。）のうち、総務大臣が総務省令で定め

置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体

及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設

める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの

定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定

区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特

、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の

であつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の

続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するもの

をいう。以下この号及び第三十四条第一項において同じ。）と接

（新設）

第十三条 （同上）

（変更登録等）

るところにより指定する電気通信設備
（変更登録等）
第十三条 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号
の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなけれ
ばならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この
限りでない。
２ 第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により
新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三
号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、
同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じた
ときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた
日から一月以内に」とする。

の変更登録を受けようとする者は

２ 前項

十六条第一号を除き、以下同じ。）の変更登録を受けようとする者は

、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書

３ 第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八
、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書
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を総務大臣に提出しなければならない。
４ 第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録
について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項
」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一
項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申
請書を提出した者が次の各号（第二号にあつては、この法律に相当す
る外国の法令の規定に係る部分に限る。）」と読み替えるものとする
。
５ 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号、第二号若しくは
第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で
定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け
出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞
なく、当該登録を変更するものとする。
（電気通信事業の届出）
第十六条 電気通信事業を営もうとする者（第九条の登録を受けるべき
者を除く。）は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載し

を総務大臣に提出しなければならない。
３ （同上）

４ （同上）

（電気通信事業の届出）

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二

一

（同上）

（同上）

第十六条 （同上）

一

外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代

た書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
二
業務区域

四

三

電気通信設備の概要（第四十四条第一項の

（同上）

理人の氏名又は名称及び国内の住所
三

電気通信設備の概要（第四十四条第一項に規定する事業用電気通

（同上）
（新設）

五

信設備を設置する場合に限る。）

四

その他総務省令で定める事項

信設備を設置する場合に限る。）
五

２ 電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により

事業用電気通

5

新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項
中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により
新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。
３ 第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八

２ 前項

の届出をした者は、同項第一号

、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨

十五条第一号を除き、以下同じ。）の届出をした者は、第一項第一号
、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨

を総務大臣に届け出なければならない。
３ （同上）

４ （同上）

（新設）

第三節 電気通信事業者

（基礎的電気通信役務の契約約款

）

の業務

を総務大臣に届け出なければならない。
４ 第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号の事項を変更しよ
うとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただ
し、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
５ 第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指
定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日か
ら一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければなら
ない。
６ 第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新
たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号の事項
に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中
「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは
、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から
電気通信事業者等の業務

一月以内に」とする。
第三節

（基礎的電気通信役務の届出契約約款）

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供

する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件（第五十二条

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供 第十九条

する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件（第五十二条

第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術

第十九条

第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術
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十五条第二項において同じ。）について契約約款を定め、総務省令で

定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければなら

。）について契約約款を定め、総務省令で

的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く

定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。

的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び第二

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

２ 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款（以下「届出契約 ２ 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款
約款」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に

（同上）

を変更すべきことを命ず

電気通信事業者に

当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する

（同上）

対し、相当の期限を定め、当該契約約款
一

（同上）

対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ず
料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。

二

ることができる。

一

電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通

ることができる。
二

信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正
三

（同上）

かつ明確に定められていないとき。
電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき

四

三

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

（同上）

。
四

五

（同上）

重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでない

六

五

他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり

とき。
六

、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利
用者の利益を阻害するものであるとき。

より契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の

３ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいず ３ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第一項の規定に
れかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供

規定により届け出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役務

を提供してはならない。ただし、次項の規定により契約約款に定める

によらなければ当該基礎的電気通信役務

条件
を提供してはならない。
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一

次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務
当該基礎的電気通信役務（第二号基礎的電気通信役務に限る。）

の料金を減免する場合
二
の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある
場合

当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
（新設）
（新設）

る基準に従い、第一項の規定により届け出た契約約款に定める当該基

４ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定め ４ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定め
に定める当該基

礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

る基準に従い、届出契約約款
礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

指定電気通信役務（第一種指定電気通信設備を設置する電気

（指定電気通信役務の保障契約約款）

指定電気通信役務（第一種指定電気通信設備を設置する電気 第二十条

（指定電気通信役務の保障契約約款）
第二十条

第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及

役務に関する料金その他の提供条件（第五十二条第一項又は第七十条

下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信

するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以

他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護

種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その

て当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一

気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案し

び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第二項におい

第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及

役務に関する料金その他の提供条件（第五十二条第一項又は第七十条

下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信

するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以

他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護

種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その

て当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一

気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案し

通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信

び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第三項におい

て同じ。）について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより

通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信

て同じ。）について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより

、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更し

役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電

、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。

役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電

ようとするときも、同様とする。
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務については、前項（第四項の規定により読み替えて適用する場合を
含む

務については、前項（第四項の規定により読み替えて適用する場合を

２ 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役 ２ 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役
含む。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ。）の

規定は適用しない。

う。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

含む。）の規定により届け出た契約約款（以下「保障契約約款」とい

３ 総務大臣は、第一項（次項の規定により読み替えて適用する場合を

。）の

規定は適用しない。
３ 総務大臣は、第一項
の規定により届け出た契約約款（以下「保障契約約款」とい
う。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出を

期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができ

指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の

期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができ

る。

電気通信事業者に対し、相当の

る。

一～六 （同上）

した指定電気通信役務を提供する

一～六 （略）

４ 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を ４ 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を

きも、同様とする」 とあるのは、「第三十三条第一項の規定により

に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとすると

り総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前

新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければな

きも、同様とする。」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により

に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとすると

り総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前

設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によ

新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければな

らない。」とする。

設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によ

らない」とする 。

（新設）

する場合は、この限りでない。

規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免

ければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の

る場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらな

役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意があ

５ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれ ５ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信
かに該当する
場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらな

次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の

ければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。

一
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当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件に

料金を減免する場合
二
ついて別段の合意がある場合
６ （略）

（新設）
６ （同上）
（特定電気通信役務の料金）
第二十一条 （同上）

（特定電気通信役務の料金）
第二十一条 （略）

特定

電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変

２ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、

電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変

更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を

２ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定
更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を

３・４

（同上）

ず、総務大臣の認可を受けなければならない。

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定にかかわら

超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項（同条第四

の規定にかかわら

超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項

（略）

ず、総務大臣の認可を受けなければならない。
３・４

規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けている

的電気通信役務に限る。）に関する料金であつて第三十三条第一項の

通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務（基礎

ものは、第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金

規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けている

的電気通信役務に限る。）に関する料金であつて第三十三条第一項の

通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務（基礎

５ 第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気 ５ 第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気

に定める料金

とみなす。

ものは、届出契約約款
とみなす。

等の掲示等）

６・７ （同上）
（契約約款

６・７ （略）
（届出契約約款等の掲示等）

基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信 第二十三条 基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信

役務を提供する電気通信事業者は、第十九条第一項又は第二十条第一

第二十三条

役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約

項（同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定により届け出た契約約款（第五十二条第一項又は第七十条第一項第

款
（第五十二条第一項又は第七十条第一項第
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より、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見や

第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところに

一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。）又は第二十一条

すいように掲示しておかなければならない。

より、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見や

第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところに

一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。）又は第二十一条

２ （同上）

基礎的電気通信役

を提供する電気通信事業者は、

すいように掲示しておかなければならない。
２ （略）

（会計の整理）

次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目 第二十四条 （同上）

（会計の整理）
第二十四条
の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければな
らない。

基礎的電気通信役務

（同上）
イ

（同上）

一
ロ

（同上）

次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
指定電気通信役務

ハ

一
イ

特定ドメイン名電気通信役務（ドメイン名電気通信役務（第百

（削る）
ロ

六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう
。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。）のうち、確実
かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令
二・三 （同上）

で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。）
二・三 （略）

（提供義務）
第二十五条 基礎的電気通信役務

（提供義務）
第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、

正当な理由がなければ、その業務区域における

第二十五条

正当な理由がなければ、その業務区域における当該第一号基礎的電気

務

の提供を拒んではならない。

通信役務の提供を拒んではならない。

２ 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第二 （新設）
号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件につい
て別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区
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域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該第
二号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
３ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信 ２ （同上）
役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意があ
る場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契
約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の
提供を拒んではならない。

