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饗料(諮)アー� 1 資料 1

結 問 第 �  7 号

平或� 22年1月28B

常気遺書事業紛争処理委員金

委員長 鵠閣資晃 殿

総務大臣原E

諮問書

霊気通信事業法〈昭和� 59年法諌第� 86号c 以下「事業法Jという。)第� 29条

第� 1環第� 12号の規定に基づき、以下のとおり、業務の方法の政饗その他の措置を

とることを命ずることとしたいので、事業法第� 160粂第� 2i警の鑑定iこ基づ轡諮問

する。

平成� 21年� 11月� 18問、閉日本電彊霞話株式会社(単下� rNT T西日本j とい

う。)が憶瀧ゑび設構{巣時等の業務を委託する韓式会社Nττ西日本一兵庫〈以下� 

rN T T西日本一兵j家Jという� o )において、制患者槽報を販売代理胞に不適切に

提供したとの報瀧艶畿がなされたことを受け、総務省は、� NTγ醤笹本iこ対して、

筆業法第� 166条第� 1項の規定に基づき、さ議殻毒草案の事実関様、原因及び再発防止

措置等について報告をさ廿た。

需年 12月 17自に NTT苦言本から提出された報告によれ語、関年8見から� 1 

O舟にかけて、� NTT西日本の議議員が、� NTT関誌本がイ也の寵銭i襲警事業者の議室

鉱通信設犠との横線の業務i二関して入手した他社への電話番号移転に寵する情報を� 

NTT西日本一兵庫の従業員に撞供し、衣いで、� NTT話器本一兵庸(J)提議員が、

需警報費、� NTT語� a本が伯母電気通情事業者0)電気過程設構との接械の業務i二躍

して入手した他社のDSL役務事j期iこ関する構報とともに、販鰐代理j主に提慌した

議事擦が半IJ顎した。

記



また、� NTT茜自本が関様i二業務を委託する韓式金社民 γTi!!iE3本一北韓{以下

rN γγ吾� E本一北韓j という� o )においても、開年 4月から� 11 J9にかけて、 N 

γT語自本一北醸の設業震が、� NTTi!!iE3本が他の電気通需事業者の竜気通信設備

との接続の業務に関して入手した他社の� DSL役務利用!こ関する晴報を販売代理府

!こ擬供した事実が判明した。

今般、� NTT西日本の従業員が柚社への電話番号移転に関する需報を NTT西日

本一兵庫の従業員に揮供した作為は、事業法第� 30条錨� 3壊第� 1号に抵触するもの

と認めもれる。また、� NTγ部器本一兵j章の設業員が地社への電話番号移転iニ欝す

器出本一北韓の従業員がNTT警報安、'1躍に関するi設務事DSLる構報及び、地社の� 

議社の� DSL役務手IJ摺i二関する，警報をそれぞれ賎現代理自に提接した行為辻、� NT

?問日本が接続の業務に関して入手した地の電気通信事業者の利用者に関する情報

を接続の業務の自的以外の閥的のために提供するものであり、電気通信事業者聞の

公正な競争を阻害するおそれがあるものであると認められるの

報告によれば、� NTT西日本、� NTT西日本一兵庫設びNTT西自本一北詰!こお

いて、他の電気通電車業者の寵気通信設震との接続の業務に関して知ザ得た当該地

の議気通偉事業者及びその ~J用者に関する靖報〈以下 rf患の事業者等に関する構

報j という� o )を提供した持為誌、額客樺報管理システムにおいて、{岳会事業者等 

言報を必療とする者に罷定されて'1!こ関する構報を散り出す権践の付与が業務上当該

おらず、また、自社が提鉄する役務の嘗業活動を行う部署において、地の事業者等

!こ関する情報が取り扱われる等の要因によるものと認められる。

今回事離の発生を受け、� N γγ四日本からは、顧客情報管躍システム端末から他

の事業者等に関する情報を取り出すことを不可能とするt，J.どの措量を講ずる言報告

がおされているが、他の事業者等に関する靖報の閲覧が当該構報を必要とする業務

以外の業務においてもilJ能なままとなっていること、告社が譲訣する役務の営業活

動を行うきs著において、告の事業者等iニ関する清報が取り扱われる体苦手jとなってい

ること等により、法黙として、今田の事業と同様の事案が発生し、電気通告事業者

間の公正な競争が匝害され、電気通憶の櫨全な発達に支摘を生ずるおそれがあり、� 

