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（参考）電気通信事業紛争処理委員会の年次報告に関する参照条文 

 

○ 電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第十四条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、

あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 

 

○ 電気通信事業紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第三条 令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、

当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。  

一 あっせん及び仲裁の申請件数  

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の

件数  

三 あっせんにより解決した事件の件数  

四 仲裁判断をした事件の件数  

五 その他電気通信事業紛争処理委員会（以下「委員会」という。）の事

務に関し重要な事項 



はじめに 
 

電気通信事業紛争処理委員会は、平成１３年１１月３０日の発足以来、電気通

信事業者間の紛争を解決する第三者機関としての役割を果たしてきたところで

あるが、通信・放送の融合や新しいサービスの出現などにより、近年、事業者間

の紛争が多様化・複雑化してきている。 

 

 こうした中、平成２１年度における委員会の活動としては、あっせん３件、総

務大臣への答申１件を処理するとともに、相談対応やウェブサイト等を通じた処

理案件に関する情報提供により、事業者の疑問解消や紛争の未然防止に努めた。

また、実態調査の実施等により、委員会の認知度・利便性の向上にも取り組んだ。 

 

また、平成２１年度においては、委員会による紛争処理の対象範囲に関して、

情報通信審議会から２つの注目すべき答申が出された。１つは、平成２１年８月

２６日の「通信・放送の総合的な法体系の在り方」答申であり、もう１つは、同

年１０月１６日の「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方につ

いて」答申である。 

 

前者においては、「コンテンツプロバイダと電気通信事業者の間の紛争や再送

信同意に係る放送事業者と有線テレビジョン放送事業者間の紛争等へと対象を

拡大するとともに、その実効性を担保するための措置を整備するなどの制度設計

に取り組むこと」が、後者においては、「多様化・複雑化する接続形態に対応し、

円滑な接続を確保する観点からは、紛争処理委員会の紛争処理機能の対象範囲を

拡大し、回線不設置の非電気通信事業者と電気通信事業者との間の紛争事案も対

象に含めること」がそれぞれ適当とされた。 

 

この２つの答申を受けて、現在、必要な法整備が進められている。 

 

本報告書は、こうした平成２１年度における委員会に関する状況について、第

Ⅰ部において委員会活動の状況を、第Ⅱ部において委員会を取り巻く状況を、第

Ⅲ部において委員会の行った紛争処理の状況を取りまとめている。 

 

    平成２２年４月＊＊日 

電気通信事業紛争処理委員会 



目  次 

 

はじめに 

 

第Ⅰ部 平成２１年度における委員会活動の状況 ・・・・・・・・・・・ １ 

第１章 委員・特別委員の任命状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第２章 委員会の開催状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

第３章 国際通信調停ワークショップへの出席・・・・・・・・・・・・ ７ 

第４章 委員会の機能強化に向けた取組 ・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 

第Ⅱ部 委員会を取り巻く状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

第１章 電気通信事業及び電気通信政策の動向 ・・・・・・・・・・・２２ 

第２章 委員会の紛争処理機能の拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

 

第Ⅲ部 平成２１年度における紛争処理の状況 ・・・・・・・・・・・・４０ 

第１章 紛争処理の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

第２章 あっせん事件の処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

第３章 諮問事案の処理状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 

おわりに 

 

【資料編】 

資料１ 退任した委員及び特別委員の状況 ・・・・・・・・・・・・・５６ 

資料２ 委員会のこれまでの開催状況 ・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

資料３ 国際通信調停ワークショップの模様 ・・・・・・・・・・・・６８ 



資料４ 電気通信の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

資料５ 電気通信紛争処理用語集 ・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

資料６ 委員会による紛争処理等の状況 ・・・・・・・・・・・・・１２３ 

資料７ 紛争処理事例の内容別一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・１２４ 

 

【参考資料編】 

参考資料１ 委員会広報用パンフレット ・・・・・・・・・・・・・１３１ 

参考資料２ 無線局紛争処理のパンフレット ・・・・・・・・・・・１３３ 

参考資料３ 電気通信事業紛争処理委員会の概要 ・・・・・・・・・１３５ 

参考資料４ 電気通信事業紛争処理委員会の歩み（年表） ・・・・・１４７ 

 



第１章 委員・特別委員の任命状況 

 

1 

第Ⅰ部 平成２１年度における委員会活動の状況 

第１章 委員・特別委員の任命状況 

 

１ 委員の任命 

電気通信事業紛争処理委員会は、電気通信事業及び電波の利用に関して優れ

た識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する委員

５名をもって組織される（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１４

５条及び第１４７条）。 

平成１９年１１月３０日に総務大臣より法律、経済・会計、通信工学を専門

分野とする以下の５名の委員が任命（任期３年）されており、平成２１年度中

に異動はなかった。 

 

【委員】                    平成 22 年 4 月 1 日現在 

氏 名 職 業 任 命 日 

龍
たつ

 岡
おか

 資
すけ

 晃
あき

 
（委 員 長） 

学習院大学専門職大学院 

法務研究科（法科大学院）

教授 

（元福岡高等裁判所長官）

平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 6 月 20 日 

～平成 19 年 11 月 29 日） 

坂
さか

 庭
にわ

 好
こう

 一
いち

 