ある者を除く。以下この条並びに次条第一項及び第五項において同じ

めるところにより、書面を作成し、これを利用者（電気通信事業者で

役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定

第二十六条の二 電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信

。）に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事

ある者を除く。以下この条及び次条

めるところにより、書面を作成し、これを利用者（電気通信事業者で

役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定

第二十六条の二 電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信

（書面の交付）

。）に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事

情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護

（書面の交付）

情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護

のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定

において同じ

のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定

める場合は、この限りでない。
（書面による解除）

２・３ （同上）

める場合は、この限りでない。
２・３ （略）
（書面による解除）

通信役務（第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。）

省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日（当該電気

に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務

の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始さ

通信役務（第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。）

省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日（当該電気

に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務

第二十六条の三 電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号

の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始さ

れた日）から起算して八日を経過するまでの間（利用者が、電気通信

電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号

れた日）から起算して八日を経過するまでの間（利用者が、電気通信

事業者又は届出媒介等業務受託者（第七十三条の二第二項に規定する

第二十六条の三

事業者又は届出媒介等業務受託者（第七十三条の二第二項に規定する
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同じ。）がそれぞれ第二十七条の二（第一号に係る部分に限る。以下

届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において

同じ。）がそれぞれ第二十七条の二第一号

届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において

よりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載

は、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところに

までの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合に

た内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過する

る事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられ

七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関す

して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間

よりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載

は、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところに

までの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合に

た内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過する

る事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられ

の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関す

又は第七十三条の三において準用する同号

して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間

）、書面により当該契約の解除を行うことができる。

この項において同じ。）又は第七十三条の三において準用する第二十

）、書面により当該契約の解除を行うことができる。

該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の

る契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当

金銭等（金銭その他の財産をいう。次項において同じ。）の支払若し

該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の

る契約の解除があつた場合には、利用者

２ （同上）

金銭等（金銭その他の財産をいう。次項において同じ。）の支払若し

くは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの

２ （略）

くは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの

期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者

３ 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関す

期間において提供を受けた電気通信役務に対して当該契約の解除をし

が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者

３ 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関す

た者が支払うべき金額その他の当該契約に関して当該契約の解除をし

が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限

４ 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関す

に対し、当

た者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限
４ 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関す

る契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受

りでない。

る契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受

領しているときは、利用者

りでない。

領しているときは、当該契約の解除をした者に対し、速やかに、これ

を返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金

に対し、速やかに、これ

を返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金
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銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限り
でない。

銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限り
５ （同上）

でない。
５ 前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。

第二十七条の三 （同上）

（移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為）

第二十七条の三 （略）

２ （同上）

（移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為）
２ 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為を
してはならない。

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備

となる電気通信設備の販売等（販売、賃貸その他これらに類する行

一

となる電気通信設備の販売等（販売、賃貸その他これらに類する行

為をいう。）に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動

その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備
為をいう。）に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動

電気通信役務の利用者（電気通信役務の提供を受けようとする者を

一

電気通信役務の利用者（電気通信役務の提供を受けようとする者を

含む。次号

、第二十九条第二項

含む。次号、第二十七条の十二、第二十九条第二項、第三十九条の
の二において同じ。）に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該

契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることそ

の二において同じ。）に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該

及び第百六十七条

契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることそ

の他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利

、第七十三条の四

の他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利

益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させ

三第二項、第七十三条の四、第百二十一条第二項及び第百六十七条

益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させ

（同上）

（新設）

３ （同上）

二

ること。

（略）

ること。
二
３ （略）
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、

（特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定）
第二十七条の五

利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大
きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事
業者を、特定利用者情報（当該電気通信役務に関して取得する利用者
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に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。）を適正に
一
利用者（第二条第七号イに掲げる者に限る。）を識別することが

通信の秘密に該当する情報

取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。
二
できる情報であつて総務省令で定めるもの（前号に掲げるものを除
く。）
前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務

（情報取扱規程）
第二十七条の六

省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保す
るため、次に掲げる事項に関する規程（以下「情報取扱規程」という
。）を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なけれ
特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定

ばならない。
一

特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委

利用者情報の安全管理に関する事項
二

第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に

託を受けた者に対する監督に関する事項
三
四

その他総務省令で定める事項

第二十七条の九の規定による評価に関する事項

関する事項
五

２ 前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変
更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければ
ならない。
総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保す

（情報取扱規程の変更命令等）
第二十七条の七

（新設）

（新設）
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るため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定
された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定
により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる
。
２ 総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業
者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事
業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情
報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業

（情報取扱方針）
第二十七条の八

者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透
明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針（次項及び次条第
二項において「情報取扱方針」という。）を定め、当該指定の日から

三

二

一

利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業

特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項

特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項

取得する特定利用者情報の内容に関する事項

三月以内に、公表しなければならない。

四

その他総務省令で定める事項

場の連絡先に関する事項
五

２ 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取
扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない
。
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業

（特定利用者情報の取扱状況の評価等）
第二十七条の九

（新設）

（新設）
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者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報
の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。
２ 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の
規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取
扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならない。
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業

（特定利用者情報統括管理者）
第二十七条の十
者は、第二十七条の六第一項各号に掲げる事項に関する業務を統括管
理させるため、当該指定の日から三月以内に、事業運営上の重要な決
定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱い
に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者
のうちから、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報統括管
理者を選任しなければならない。
２ 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、特定利
用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定め
るところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければなら
ない。
（特定利用者情報統括管理者等の義務）
第二十七条の十一 特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行
わなければならない。
２ 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者
の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上
での意見を尊重しなければならない。
（情報送信指令通信に係る通知等）
第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者（内容、利

（新設）

（新設）

（新設）
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用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少な
くないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る
。）は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者
の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信（利用者の電気通信
設備が有する情報送信機能（利用者の電気通信設備に記録された当該
利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する
機能をいう。以下この条において同じ。）を起動する指令を与える電
気通信の送信をいう。以下この条において同じ。）を行おうとすると
きは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指
令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利
用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その
他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が
容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が次
当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利

に掲げるものである場合は、この限りでない。
一

用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報そ
の他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要
当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し

なものとして総務省令で定める情報
二

当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信
した識別符号（電気通信事業者又は第三号事業を営む者が、電気通
信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用
いる文字、番号、記号その他の符号をいう。）であつて、当該情報
送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者
又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信される
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当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の

こととなるもの
三
電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している
当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該

情報
四
利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措

利用者がイに規定する措置の適用を求めていない情報
イ
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行わ
当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信

イに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける

された利用者に関する情報の利用

⑵

れる利用者に関する情報の送信

⑴

置を講じていること。

ロ

方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り
得る状態に置いていること。
（業務の停止等の報告）

（業務の停止等の報告）

第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業

いその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその

第二十八条 電気通信事業者は、次に掲げる場合には
、その旨をその

理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならな

務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏え
理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならな

（新設）

い。
第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。

い。
一

（新設）

通信の秘密の漏えい

電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。
イ

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつ

二
ロ
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ては、特定利用者情報（同条第二号に掲げる情報であつて総務省
その他総務省令で定める重大な事故

令で定めるものに限る。）の漏えい
ハ
２ 電気通信事業者は、前項第二号イからハまでに掲げる事故が生ずる
おそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じた
と認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総
務大臣に報告しなければならない。
（業務の改善命令）
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき
は、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保する
ために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべ
電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があ

きことを命ずることができる。
一
るとき。
（略）

電気通信事業者が提供する電気通信役務（基礎的電気通信役務（

二・三
四

（新設）

（業務の改善命令）

（同上）

（同上）

第二十九条 （同上）

一

二・三

又は指定電気通信役務（保障契約約款に定める料金その

電気通信事業者が提供する電気通信役務（基礎的電気通信役務

に限る。）又は指定電気通信役務（保障契約約款に定める料金その

他の提供条件により提供されるものに限る。）を除く。次号から第

四

他の提供条件により提供されるものに限る。）を除く。次号から第

七号までにおいて同じ。）に関する料金についてその額の算出方法

届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるもの

七号までにおいて同じ。）に関する料金についてその額の算出方法

が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
十二

（同上）

五～十一 （同上）

が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適

五～十一 （略）
十二

正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の
確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
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２ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定
める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、
業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる
。
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第