29条第� 11頁第� 12号!こ紙触するものと認められる。

以上より、事業法第� 29条第� 1墳第� 12号の規定に基づき、別紙のとおり業務の

方法の抜蕃その他の措置をとることを命ずることとしたい。



関紙�  

1 他の事業者等l二関する情報について、閲覧及び取出しの対象となる情報が、

務上必要な範聞にとどまるよう顧客情報管珊シスチムを見産すこと� 

2 顧客からの問い合わせ� z 注文対ftt等、{曹の事業者等に関するf警報委鶴完IJ/ニ取ザ

扱うものでおって、当該警報を設り設うことについて合理的な蓮昌が語絵られる

場合を韓意、龍治事業者等に関する警報を窃牲が提供する役務の宮業i二課る…拐

の行為から購絡させるために必要な措置を講ずることとし、特に、自社が機供す

る役務の営業!こ携わる部門iこおいて、{也の事業者等に関する構報が取り扱われな

い体制を構築すること� 

3 他の導事業者等i二関する情報の適正な取扱いを維保するための社内規器等につい

て検証し、規程の再整備等所要の措置を講ずるなど、法令等の遵守が徹車される

体制を NTT践日本において構築し、また、� NTT器日本が{患の事業者等iこ関す

る構報の取扱いに探る業務の委託を行う会社〈以下� f議議子会社等j という。)

において棲築させること� 

4 l'告の事業者等i二関する情報の不遺切な取扱いがあった場合!こ、これを迅速に把

握し、是正するため、� NTT西日本及び地域子愈社等による自主点検の拡光、� N 

TT西日本による地峨子会社等への監査の喪胞を合む撰効的な監査・監督体制を

構築すること� 

5 以上につき、具体策忍び諜握時期を明記した業務改欝計画を業務の改善舎令安

行った� 1ヶ足後までに総務省iこ寵出し、以後、業務故欝計器の実撞及び言文蓑状認

をとりまとめ、工手法24年3尭までの題、� 3カ丹ごとに総務省に報告すること



 

 

事案の概要 

 

 

１ 事案に関する事実 

 

 平成２１年１１月１８日、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）が営業及び

設備保守等の業務を委託する株式会社ＮＴＴ西日本－兵庫（以下「ＮＴＴ西日本－兵庫」とい

う。）（注１）において、利用者情報を販売代理店に不適切に提供したとの報道発表がなされた

ことを受け、総務省は、ＮＴＴ西日本に対して、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下

「事業法」という。）第１６６条第１項の規定に基づき、当該事案の事実関係、原因及び再発防

止措置等について報告をさせた。 

同年１２月１７日にＮＴＴ西日本から提出された報告によれば、同年８月から１０月にかけて、

ＮＴＴ西日本の従業員が、ＮＴＴ西日本が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業

務に関して入手した他社への電話番号移転に関する情報をＮＴＴ西日本－兵庫の従業員に提

供し、次いで、ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が、同情報を、ＮＴＴ西日本が他の電気通信事業

者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した他社のＤＳＬ役務利用に関する情報とと

もに、販売代理店に提供した事実が判明した。 

また、ＮＴＴ西日本が同様に業務を委託する株式会社ＮＴＴ西日本－北陸（以下「ＮＴＴ西日

本－北陸」という。）（注２）においても、同年４月から１１月にかけて、ＮＴＴ西日本－北陸の従業

員が、ＮＴＴ西日本が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した

他社のＤＳＬ役務利用に関する情報を販売代理店に提供した事実が判明した。 

（注１） ＮＴＴ西日本の全額出資子会社。兵庫県において、ＮＴＴ西日本から受託した営業及び設備

保守等の業務を主要業務として実施している。 

（注２） ＮＴＴ西日本の全額出資子会社。石川県、富山県及び福井県において、ＮＴＴ西日本から受

託した営業及び設備保守等の業務を主要業務として実施している。 

 