（委員長代理） 

東京工業大学大学院 

理工学研究科教授 
平成 19 年 11 月 30 日新任 

尾
お

 畑
ばた

   裕
ひろし

 
一橋大学大学院 

商学研究科教授 
平成 19 年 11 月 30 日新任 

富
とみ

 沢
さわ

 木
この

 実
み

 
法政大学大学院 

政策創造研究科兼任講師 

平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 16 年 11 月 29 日） 

（第 2 期：平成 16 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日） 

渕
ふち

 上
がみ

 玲
れい

 子
こ

 弁護士 平成 19 年 11 月 30 日新任 
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２ 特別委員の任命 

委員会には、委員の他に、専門的な案件や多数の事案が発生した場合等に備

え、総務大臣が任命する特別委員を置き、あっせん・仲裁の手続に参与させる

ことになっている（電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２

号）第１条）。 

任期（２年）の満了に伴い、平成２１年１１月３０日に総務大臣より、法律、

経済・会計、通信工学等を専門分野とする以下の８名の特別委員が任命された。

８名のうち、２名が新任、６名が再任である。 

 

【特別委員】                  平成 22 年 4 月 1 日現在 

氏 名 職 業 任 命 日 

小
お

 野
の

 武
たけ

 美
み

 東京経済大学経営学部教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

加
か

 藤
とう

   寧
ねい

 
東北大学大学院情報科学 

研究科教授 
平成 21 年 11 月 30 日新任 

白
しら

 井
い

   宏
ひろし

 中央大学理工学部教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

寺
てら

 澤
ざわ

 幸
ゆき

 裕
ひろ

 弁護士 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

樋
ひ

 口
ぐち

 一
かず

 夫
お

 弁護士 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

（第 2 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

森
もり

   由美子
ゆ み こ

 関東学園大学経済学部教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

山
やま

 本
もと

 和
かず

 彦
ひこ

 
一橋大学大学院法学研究科 

教授 
平成 21 年 11 月 30 日新任 

若 林
わかばやし

 亜理
あ り

砂
さ 駒澤大学大学院法曹養成 

研究科教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）
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（退任した特別委員） 

氏 名 職 業 退 任 日 

瀬
せ

 崎
ざき

  薫
かおる

 
東京大学空間情報科学研究

センター准教授 

平成 21 年 11 月 29 日退任 

（第 1 期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 15 年 11 月 29 日） 

（第 2 期：平成 15 年 11 月 30 日 

～平成 17 年 11 月 29 日） 

（第 3 期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日） 

（第 4 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日） 

長谷部
は せ べ

 由起子
ゆ き こ

学習院大学専門職大学院 

法務研究科（法科大学院） 

教授 

平成 21 年 11 月 29 日退任 

（第 1 期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 15 年 11 月 29 日） 

（第 2 期：平成 15 年 11 月 30 日 

～平成 17 年 11 月 29 日） 

（第 3 期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日） 

（第 4 期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日） 

※ 職業については、在任期間中のものである。 

 

なお、委員会発足以来、これまでに退任した委員及び特別委員は、【資料１】

のとおりである。 
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第２章 委員会の開催状況 

 

平成２１年度は、次のとおり１０回の委員会を開催した。 

 

【委員会の開催状況（平成２１年度）】 

会合 日 付 議 事 等 開催模様 

第 96 回 平成 21 年 

 4 月 22 日 

1 平成２０年度年次報告 

（案）の審議 

※文書による審議（注） 

 

第 97 回 平成 21 年 

 5 月 22 日 

施設視察 

 東日本電信電話株式会社 

 （通信用設備） 

 

 

 

 

 

 

第 98 回 平成 21 年 

 6 月 9 日 

1 最近の事業展開及び事業

者間協議の状況等について 

(電気通信事業者からの説明)

2 その他 

 

 

 

 

第 99 回 平成 21 年 

9 月 18 日 

1 あっせん委員の指名（平成

21 年（争）第 1号） 

※文書による審議（注） 

 

第 100 回 平成 21 年 

11 月 30 日 

1 あっせん委員の追加指名 

（平成 21 年（争）第 1号）

※文書による審議（注） 

 

第 101 回 平成 22 年 

1 月 13 日 

1 電気通信事業紛争処理委

員会令（平成13年政令第362

号）第 16 条の規定に基づく

決定について 

※文書による審議（注） 

 

 

委員会の模様 

委員会の模様 
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会合 日 付 議 事 等 開催模様 

第 102 回 平成 22 年 

1 月 14 日 

1 電気通信事業紛争処理委

員会平成 21 年（争）第 3 号

により申請されたあっせん

の取扱いについて 

※文書による審議（注） 

 

 

 

 

 

 