電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第

２ （同上）

一

二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二又は第二十七条

一
二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の

の四

の規定に違反したとき 当該電気通信事業

四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき 当該電気通信事業

者
（同上）

（第一種指定電気通信設備との接続）

（新設）

（新設）

二

者
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が
当該電気通信事業者

第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき

事業者

七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき 当該電気通信

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十

同条第二項の規定に違反したとき

二
三

四
当該第三号事業を営む者
（第一種指定電気通信設備との接続）

第三十三条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域

末設備を除く。）と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業

、その一端が利用者の電気通信設備（移動端

者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、

末設備を除く。）と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業

省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備（移動端

第三十三条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより

者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、

当該区域内

を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務

その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同

種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める

もの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として

割合が総務省令で定める割合を超える

に設置される全ての同

種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省
当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用

令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超える
もの及び
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８ 総務大臣は、前項（第十七項の規定により読み替えて適用する場合

２～７

を含む。）の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条

８ 総務大臣は、前項（第十七項の規定により読み替えて適用する場合

２～７

設置する電気通信設備であつて総

を含む。）の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条

件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、

いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総

件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該届出をした

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期

務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備と

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期

限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備と

限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

９ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規

の接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達

９ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規

定により認可を受け 又は第七項（第十七項の規定により読み替えて

の接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達

定により認可を受け、又は第七項（第十七項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により届け出た接続約款（以下この条

に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

適用する場合を含む。）の規定により届け出た接続約款（以下この条

において「認可接続約款等」という。）によらなければ、他の電気通

に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

において「認可接続約款等」という。）によらなければ、他の電気通

信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との

（同上）

信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との

接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

あるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、

総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接

あるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、
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（略）

接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接

続条件と異なる接続料及び接続条件（第二項に規定する接続料及び接

前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情が

続条件と異なる接続料及び接続条件（第二項に規定する接続料及び接

続条件に該当するものにあつては、第四項各号（第一号イ及びロを除

前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情が

続条件に該当するものにあつては、第四項各号（第一号イ及びロを除

く。）のいずれにも適合しているものに限る。）のその

12

設置する

く。）のいずれにも適合しているものに限る。）によりその設置する

第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更す
（同上）

第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更す

・

ることができる。
（略）

ることができる。
・

11

10

12

10
11

定めるところにより、

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で

定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に関する

会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で

会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他

総務省令で定める事項を公表しなければならない。

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通

を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

第一種指定電気通信設備との接続

を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請を

うとするときも、同様とする」

とあるのは、「前項の規定により新

、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ

の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については

しなければならない。」とする。

たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請を

うとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新

、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ

の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電

気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣

しなければならない」とする 。

しようとするときも、同様とする」 とあるのは、「第一項の規定に

項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更

に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同

より新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なけれ

しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第一項の規定に

項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更

に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電

気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣

より新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なけれ

ばならない。」とする。

（第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電

気通信役務の提供）

（第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電

（同上）

気通信役務の提供）

（略）

ばならない」とする 。

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電

気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣

17

第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電

気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣

16

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通

第一種指定電気通信設備との接続に関する

総務省令で定める事項を公表しなければならない。

13
（同上）

信事業者がその電気通信設備と

15 14

（略）

信事業者がその電気通信設備と当該第一種指定電気通信設備との接続

13

18
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15 14
16
17
18

第三十八条の二 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備
を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二
種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始した
ときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省
令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める
事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、
又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
２ 特定卸電気通信役務（第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気
通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な
競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外
のものをいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、正当な理
由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供
を拒んではならない。

第三十八条の二 （同上）

（新設）

（新設）

３ 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気 （新設）
通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、
当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の
負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当
該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算
定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する
協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよ
う求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならな
い。
４ 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項
の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を
確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置
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をとるべきことを命ずることができる。
（卸電気通信役務の提供についての準用）

（卸電気通信役務の提供についての準用）
第三十九条 第三十五条第三項から

第十項まで及び第三十八

条第一項 の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この

第三十九条 第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十
八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この

場合において、第三十五条第三項及び第四項

「その共用」とあるのは「そ

九条において準用する第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中

第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十

項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条

と契約を締結しようとする」と、「第百五十五条第一

る電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者

とあるのは「契約」と、第三十五条第三項中「電気通信設備に接続す

条件」と、同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」

中「接続条件」とあるのは「提供の

場合において、第三十五条第一項中「当該他の電気通信事業者が設置
する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続
」とあるのは「第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務
の提供」と、同項並びに同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一
項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第一項中「第三十二
条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な
理由がある」と、同項及び同条第三項ただし書中「第百五十五条第一
項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条
第一項」と、同項及び同条第四項中「接続条件」とあるのは「提供の
条件」と、同条第三項
中「電気通信設備に接続す
る電気通信設備を設置する」とあるのは「卸電気通信役務を提供する

第二項」とあるのは「

電気通信事業者と契約を締結しようとする」と
、同条第四項中「

第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中「
電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物（電気通信事業者が電気
通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下
役務以外の卸電気通信役務の提供」と、「その共用」とあるのは「そ

の提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二

同じ。）の共用」とあるのは「次条第二項に規定する特定卸電気通信
の提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二
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（第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報

項」と読み替えるものとする。
の公表）

（第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報

項」と読み替えるものとする。

第三十九条の二 （同上）

第三十八条の二

一・二 （同上）
三

得した情報

の規定による届出に関して作成し、又は取

の公表）
第三十九条の二 総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及
び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これを
インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする
。
第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取

一・二 （略）
三
得した情報

（同上）

四

（略）

四

（電気通信設備の維持）

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気 第四十一条 （同上）

（電気通信設備の維持）
第四十一条

通信事業の用に供する電気通信設備（第三項に規定する電気通信設備
、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する
電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影
響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。）を総
務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

は、その基礎的電気通信役務

を提供する電気通信事業の用に供

３ 第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者

２ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気 ２ （同上）
通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備（前項及
び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を
提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。）を総務省
令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
３ 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者
は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供
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準に適合するように維持しなければならない。

事業の用に供する電気通信設備を除く。）を総務省令で定める技術基

する電気通信設備（専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信

準に適合するように維持しなければならない。

事業の用に供する電気通信設備を除く。）を総務省令で定める技術基

する電気通信設備（専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信

４ 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務（基礎 ４ （同上）
的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。）のうち、内容
、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものと
して総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、そ
の電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通
信事業者として指定することができる。
５ 前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で ５ （同上）
定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設
備（第一項に規定する電気通信設備を除く。）を総務省令で定める技
術基準に適合するように維持しなければならない。
６ 第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項 ６ （同上）
一

（同上）

（同上）

が確保されるものとして定められなければならない。

二

（同上）

電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著し
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。

三

（同上）

一
二

通信の秘密が侵されないようにすること。

四

い支障を及ぼさないようにすること。
三

利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し

（同上）

第四十二条 （同上）

（電気通信事業者による電気通信設備の自己確認）

五

四

他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明

、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五

確であるようにすること。
（電気通信事業者による電気通信設備の自己確認）
第四十二条 （略）
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２～４ （略）

２～４ （同上）

された第一種適格電気通信事業者について準用する。この場合におい

て、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一

された適格電気通信事業者

５ 第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定 ５ 第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定
て、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一

条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読

一

（同上）

について準用する。この場合におい

条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読

み替えるものとする。
（媒介等の業務の届出等）

６・７ （同上）

み替えるものとする。
６・７ （略）
（媒介等の業務の届出等）

第七十三条の二 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受け 第七十三条の二 （同上）
て第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の
締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところに
より、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

届け出なければならない。
一

（同上）

（同上）
三

（同上）

二

四

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名

総務省令で定める事項

五

二

当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者

称及び住所
三

当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一

の氏名又は名称及び住所
四
その他

項各号に掲げる電気通信役務の別
五

、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を

総務大臣に届け出なければならない。

、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を

２ 前項の届出をした者（以下「届出媒介等業務受託者」という。）は ２ 前項の届出をした者（以下「届出媒介等業務受託者」という。）は
総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微
な変更については、この限りでない。
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３～５ （略）
（業務）
第百七条 支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

３～５ （同上）
（業務）
第百七条 （同上）

に

の提供に要する費

次条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者

対し、当該指定に係る基礎的電気通信役務

の提供により生

一

対し、当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費

用の額が当該指定に係る基礎的電気通信役務

次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に
用の額が当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生

ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見

一

ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見

二

前号 に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（新設）

込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信

込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
二

事業者に対し、その全ての担当支援区域（同条第二項に規定する担
当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務（総務省令で定める
規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。）
を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるもの
に限る。以下この号において同じ。）における第二号基礎的電気通
信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における
第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると
見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部
に充てるための交付金（第百十条の二第一項に規定する一般支援区
域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度（毎年
四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同
じ。）の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の
額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収
益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