２ 総務省の考え方 

 

今般、ＮＴＴ西日本の従業員が他社への電話番号移転に関する情報をＮＴＴ西日本－兵庫

の従業員に提供した行為は、事業法第３０条第３項第１号に抵触するものと認められる。また、

ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が他社への電話番号移転に関する情報及び他社のＤＳＬ役務利

用に関する情報を、ＮＴＴ西日本－北陸の従業員が他社のＤＳＬ役務利用に関する情報をそれ

ぞれ販売代理店に提供した行為は、ＮＴＴ西日本が接続の業務に関して入手した他の電気通

信事業者の利用者に関する情報を接続の業務の目的以外の目的のために提供するものであ

り、電気通信事業者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであると認められる。 
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報告によれば、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴ西日本－兵庫及びＮＴＴ西日本－北陸において、他の電

気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及

びその利用者に関する情報（以下「他の事業者等に関する情報」という。）を提供した行為は、

顧客情報管理システムにおいて、他の事業者等に関する情報を取り出す権限の付与が業務

上当該情報を必要とする者に限定されておらず、また、自社が提供する役務の営業活動を行

う部署において、他の事業者等に関する情報が取り扱われる等の要因によるものと認められ

る。 

今回事案の発生を受け、ＮＴＴ西日本からは、顧客情報管理システム端末から他の事業者

等に関する情報を取り出すことを不可能とするなどの措置を講ずる旨報告がなされているが、

他の事業者等に関する情報の閲覧が当該情報を必要とする業務以外の業務においても可能

なままとなっていること、自社が提供する役務の営業活動を行う部署において、他の事業者等

に関する情報が取り扱われる体制となっていること等により、依然として、今回の事案と同様

の事案が発生し、電気通信事業者間の公正な競争が阻害され、電気通信の健全な発達に支

障を生ずるおそれがあり、事業法第２９条第１項第１２号に抵触するものと認められる。 

以上より、事業法第２９条第１項第１２号の規定に基づき、以下のとおり業務の方法の改善

その他の措置をとることを命ずることとしたい。 

① 他の事業者等に関する情報について、閲覧及び取出しの対象となる情報が、業務上必

要な範囲にとどまるよう顧客情報管理システムを見直すこと 

② 顧客からの問い合わせ・注文対応等、他の事業者等に関する情報を個別に取り扱うも

のであって、当該情報を取り扱うことについて合理的な理由が認められる場合を除き、他

の事業者等に関する情報を自社が提供する役務の営業に係る一切の行為から隔絶させ

るために必要な措置を講ずることとし、特に、自社が提供する役務の営業に携わる部門

において、他の事業者等に関する情報が取り扱われない体制を構築すること 

③ 他の事業者等に関する情報の適正な取扱いを確保するための社内規程等について検

証し、規程の再整備等所要の措置を講ずるなど、法令等の遵守が徹底される体制をＮＴＴ

西日本において構築し、また、ＮＴＴ西日本が他の事業者等に関する情報の取扱いに係る

業務の委託を行う会社（以下「地域子会社等」という。）において構築させること 

④ 他の事業者等に関する情報の不適切な取扱いがあった場合に、これを迅速に把握し、

是正するため、ＮＴＴ西日本及び地域子会社等による自主点検の拡充、ＮＴＴ西日本によ

る地域子会社等への監査の実施を含む実効的な監査・監督体制を構築すること 

⑤ 以上につき、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を業務の改善命令を行った

１ヶ月後までに総務省に提出し、以後、業務改善計画の実施及び改善状況をとりまとめ、

平成２４年３月までの間、３カ月ごとに総務省に報告すること 



審査結果 

    審査を行った結果、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」という。）第２９ 

条第１項第１２号の規定に基づき、業務の改善等を命ずることが適当であると判断される。 

 