額を限度として交付するものに限る。）を交付すること。
三
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の指定）

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、基礎的電気通信

（適格電気通信事業者

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電 第百八条

（第一種適格電気通信事業者の指定）
第百八条
役務

を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適

気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適

合すると認められるものを、その申請により、適格電気通信事業者
として指定することができる。

総務省令で定めるところにより、申請に係る基礎的電気通信役務

の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事
項を公表していること。

一

合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通

業者として指定することができる。
一
信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事
項を公表していること。

を提供するために設置して

いる電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通

申請に係る基礎的電気通信役務

いる電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通

信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の

二

信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該基礎的電気通

申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置して

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的

信役務

二

電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続

条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、こ

に係る業務区域の範囲が総

を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続

条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、こ

申請に係る基礎的電気通信役務

務省令で定める基準に適合するものであること。

三

れを公表していること。

申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総

れを公表していること。
三

務省令で定める基準に適合するものであること。

の種別ごとに行う。

２ 前項の規定による指定は、総務省令で定める第一号基礎的電気通信 ２ 前項の規定による指定は、総務省令で定める基礎的電気通信役務
役務の種別ごとに行う。

以外の電気通信事業者に限る。）は、第一項第二号に規定する接続約

気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その

以外の電気通信事業者に限る。）は、第一項第二号に規定する接続約

気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

（第一種指定電気通信設備を設置する電

款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その

実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければなら

３ 適格電気通信事業者

実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければなら

ない。

３ 第一種適格電気通信事業者（第一種指定電気通信設備を設置する電

ない。
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場合において、当該電気通信事業者が適格電気通信事業者

４ 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた ４ 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた
場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であ

つたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は

から第一項の指定の

が次の各号のいずれかに該

であ

つたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は

、適格電気通信事業者

一

（同上）

（同上）

の交付）

取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができ

当するとき、又は適格電気通信事業者

５ 総務大臣は、適格電気通信事業者

の地位を承継するものとする。

、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
５ 総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該
当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による
指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができ
次条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

二

（同上）

る。

一

第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三

る。
二

第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令

（交付金

三

又は処分（第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又
は処分に限る。）に違反したとき。
（第一種交付金の交付）

をいう。以下この節において同じ。）ごとに、総務省令で定める方法

支援機関は、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日まで

ごとに、総務省令で定める方法

により第百七条第一号の交付金（以下この節において単に「交付金」

第百九条
」

支援機関は、年度

により第百七条第一号の交付金（以下「第一種交付金

という。）の額を算定し、当該交付金の

第百九条

という。）の額を算定し、当該第一種交付金の額及び交付方法につい

て総務大臣の認可を受けなければならない。

は、総務省令で定めるところにより、交

額及び交付方法につい

て総務大臣の認可を受けなければならない。

２ 適格電気通信事業者
付金の額を算定する

２ 第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第
一種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度に

おける前条第一項の指定

に

おける前条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務

の提供に要した原価及び当該指定に係る基礎的電気通信役務

ための資料として、前年度

の提供に要した原価及び当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の

提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に

に係る基礎的電気通信役務

提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に

届け出なければならない。

の

届け出なければならない。
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３ 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するも ３ （同上）
のとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
ろにより、交付金

の額を公表しなければならない。

４ 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるとこ ４ 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるとこ
ろにより、第一種交付金の額を公表しなければならない。
（負担金

の徴収）

（第一種負担金の徴収）

、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当

気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは

該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電

併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当

部を承継させるものに限る。）若しくは相続があつた場合における合

、他の接続電気通信事業者等について合併、分割（電気通信事業の全

年度（第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。）において

気通信役務の提供により生じた収益の額（その者が、前年度又はその

ることができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電

において「接続電気通信事業者等」という。）から、負担金を徴収す

つて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの（以下この条

る費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であ

れに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。）に要す

該事業

、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当

気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは

該事業

併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当

部を承継させるものに限る。）若しくは相続があつた場合における合

、他の接続電気通信事業者等について合併、分割（電気通信事業の全

年度（第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る。）において

気通信役務の提供により生じた収益の額（その者が、前年度又はその

ることができる。ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電

において「接続電気通信事業者等」という。）から、負担金を徴収す

つて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの（以下この条

る費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であ

に要す

支援機関は、年度ごとに、支援業務

該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における

電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。）として総務省令

第百十条

電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。）として総務省令

で定める方法により算定した額に対する当該負担金（以下この節にお

支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号に掲げる業務（こ

で定める方法により算定した額に対する当該負担金（以下「第一種負

いて単に「負担金」という。）の額の割合は、政令で定める割合を超

第百十条

」という。）の額の割合は、政令で定める割合を超

適格電気通信事業者

が第百八条第一項の指定

に

を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における

の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の接続電

担金

一

えてはならない。

第一種適格電気通信事業者が第百八条第一項の規定による指定に

えてはならない。
一
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を提供するために設置している電気

係る基礎的電気通信役務
（同上）

係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気
二

（同上）

通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者

前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協

三

通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
二
定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信
設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備
第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又

を設置している電気通信事業者
三
は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信
設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受け
る契約を締結している電気通信事業者

認可を受けなければならない。

の額を算定し、負担金

の額及び徴収方法について総務大臣の

２ 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担 ２ 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により負担金
金の額を算定し、第一種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の
認可を受けなければならない。
対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき

負担金

対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき

３ 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に ３ 支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に
第一種負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない

。

の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない

。

に対し、負担金

を納付する義務を負う。

４ 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関 ４ 接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関
に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。

限までにその負担金

５ 第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期 ５ 第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期
限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に

納付期限の翌日から当該負担金

の額に

納付期限の翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日に

つき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞

を納付しないときは、負担金

つき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞

金を納付する義務を負う。

を納付する日までの日数一日に

金を納付する義務を負う。

６ 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負 ６ 支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその負担金
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担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しな
ければならない。

を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しな
ければならない。

がその指定の期限までにその督促に係る第一種負担金及び第五項の規

定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てる

がその指定の期限までにその督促に係る負担金

７ 支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等 ７ 支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等
定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てる

ことができる。

及び第五項の規

ことができる。

気通信事業者等に対し、支援機関に負担金

８ 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電 ８ 総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電
気通信事業者等に対し、支援機関に第一種負担金及び第五項の規定に

よる延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

及び第五項の規定に

よる延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
（第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定）

第百十条の二 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で （新設）
定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区
域（以下この項及び次項において「単位区域」という。）のうち次の
各号のいずれにも該当するもの（同項各号のいずれにも該当するもの
を除く。）を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域（以下「一般支
当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するため

援区域」という。）として指定することができる。
一

に通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二
号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の
額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を
当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務（総務省令

上回ること。
二

で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに
限る。）を提供している電気通信事業者（当該単位区域において当
該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省
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令で定める期間を超える者に限る。）の数が一以下であること。
２ 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるとこ
ろにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第二
号基礎的電気通信役務特別支援区域（以下「特別支援区域」という。

前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額が零を上

次のいずれかに該当すること。

）として指定することができる。
一
イ
回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の
提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総
務省令で定める額以上であること。
当該単位区域の地理的条件その他の総務省令で定める事項が第

前項第二号に該当すること。

。

ると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること

二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であ

ロ

二

３ 総務大臣は、一般支援区域が第一項各号のいずれかに該当しなくな
つたとき、又は特別支援区域が前項各号のいずれかに該当しなくなつ
たときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するもの
とする。
４ 総務大臣は、一般支援区域若しくは特別支援区域の指定をしたとき
、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通
知するとともに、これを公表するものとする。
（第二種適格電気通信事業者の指定）
第百十条の三 総務大臣は、支援機関及び支援区域（一般支援区域及び （新設）
特別支援区域をいう。以下この条において同じ。）の指定をしたとき

35

は、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、
次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第
総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通

二種適格電気通信事業者として指定することができる。
一
信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事
申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が一

項を公表していること。
二
以上の支援区域（次のいずれにも該当するものに限る。次項におい
当該支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が次項に

て同じ。）の全部を含むこと。
イ

当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を

規定する担当支援区域の指定をされていないこと。
ロ

提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二
号の総務省令で定める規模を超えること。
２ 前項の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定する
ときは、併せて、その申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業
務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第二
種適格電気通信事業者に係る支援区域（以下この条及び次条第三項に
おいて「担当支援区域」という。）として指定しなければならない。
当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつたときも
、同様とする。
３ 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当支
担当支援区域に係る支援区域の指定を解除したとき 当該解除に

援区域の指定を解除するものとする。
一

係る担当支援区域
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二
当該イ又はロに定める当該担当

第二種適格電気通信事業者がその担当支援区域について次のイ又
はロに該当することとなつたとき
当該担当支援区域の全部又は一部がその提供する第二号基礎的

支援区域
イ
当該範囲に含まれないこととなつた当該担当支援区域

電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたと
き
当該担当支援区域が第一項第二号ロに該当しないこととなつた
当該同号ロに該当しないこととなつた当該担当支援区域

第六項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しを

とき

ロ
三

したとき 当該第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域
４ 総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定
及び第二項前段の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る担
当支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当
該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するも
のとする。同項後段の規定による担当支援区域の指定、前項の規定に
よる担当支援区域の指定の解除又は第六項の規定による第二種適格電
気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。
５ 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた
場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であ
つたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は
、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。
６ 総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該
当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による
指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができ
る。
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二

一
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

次条第三項又は第四項の規定に違反したとき。

（第二種交付金の交付）
第百十条の四 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により （新設）
第百七条第二号の交付金（以下「第二種交付金」という。）の額を算
定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を
受けなければならない。
２ 前項の認可の申請は、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに
第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければなら
ない。
３ 第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第
二種交付金の額の算定をするための資料として、その担当支援区域ご
とに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に
要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の
額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない
。
４ 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するも
のとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的
な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして
総務省令で定める方法により算定しなければならない。
５ 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるとこ
ろにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。
（第二種負担金の徴収）
第百十条の五 支援機関は、年度ごとに、第百七条第二号に掲げる業務 （新設）
（これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。）に
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要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信
役務（総務省令で定めるものを除く。）を提供する電気通信事業者で
あつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの（以下この
項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。）から、負
担金を徴収することができる。ただし、高速度データ伝送役務提供事
業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額（そ
の者が、前年度又はその年度（次項において準用する第百十条第三項
の規定による通知を受けるまでの間に限る。）において、他の高速度
データ伝送役務提供事業者について合併、分割（電気通信事業の全部
を承継させるものに限る。）若しくは相続があつた場合における合併
後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該
電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の高速度デ
ータ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であ
るときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続
人又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業
者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む
。）として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担
金（以下「第二種負担金」という。）の額の割合は、政令で定める割
合を超えてはならない。
２ 第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準
用する。この場合において、同条第三項中「接続電気通信事業者等」
とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者（第百十条の五第一項
に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条にお
いて同じ。）」と、同条第四項から第八項までの規定中「接続電気通
信事業者等」とあるのは「高速度データ伝送役務提供事業者」と読み
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替えるものとする。
（区分経理）

支援機関は、第百七条第一号に掲げる業務に係る経理と同 第百十二条 （新設）

（区分経理）
第百十二条
条第二号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならな

に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならな

２ 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務

い。

に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならな

支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務

い。

い。

（支援業務諮問委員会）

支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならな 第百十三条 （同上）

（支援業務諮問委員会）
第百十三条
い。

審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述

担金の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査

付金及び第二種交付金の額及び交付方法、第一種負担金及び第二種負

べることができる。

審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述

の額及び徴収方法その他支援業務の実施に関する重要事項を調査

の額及び交付方法、負担金

２ 支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、第一種交 ２ 支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、交付金

べることができる。

２ （同上）

第百十六条 （同上）

（準用）

３ 支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有す ３ （同上）
る者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命
する。
（準用）
第百十六条 第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一
項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条の規定
は、支援機関について準用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
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（略）
第七十五条第二

（略）

る。

第八十四条第一
項第一号、第二

（略）
第七十五条第二項

項

第八十四条第一

（同上）

項第一号、第二

第七十五条第二

（同上）

第二号又は第四号

準用する第七十五条第二項

第百十六条第一項において

（同上）

第二号又は第四号

号又は第四号

号又は第四号

第八十四条第二

（同上）

用するこの款

百十六条第一項において準

十三条第三項の規定又は第

若しくは第百

百十条第二項、第百十二条

若しくは第四項、第

第百九条第一項

この款の規定又は第百九条

（同上）

この款

この款
百十条第二項（第百十条の
五第二項において準用する
場合を含む。）、第百十条
の四第一項若しくは第五項
、第百十二条若しくは第百
十三条第三項

（略）

送信型対電気通信設備サイバー攻撃（情報通信ネットワーク又は

電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対

一

第百十六条の二 （同上）

（認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定）

（同上）

項第一号

（略）

第一項若しくは第四項、第

項
第八十四条第二
項第一号

（略）

（認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定）
第百十六条の二 総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人
であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請
により、次項に規定する業務（以下この節において「送信型対電気通
信設備サイバー攻撃対処業務」という。）を行う者として認定するこ
送信型対電気通信設備サイバー攻撃（次のイ又はロに掲げる行為

とができる。
一

をいう。次項

する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気
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通信の送信（当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送
において同じ。）に対処する電気通信事業者を支援するこ

とにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用

う。同項において同じ。）に対処する電気通信事業者を支援するこ

信を含む。次項第一号イにおいて同じ。）により行われるものをい
とにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用

四

三

二

（同上）

（同上）

（同上）

（新設）

（新設）

者の利益を保護することを目的とすること。

情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記

者の利益を保護することを目的とすること。
イ
録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通
信設備の機能に障害を与える電気通信の送信（当該電気通信の送
信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。）により行われる
もの（ロ及び次項第一号において「設備攻撃」という。）
設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信

次項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当する電気通信事業

第一号イ⑵及びロ⑵において「攻撃先設備探査」という。）

して総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの（次項

気通信の送信を含む。）であることを合理的に特定できるものと

する電気通信の送信（当該電気通信の送信を行う指令を与える電

磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的と

信日時その他の通信履歴（以下単に「通信履歴」という。）の電

事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通

ロ

二

者を社員（同項第一号及び第二号並びに第三項第二号において「会
送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行

員」という。）に含む旨の定款の定めがあること。
三

送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行

うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四

うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること
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。
２ 前項の規定による認定を受けた一般社団法人（以下「認定送信型対
電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。）は、次に掲げる業務
会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するもの

を行うものとする。
一
の委託を受けて、ロ⑴又は⑵に定める者に対し、ロの通知を行うこ
と。

第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可

（同上）

２ （同上）

一

イ

を受けた技術的条件

第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可

を受けた技術的条件（ロにおいて単に「技術的条件」という。）

において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サ

イ

において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サ

イバー攻撃（電気通信事業者がその業務上記録している電気通信

ロ

電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその

（新設）

（新設）

。）を行うことを禁止する旨を定めていること。

元であることを合理的に特定できるものに限る。ロにおいて同じ

信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信の送信

履歴」という。）の電磁的記録により送信元の電気通信設備が送

の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴（以下単に「通信

イバー攻撃（次の⑴又は⑵に掲げる行為

に限る。ロにおいて同じ
設備攻撃（電気通信事業者がその業務上記録している通信履

。）を行うことを禁止する旨を定めていること。
⑴

歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が前項第一号イに
規定する電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定で
きるものに限る。ロ⑵において同じ。）
攻撃先設備探査（電気通信事業者がその業務上記録している

電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその

合理的に特定できるものに限る。ロ⑵において同じ。）

号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であることを

通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が前項第一

⑵

ロ
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二

⑴又は⑵に掲げる行為のうち技術的条件においてその利用者の電

利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃（イ
信先

利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送

設備であることが特定されたときは、当該⑴又は⑵に定める者に

撃の送信元の電気通信設備が次の⑴又は⑵に掲げる者の電気通信

信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻

あることが特定された場合において、その業務上記録している通

下このロ（⑵を除く。）及び次号ロにおいて同じ。）の送信先で

対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備

設備であることが特定されたときは、当該⑴又は⑵に定める者に

撃の送信元の電気通信設備が次の⑴又は⑵に掲げる者の電気通信

信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻

あることが特定された場合において、その業務上記録している通

で

気通信設備が行うことを禁止する旨を定めているものに限る。以

対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備

（同上）

を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそ
⑴

を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそ
他の電気通信事業者 当該他の電気通信事業者

他の電気通信事業者（イ

れへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。

⑴

⑵

前号イに該当すること。

ロ

イ

（同上）

（同上）

（同上）

他の電気通信事業者

に該当するものに限る。）の利用者 当該

他の電気通信事業者（当該送信型対電気通信設備サイバー攻

れへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。

二

⑵

撃が、設備攻撃である場合にはイ（⑴に係る部分に限る。）に
該当するものに限り、攻撃先設備探査である場合にはイ（⑵に
係る部分に限る。）に該当するものに限る。）の利用者 当該
他の電気通信事業者
会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するもの
からロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を
イ