審査事項 審査結果 事由 

以下の各号のいずれかに該当

するか。 

一～十一 （略） 

該当なし ― 

十二  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。 

該当する ＜事業の運営が適正かつ合理的ではない点＞ 

西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日

本」という。）、株式会社ＮＴＴ西日本－兵庫及び

株式会社ＮＴＴ西日本－北陸において、他の電

気通信事業者の電気通信設備との接続の業務

に関して知り得た当該他の電気通信事業者及

びその利用者に関する情報（以下「他の事業者

等に関する情報」という。）を提供した行為は、

顧客情報管理システムにおいて、他の事業者

等に関する情報を取り出す権限の付与が業務

上当該情報を必要とする者に限定されておら

ず、また、自社が提供する役務の営業活動を

行う部署において、他の事業者等に関する情

報が取り扱われる等の要因によるものと認めら

れる。 

今回事案の発生を受け、ＮＴＴ西日本から

は、顧客情報管理システム端末から他の事業

者等に関する情報を取り出すことを不可能とす

るなどの措置を講ずる旨報告がなされている

が、他の事業者等に関する情報の閲覧が当該

情報を必要とする業務以外の業務においても

可能なままとなっていること、自社が提供する

役務の営業活動を行う部署において、他の事

業者等に関する情報が取り扱われる体制とな

っていること等により、依然として、今回の事案

と同様の事案が発生するおそれが認められる。 

以上より、ＮＴＴ西日本における他の事業者

等に関する情報の管理体制の整備が十分でな

く、その事業の運営が適正かつ合理的ではな

いものと認められる。 
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＜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点＞ 

ＮＴＴ西日本において、他事業者情報等に関

する管理体制の整備が十分でなく、その業務

の運営が適正かつ合理的ではないため、今回

の事案と同様の事案が発生し、電気通信事業

者間の公正な競争が阻害されるおそれがある

ことから、電気通信の健全な発達に支障を生ず

るおそれがあると認められる。 

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の

ものか。 

該当する 命令（他の事業者等に関する情報について、

閲覧及び取出しの対象となる情報が、業務上

必要な範囲にとどまるよう顧客情報管理システ

ムを見直すこと等）は、今回の事案と同様の事

案が発生し、電気通信事業者間の公正な競争

が阻害され、電気通信の健全な発達に支障を

生ずることを回避するために行うものであり、公

共の利益を確保するために行うものと認められ

る。また、命令は、この目的に照らし、電気通信

事業者に過度の負担を強いるものではなく、必

要な限度のものと認められる。 

 



（案） 

 

総 基 事 第 ２ １ 号 

平成２２年※※月※※日 

 

 

  西日本電信電話株式会社  

  代表取締役社長  大竹 伸一 殿 

 

 

                     

                    総務大臣 原口 一博    印 

                      

 

業務の改善等について（命令） 

 