電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその

行うこと並びにその成果の普及を行うこと。
ロ

利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送
信先であることが特定された場合において、その業務上記録して
いる通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイ
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三

バー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは
、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、送信
型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的
に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴
の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。
前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃
に対処する電気通信事業者を支援すること。
３～７ （略）
（認定の基準）
第百十九条 総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号の
いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をして
申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及

はならない。
一

三

（同上）

３～７ （同上）
（認定の基準）
第百十九条 （同上）

（同上）

（同上）
二

申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録

一

申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。

三

び技術的能力があること。
二

申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録

若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項若

三

若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項、

しくは第三項

第百五十六条 前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用

の届出をしていること。

第四項（同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
）若しくは第五項の届出をしていること。
第百五十六条 前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用

工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第

（準用）

工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第

百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の

（準用）

百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の

条件」と、第百五十四条第一項及び第六項並びに前条第一項

中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十

条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項
ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十
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八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準

２ 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用

八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準
２ 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用

する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接

用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接

続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「

用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「

契約の細目」と、第百五十四条第一項及び第六項並びに前条第一項

第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する

第三十九条において準用する第三十八条第一項

中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「

契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条
第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「
第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第
一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する
第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

て単に「契約」という。）の締結に関し、当事者が取得し、若しくは

当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約（第三項におい

いて、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに

を営む者との間にお

負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調

て単に「契約」という。）の締結に関し、当事者が取得し、若しくは

当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約（第三項におい

いて、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに

る電気通信事業（以下「第三号事業」という。）を営む者との間にお

第百五十七条の二 電気通信事業者と第百六十四条第一項第三号に掲げ

負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調

わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することが

第百五十七条の二 電気通信事業者と第三号事業

わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することが

できる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は

一

第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接

第百六十条 （同上）

（委員会への諮問）

２～４ （同上）

、この限りでない。

の規定による仲裁の申請をした後は

できる。ただし、当事者が同項
、この限りでない。
２～４ （略）
（委員会への諮問）

第百六十条 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問し
なければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについ
第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接

ては、この限りでない。
一
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設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信

続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信

設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条

設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信

続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信

、第三十九条において準

設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条

る特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準

用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役

第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定に

用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役

務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第

第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定に

務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第

一項の規定による

よる電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関す

一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供

に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関

よる電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関す

に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関

する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する

る裁定

する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する

裁定又は第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置

る裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定によ

裁定又は第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置

に関する裁定

卸電気通信役務の提供

に関する裁定

更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる

同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変

第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による

項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条

条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四

行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しく

更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる

同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変

第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による

項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条

条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四

の変更の命令、第二十

行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しく

は第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させ

第十九条第二項の規定による契約約款

は第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させ

るために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規

二

るために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規

定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定に

第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十

定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定に

よる接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約

二

よる接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約
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よる電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の

の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定に

、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条

款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告

規定による業務の改善命令

よる電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の

の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定に

、第三十九条

款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告

（聴聞の特例）

規定による業務の改善命令
（聴聞の特例）

くは第二項、第三十八条第一項（第三十九条において準用する場合を

第三十五条第一項（第三十九条において準用する場合を含む。）若し

一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、

一条第四項、第二十七条の七、第二十九条、第三十条第五項、第三十

含む。）

くは第二項、第三十八条第一項（第三十九条において準用する場合を

第三十五条第一項

一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、

一条第四項

第百六十一条 総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十

含む。）、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十四

条の二、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定

第百六十一条 総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十

条の二、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定

による処分をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十

、第二十九条、第三十条第五項、第三十

による処分をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十

八号）第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分に

、第三十九条の三第二項、第四十四

若し

八号）第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分に

（同上）

（同上）

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の

電気通信役務（ドメイン名電気通信役務

三

一・二

第百六十四条 （同上）

（適用除外等）

２・３

かかわらず、聴聞を行わなければならない。

（略）

かかわらず、聴聞を行わなければならない。
２・３
（適用除外等）
第百六十四条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については
、適用しない。
（略）

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の

一・二
三

電気通信役務（次に掲げる電気通信役務（ロ及びハに掲げる電気通
信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣
が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるもの
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に限る。）を除く。）を電気通信回線設備を設置することなく提供
ドメイン名電気通信役務
（新設）

（新設）

を除く。）を電気通信回線設備を設置することなく提供
する電気通信事業

イ
検索情報電気通信役務

（新設）

する電気通信事業
ロ
媒介相当電気通信役務

一

（同上）

（同上）

（同上）

（新設）

三

二

２ （同上）

ハ
２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部

るところによる。
一

に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信
設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確
実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定
ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場

めるものをいう。
二

所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号その他
の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものと
アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者

して総務省令で定めるものをいう。
三

が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、
記号その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総
検索情報電気通信役務 入力された検索情報（検索により求める

務省令で定めるものをいう。
四

情報をいう。以下この号において同じ。）に対応して当該検索情報
が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報
を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電
気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案し
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て利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める
媒介相当電気通信役務 その記録媒体（当該記録媒体に記録され

電気通信役務
五
た情報が不特定の者に送信されるものに限る。）に情報を記録し、
又はその送信装置（当該送信装置に入力された情報が不特定の者に
送信されるものに限る。）に情報を入力する電気通信を不特定の者
から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装
置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有
する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、
その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及

３ 第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に

（新設）

３ 第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に

掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第百五十

ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七

の規定は第三

七条の二

４ （同上）

号事業を営む者について、それぞれ適用する。

条の十二、第二十九条第二項（第四号に係る部分に限る。）、第百五
十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条
（第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。）及び第百八十八条
（第十七号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。）の規定は第三
号事業を営む者について、それぞれ適用する。
４ 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条
の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合にお
いても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号
ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及
び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対
処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事
する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
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５ 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十
六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者
の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認
定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業
務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項
の規定を適用する。
（営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い）
第百六十五条 営利を目的としない電気通信事業（内容、利用者の範囲
等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務
省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。）を行お
うとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条
第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣

５ （同上）

（営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い）

第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二

条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、

第二十五条まで、第二十七条の五から第二十七条の十二まで、第三十

定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から

２ 前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規

条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及

第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二

条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、

第二十五条まで

定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から

２ 前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規

第百六十五条 （同上）

条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及

び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。

に届け出なければならない。

び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。

（報告及び検査）

第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電

、第三十

（報告及び検査）
第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電

気通信事業者

若しくは媒介等業務受託者に対し

気通信事業者、第三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し

、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者

若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他

、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第
三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他
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の事業場に立ち入り、電気通信設備（電気通信事業者又は第三号事業
を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。）、帳簿、書類その他の物

の事業場に立ち入り、電気通信設備（電気通信事業者

の事業場に立ち入る場合に限る。）、帳簿、書類その他の物
件を検査させることができる。
２～６ （同上）

件を検査させることができる。
２～６ （略）
含む

７ 第一項の規定又は第二項（第三項及び前項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）若しくは第四項（前二項において準用す

る場合を含む

７ 第一項の規定又は第二項（第三項及び前項において準用する場合を
る場合を含む。次項において同じ。）の規定により立入検査をする職

員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなら

。）若しくは第四項（前二項において準用す

員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなら

ない。

８ 第一項の規定又は第二項

を含む。）若しくは第四項（第五項及び第六項において準用する場合

８ 第一項の規定又は第二項（第三項及び第六項において準用する場合

。）の規定により立入検査をする職

ない。
若しくは第四項

を含む。）の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら
れたものと解釈してはならない。

の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら
れたものと解釈してはならない。

（審議会等への諮問）
第百六十九条 （同上）

（審議会等への諮問）
第百六十九条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国
家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関
をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、
当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない
。

認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項

第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の

認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項

の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可

一

の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可

、第百八条第一項の規定による適格電気通信事業者

第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の

、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、

第百九条第一項の規定による交付金

一

第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可

、第百十条第二項の規定による負担金

の額及び徴収方法の認

の額及び交付方法の認可

の指定、

、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認
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可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の
指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付
の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条

第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規

又は第百十六条

可

第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規

程の認可

方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項

程の認可

事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第

の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信

二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条

備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第

二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定

事業者の指定、第三十条第一項

の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信

二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条

備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第

第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設

二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定

、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三

二

、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三

条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条

第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設

条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条

第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二

二

第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二

項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の

、第八条第三項、第九条ただし書、

の規定による政令の制定

若しくは第三項第

項の規定による電気通信番号計画の作成、 第五十条の二第三項の

規定による標準電気通信番号使用計画の制定

第百十条第一項
又は改廃の立案

三

規定による標準電気通信番号使用計画の制定又は第百六十四条第一
項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提
第百十条第一項又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定

供する者の指定
三
又は改廃の立案

第七条

第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十

四

第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十

一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項（第七十三条

第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号 、
一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項（第七十三条

の三において準用する場合を含む。）、第二十六条の二第一項、第

四

の三において準用する場合を含む。）、第二十六条の二第一項、第
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は第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項

第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しく

第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十

は第八項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項

若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第六項若しく

二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第

第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十

三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若

二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第

三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若

しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一

二十七条の二（第一号を除き、第七十三条の三において準用する場

しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一

項若しくは第二項、第三十八条の二

二十七条の二（第一号を除き、第七十三条の三において準用する場

項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十

九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第

合を含む。）、第二十七条の三第一項若しくは第二項（第七十三条

九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第

一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、

合を含む。）、第二十七条の三第一項若しくは第二項（第七十三条

一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、

第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十

の三において準用する場合を含む。）、第三十条第一項

第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十

七条第一項第二号、第百八条第一項各号

の三において準用する場合を含む。）、第二十七条の五、第三十条

七条第一項第二号、第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは

第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項

若しくは

、第三十

第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項ただし書

若しくは第二項又は

金に処し、又はこれを併科する。

第百八十条の二 第二十五条第一項又は第二項

気通信役務の提供を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、二年

の規定に違反して電

者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰

第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ

による総務省令の制定又は改廃

第百六十四条第二項第一号の規定

若しくは第二項（第百十条の五第二項において準用する場合を含む
。）、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第
一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五
第一項又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規
定による総務省令の制定又は改廃
第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、
当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
第百八十条の二 第二十五条第一項から第三項までの規定に違反して電
気通信役務の提供を拒んだとき は、その違反行為をした者は、二年
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以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
第五十四条（第六十一条及び第六十八条において準用する場合を

をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
含む。）の規定による命令に違反したとき。
第六十条第一項（第一号に係る部分に限る。）、第六十六条第一

以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十四条（第六十一条及び第六十八条において準用する場合を

者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百八十一条 次の各号のいずれかに該当する
一

第六十条第一項（第一号に係る部分に限る。）、第六十六条第一

含む。）の規定による命令に違反した者
二

項（第一号に係る部分に限る。）又は第六十七条第一項の規定によ

二
項（第一号に係る部分に限る。）又は第六十七条第一項の規定によ

る禁止に違反した者

者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰

第百八十二条 次の各号のいずれかに該当する

る禁止に違反したとき。
第百八十二条 第七十八条第一項（第百十六条第一項において準用する
場合を含む。）又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し

金に処する。

知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰
金に処する。

一

一

第八十五条の十三第二項、第百条第二項（第百三条において準用

第十六条第一項の規定に違反して

者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する

（新設）

停止の命令に違反した者

する場合を含む。）又は第百十六条の六第二項の規定による業務の

二

た秘密を漏らした者

む。）又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得

第七十八条第一項（第百十六条第一項において準用する場合を含

（削る）

（削る）

２ 第八十五条の十三第二項、第百条第二項（第百三条において準用す
る場合を含む。）又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止
の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とす
る。
第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
第十六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を

をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
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して電気通信事業を営んだとき、又は同条第二項の規定により読み
替えて適用する同条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽
第七十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

の届出をしたとき。
二
をして、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関す
る契約の締結の媒介等の業務を行つたとき。
第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第

をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一

四号の事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み
替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつ
第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に

たとき。
二
違反して電気通信役務を提供したとき。

電気通信事業を営んだ者（第九条の登録を受けるべき者を除く

第七十三条の二第一項の規定に違反して

。）
二

第

第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関す

る契約の締結の媒介等の業務を行つた者

第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号又は

第百八十六条 （同上）
一

（同上）

。

四号の事項を変更したとき

二

第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項

、第二十九条第一項若しくは第二項、

三

条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、

第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第

第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十七
第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第

八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項

三

八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項（第三十九条において
十九条において準用する場合を含む。）、第三十八条の二第四項、

第三十九条の三第二項、第四十三条第一項（同条第二項において準

十九条において準用する場合を含む。）

若しくは第二項、第三十八条第一項（第三

第三十九条の三第二項、第四十三条第一項（同条第二項において準

用する場合を含む。）、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第

準用する場合を含む。）若しくは第二項、第三十八条第一項（第三

用する場合を含む。）、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第

四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二

、

四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二

（新設）

項の規定による命令又は処分に違反したとき。

第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理

項の規定による命令又は処分に違反したとき。
四
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第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反

者を選任しなかつたとき。
五
第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者

して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
六
第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任し

を選任しなかつたとき。
七
第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したと

なかつたとき。
八

第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変

き。
九
更したとき。
第百八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
第十六条第四項

の規定による届出をしないで同条第一

をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一

項第三号若しくは第四号の事項を変更し、若しくは虚偽の届出をし
たとき、又は同条第五項若しくは同条第六項の規定により読み替え
て適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届
第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表

出をしたとき。
二
示を付したとき。
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第二

をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一

十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十
六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第

八

七

六

五

四

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

第十六条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は

者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百八十七条 次の各号のいずれかに該当する
一

虚偽の届

第五十三条第三項又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表

出をした者
二

示を付した者

第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項

第百八十八条 （同上）
一

、第三十

六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二
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一項、第四十二条第三項（同条第四項から第六項（同条第七項の規
定により読み替えて適用する場合を含む。）までにおいて準用する

、第四十二条第三項（同条第四項から第六項

若しくは第三項、第四十四条の三第

までにおいて準用する

替えて適用する場合を含む。）若しくは第三項、第四十四条の三第

二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、

場合を含む。）、第四十四条第一項

二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、

第百八条第三項、第百二十条第四項（第百二十二条第四項において

場合を含む。）、第四十四条第一項（同条第四項の規定により読み

第百八条第三項、第百二十条第四項（第百二十二条第四項において

準用する場合を含む。）又は第百二十四条第一項の規定による届出

（同上）

第二十条第一項

準用する場合を含む。）又は第百二十四条第一項の規定による届出
二

をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第十九条第一項（第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。

三～五

第二十八条

又は第三十一条第八項の規定による報告をせず

一

第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、第百八十二条第

（同上）

第百九十条 （同上）

七～十八 （同上）

、又は虚偽の報告をしたとき。

六

の規定による届出をしなかつたとき。

をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
）又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
（略）

第二十八条第一項又は第三十一条第八項の規定による報告をせず

三～五
六
、又は虚偽の報告をしたとき。
七～十八 （略）

第百九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他
の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該
第百八十一条 一億円以下の罰金刑

二

各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一

第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、第百八十二条第

第六十三条第五項、第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一

項、第八十五条の六第二項、第九十条第二項

一

第百九十二条 （同上）

二号又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑

二

二項又は第百八十五条から第百八十八条まで 各本条の罰金刑
第百九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過
第六十三条第五項、第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一

料に処する。
一

項、第八十五条の六第二項、第九十条第二項（第百十六条第一項に
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おいて準用する場合を含む。）又は第百十六条の二第七項の規定に
（略）

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二・三
第百九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料
第十三条第五項、第十六条第三項、第十八条第二項、第五十条の