平成２１年１１月１８日、貴社が営業及び設備保守等の業務を委託する株式会社

ＮＴＴ西日本－兵庫（以下「ＮＴＴ西日本－兵庫」という。）において、利用者情

報を販売代理店に不適切に提供したとの報道発表がなされたことを受け、総務省は、

貴社に対して、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」とい

う。）第１６６条第１項の規定に基づき、当該事案の事実関係、原因及び再発防止

措置等について報告をさせた。 

同年１２月１７日に貴社から提出された報告によれば、同年８月から１０月にか

けて、貴社の従業員が、貴社が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務

に関して入手した他社への電話番号移転に関する情報をＮＴＴ西日本－兵庫の従業

員に提供し、次いで、ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が、同情報を、貴社が他の電気

通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した他社のＤＳＬ役務利用

に関する情報とともに、販売代理店に提供した事実が判明した。 

また、貴社が同様に業務を委託する株式会社ＮＴＴ西日本－北陸（以下「ＮＴＴ

西日本－北陸」という。）においても、同年４月から１１月にかけて、ＮＴＴ西日

本－北陸の従業員が、貴社が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に

関して入手した他社のＤＳＬ役務利用に関する情報を販売代理店に提供した事実が

判明した。 

今般、貴社の従業員が他社への電話番号移転に関する情報をＮＴＴ西日本－兵庫

の従業員に提供した行為は、事業法第３０条第３項第１号に抵触するものと認めら

れる。また、ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が他社への電話番号移転に関する情報及

び他社のＤＳＬ役務利用に関する情報を、ＮＴＴ西日本－北陸の従業員が他社のＤ
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ＳＬ役務利用に関する情報をそれぞれ販売代理店に提供した行為は、貴社が接続の

業務に関して入手した他の電気通信事業者の利用者に関する情報を接続の業務の目

的以外の目的のために提供するものであり、電気通信事業者間の公正な競争を阻害

するおそれがあるものであると認められる。 

報告によれば、貴社、ＮＴＴ西日本－兵庫及びＮＴＴ西日本－北陸において、他

の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通

信事業者及びその利用者に関する情報（以下「他の事業者等に関する情報」とい

う。）を提供した行為は、顧客情報管理システムにおいて、他の事業者等に関する

情報を取り出す権限の付与が業務上当該情報を必要とする者に限定されておらず、

また、自社が提供する役務の営業活動を行う部署において、他の事業者等に関する

情報が取り扱われる等の要因によるものと認められる。 

今回事案の発生を受け、貴社からは、顧客情報管理システム端末から他の事業者

等に関する情報を取り出すことを不可能とするなどの措置を講ずる旨報告がなされ

ているが、他の事業者等に関する情報の閲覧が当該情報を必要とする業務以外の業

務においても可能なままとなっていること、自社が提供する役務の営業活動を行う

部署において、他の事業者等に関する情報が取り扱われる体制となっていること等

により、依然として、今回の事案と同様の事案が発生し、電気通信事業者間の公正

な競争が阻害され、電気通信の健全な発達に支障を生ずるおそれがあり、事業法第

２９条第１項第１２号に抵触するものと認められる。 

以上より、事業法第２９条第１項第１２号の規定に基づき、別紙のとおり業務の

方法の改善その他の措置をとることを命ずる。 



 

 

 

 

 １ 他の事業者等に関する情報について、閲覧及び取出しの対象となる情報が、業

務上必要な範囲にとどまるよう顧客情報管理システムを見直すこと 

 

２ 顧客からの問い合わせ・注文対応等、他の事業者等に関する情報を個別に取り

扱うものであって、当該情報を取り扱うことについて合理的な理由が認められる

場合を除き、他の事業者等に関する情報を自社が提供する役務の営業に係る一切

の行為から隔絶させるために必要な措置を講ずることとし、特に、自社が提供す

る役務の営業に携わる部門において、他の事業者等に関する情報が取り扱われな

い体制を構築すること 

 

３ 他の事業者等に関する情報の適正な取扱いを確保するための社内規程等につい

て検証し、規程の再整備等所要の措置を講ずるなど、法令等の遵守が徹底される

体制を貴社において構築し、また、貴社が他の事業者等に関する情報の取扱いに

係る業務の委託を行う会社（以下「地域子会社等」という。）において構築させ

ること 

 

４ 他の事業者等に関する情報の不適切な取扱いがあった場合に、これを迅速に把

握し、是正するため、貴社及び地域子会社等による自主点検の拡充、貴社による

地域子会社等への監査の実施を含む実効的な監査・監督体制を構築すること 

 

５ 以上につき、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を平成２２年３月※

日までに総務省に提出し、以後、業務改善計画の実施及び改善状況をとりまとめ、

平成２４年３月までの間、３カ月ごとに総務省に報告すること 

※ 不利益処分を行った１ヶ月後。 

  

 

別 紙 
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