に処する。
一

（同上）

又は第百十六条の二第七項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二・三

第十三条第四項、第十六条第二項、第十八条第二項、第五十条の

第百九十三条 （同上）
一

六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届
（同上）

六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届

二～四

出をせず、又は虚偽の届出をした者

（略）

出をせず、又は虚偽の届出をした者
二～四
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正

案

○電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）（附則第七条関係）

改

現
第二十七条の十六 （同上）

（認定の取消し等）

第二十七条の十六 （略）

２～５ （同上）

（認定の取消し等）
２～５ （略）

６ （同上）
（同上）
（同上）

（傍線部分は改正部分）

行

（同上）

（同上）
ロ

電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条

イ

五

一～四

６ 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
（略）

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設

一～四
五

電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録

者が次のいずれかに該当するとき。
イ

電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の

を拒否されたとき。
ロ
登録がその効力を失つたとき。
ハ

第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否された

電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条

第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否された

とき（当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特

ハ

とき（当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特

（同上）

定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。）。
ニ

（同上）

定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。）。

７・８

電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部

７・８

第七十六条 （同上）

ニ

第七十六条 （略）

２～６ （同上）

（略）

の廃止又は解散の届出があつたとき。

２～６ （略）

60

７ 総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを
目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは
電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を

、その免許等を取り消すことができる。
一
拒否されたとき。

一

電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第

（同上）

７ （同上）

二

一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき

電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第
一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき

（当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合

二
（当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合

（同上）
８ （同上）

三

に限る。）。

電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消さ

に限る。）。
三
れたとき。
８ （略）
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正

案

○登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（附則第八条関係）

改

現

（傍線部分は改正部分）

行

（同上）

税

率

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条

（同上）

課税標準

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条

登記、登録、特許、免許、許可、認

、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条

率

、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条
税

、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係）

課税標準

、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係）
登記、登録、特許、免許、許可、認

可、認定、指定又は技能証明の事項

電気通信事業法（昭和五十九

（同上）

可、認定、指定又は技能証明の事項

㈠

気通信事業の登録）の電気通信

年法律第八十六号）第九条（電

五十一

一～五十の三 （同上）

電気通信事業者の登録若しくは認定送信型対電気通信設

一～五十の三 （略）
五十一

備サイバー攻撃対処協会の認定又は電気通信主任技術者に係る
登録講習機関の登録若しくは端末機器に係る登録認定機関の登
録
（注）電子委任状の普及の促進に関する法律（平成二十九年法
律第六十四号）第十条第一項又は第二項（電気通信事業法
の特例）の規定により電気通信事業者の登録又は変更登録
を受けたものとみなされる場合における同法第五条第一項
（電子委任状取扱業務の認定）の規定による認定電子委任
状取扱事業者の認定又は同法第八条第一項（変更の認定等

五万円

一件につき十

）の規定による認定電子委任状取扱事業者の変更の認定は
登録件数

、当該登録又は変更登録とみなす。
㈠ 電気通信事業法（昭和五十九
年法律第八十六号）第九条（電
気通信事業の登録）の電気通信
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（変更登録等）（同条第二項の

く。）又は同法第十三条第一項

事業者の登録（更新の登録を除
（変更登録等）

く。）又は同法第十三条第一項

事業者の登録（更新の登録を除

場合を含む。）の変更登録（同

法第十条第一項第三号（電気通

の変更登録（同

規定により読み替えて適用する
法第十条第一項第三号（電気通

五十二～百六十 （同上）

㈡～㈣ （同上）

信事業の登録）の業務区域の増
（略）

信事業の登録）の業務区域の増
（略）

加に係るものに限る。）

（略）

加に係るものに限る。）
㈡～㈣
五十二～百六十 （略）

（同上）

（同上）
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正

案

○住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（附則第九条関係）

改

現

事

（傍線部分は改正部分）

行

務

項の認定又は同法第百二十二条第五

む。）の交付、同法第百十七条第一

条第二項において準用する場合を含

法第四十六条第三項（同法第七十二

録、同法第十三条第五項の届出、同

第八十六号）による同法第九条の登

項の届出に関する事務であつて総務

項の認定又は同法第百二十二条第五

む。）の交付、同法第百十七条第一

条第二項において準用する場合を含

法第四十六条第三項（同法第七十二

録、同法第十三条第四項の届出、同

第八十六号）による同法第九条の登

電気通信事業法（昭和五十九年法律

（同上）

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三
十条の三十関係）
提供を受ける国の機関又は
法人
一～二十三 （同上）

務

（略）

二十四

項の届出に関する事務であつて総務

省令で定めるもの

（同上）

省令で定めるもの
（略）

二十五～百二十三 （同上

総務省

電気通信事業法（昭和五十九年法律

事

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三
十条の三十関係）
提供を受ける国の機関又は
法人
総務省

一～二十三 （略）
二十四

二十五～百二十三 （略）

）
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則

改

正

案
則

第八条 （同上）

（業務の特例）

附

○国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）（附則第十条関係）

附
（業務の特例）
第八条 （略）

（同上）

２・３

（略）

２・３

４ （同上）

現

（同上）

（傍線部分は改正部分）

行

電気通信、電気通信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末

設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若

三

一・二

４ この条（第一項及び次項から第七項までを除く。）において、次の
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
。
（略）

電気通信、電気通信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末

一・二
三

設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若

それぞれ

二第四項第二号ロ、第五十二条第一項、第七十条第一項又は第百十

しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会

それぞれ

、第五十二条第一項、第七十条第一項又は第百十

六条の二第一項第一号若しくは第二項に規定する電気通信、電気通

しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会

六条の二第一項第一号若しくは第二項に規定する電気通信、電気通

信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信

電気通信事業法第二条第一号、第二号若しくは第五号、第十二条の

信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信

設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対

電気通信事業法第二条第一号、第二号、第五号若しくは第七号

設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対

（同上）
５～８ （同上）

四

電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。

（略）

電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。
四
５～８ （略）
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正

案

（同上）

（傍線部分は改正部分）

イ

（同上）

（同上）

行

ロ

電気通信事業法第十三条第四項の届出をしなければならない場

（同上）

ハ

三

一・二

２ （同上）

第五条 （同上）

（電子委任状取扱業務の認定）

現

○電子委任状の普及の促進に関する法律（平成二十九年法律第六十四号）（附則第十一条関係）

改
（電子委任状取扱業務の認定）
第五条 電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣
の認定を受けることができる。
２ 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより
、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主
務大臣に提出しなければならない。
（略）

申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、次のイから

一・二
三

ヘまでに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイからヘまでに
電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第九条の登録

定める事項
イ

を受けなければならない場合 同法第十条第一項第二号から第五
電気通信事業法第十三条第一項の変更登録を受けなければなら

号までの事項
ロ

ない場合 同法第十条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該
申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更すること
となるもの
電気通信事業法第十三条第五項の届出をしなければならない場

合

ハ
合

請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することと

同法第十条第一項第二号から第五号までの事項のうち当該申

請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することと

なるもの

同法第十条第一項第二号から第五号までの事項のうち当該申

なるもの
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ニ
合
ホ

電気通信事業法第十六条第一項の届出をしなければならない場
同項第二号から第五号までの事項
電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場

ホ

ニ

電気通信事業法第十六条第二項の届出をしなければならない場

（同上）

同条第一項第二号又は第五号の事項のうち当該申請に係る電

合

同条第一項第二号又は第五号の事項のうち当該申請に係る電

電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場

合
ヘ

子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

電気通信事業法第十六条第四項の届出をしなければならない場

子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ヘ

同条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電

合

同条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電

（同上）

合

３～５

子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

（略）

子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
３～５

十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項若しくは同法第十六

務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第

一項の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業

第十条 電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者が、第五条第

条第一項から第三項まで

十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第四項若しくは同法第十六

務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第

一項の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業

第十条 電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者が、第五条第

（電気通信事業法の特例）

条第一項、第三項若しくは第四項のいずれかの届出をしなければなら

ないときは、当該者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は

（電気通信事業法の特例）

ないときは、当該者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は

当該届出をしたものとみなす。

取扱事業者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出

くは第四項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状

の変更登録を受け、又は同条第五項若しくは同法第十六条第三項若し

に当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項

場合において、当該変更の認定に係る電子委任状取扱業務を実施する

２ 認定電子委任状取扱事業者が、第八条第一項の変更の認定を受けた

をしたものとみなす。

取扱事業者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出

くは第三項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状

の変更登録を受け、又は同条第四項若しくは同法第十六条第二項若し

に当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項

場合において、当該変更の認定に係る電子委任状取扱業務を実施する

２ 認定電子委任状取扱事業者が、第八条第一項の変更の認定を受けた

のいずれかの届出をしなければなら

当該届出をしたものとみなす。

をしたものとみなす。
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