第 103 回 平成 22 年 

1 月 28 日 

1 西日本電信電話株式会社

に対する業務改善命令に係

る総務大臣からの諮問（総合

通信基盤局からの説明） 

2 西日本電信電話株式会社

に対する業務改善命令に係

る審議 

3 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 104 回 平成 22 年 

2 月 4 日 

1 西日本電信電話株式会社

に対する業務改善命令に係

る審議 

2 通信・放送の総合的な法体

系について（情報通信国際戦

略局からの説明） 

3 電気通信市場の環境変化

に対応した接続ルールの在

り方について（総合通信基盤

局からの説明） 

4 国際通信調停ワークショ

ップの結果等について 

5 その他 

6 終了案件についての報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会の模様 

委員会の模様（2）

委員会の模様（1）
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会合 日 付 議 事 等 開催模様 

第 105 回 平成 22 年 

3 月 30 日 

1 西日本電信電話株式会社

に対する業務改善命令につ

いて（総合通信基盤局からの

説明） 

2 放送法等の一部を改正す

る法律案について（情報通信

国際戦略局からの説明） 

3  平成２１年度年次報告

（案）の審議 

4 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「文書による審議」とは、電気通信事業紛争処理委員会運営規程第２条第２

項に基づく審議（招集せずに行う委員会）をいう。 

なお、第１回からこれまでの委員会の開催状況は、【資料２】のとおりであ

る。 
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第３章 国際通信調停ワークショップへの出席 

 

平成２１年１０月２９日に、委員会は韓国ソウル特別市において開催された

「国際通信調停ワークショップ」に出席した。出席の端緒は、韓国放送通信委員

会（ＫＣＣ）利用者保護局チャ・ヤンシン局長から当委員会委員長あて同ワーク

ショップへの出席依頼があったことによるものである。 

出席の依頼を受け、委員会は、次の理由から同ワークショップに出席すること

としたもの。 

① 同ワークショップにおいて、他国における紛争処理の状況を把握し、他国

と議論を行うことは、国際的な観点から当委員会の紛争処理機能を強化・充

実する上で絶好の機会であること。 

② 当委員会の機能・役割、紛争処理等の状況及び紛争処理事例等の説明が、

他国での紛争解決に役立つことが見込まれること。 

③ 参加各国において情報を共有し、今後の参加各国とのネットワークを形成

する上で有益であると判断されること。 

以下、同ワークショップの結果の概要について報告する。 

 

１ 国際通信調停ワークショップ 

 (1) 日時 

平成２１年１０月２９日（木）１３時から１７時３０分 

 (2) 開催場所 

   ソウルプラザホテル ２２階 ルビーの間 

   （韓国ソウル特別市中区太平路２街２３番地） 

 (3) 主催 

   韓国放送通信委員会（ＫＣＣ） 

 (4) 目的 

   各国で異なる通信調停システムを比較し、様々なタイプの紛争に関する情

報を共有することで、出席者の相互理解を促進し、通信調停システムの整備

策について議論。 

 (5) 出席者（敬称略、順不同） 

ア 韓国 

氏  名 役         職 

ソン・ドギュン 放送紛争調停委員会 委員長（注） 

チャ・ヤンシン ＫＣＣ利用者保護局長 
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氏  名 役         職 

パク・ドンジュ ＫＣＣ利用者保護局調査企画総括課審決支援チーム長（課長級） 

キム・ククジン メディア未来研究所 所長 

チャ・ジョンイル ソンシル（崇実）大学校 教授 

イ・ファン コリョ（高麗）大学校 教授 

ホン・デシク 放送紛争調停委員会 非常勤委員 

(ソガン(西江)大学校法学部教授) 

チョン・ギョンオ 韓国情報通信政策研究院(KISDI) 上級研究者 

オー・ヒャンホ 放送紛争調停委員会 非常勤委員（弁護士） 

 注：ソン・ドギュンＫＣＣ常任委員は、放送事業者間等の調停を行う放送紛争調停委員

会（KCC に設置）の委員長を兼務している。 

 

イ オーストラリア 

氏  名 役         職 

ロバート・ライト オーストラリア競争・消費者委員会 部長 

 

ウ ＯＶＵＭ社 

氏  名 役         職 

ステファノ・ 

ニコレッティ 

オーバム社（注） 主席コンサルタント 

   注：オーバム社は、ロンドンに本社を置き、通信事業者、ＩＳＰ、ソフトウェアベンダー等へ

のコンサルティング業務を行っている。 

 
エ 日本 

氏  名 役         職 

龍岡 資晃 電気通信事業紛争処理委員会 委員長 

坂庭 好一 電気通信事業紛争処理委員会 委員長代理 

井上 知義 電気通信事業紛争処理委員会事務局 参事官 

幾田 祐司 電気通信事業紛争処理委員会事務局 上席調査専門官 
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 (6) プログラム 

時間 セッション及びテーマ 説明者 

13:00～

13:10 

開会の辞 

・ソン・ドギュン韓国放送通信委員会

（KCC）常任委員 

 

13:10～

13:20 

祝辞 

・龍岡 資晃 電気通信事業紛争 

処理委員会（TBDSC）委員長 

 

セッションⅠ：国際通信調停システムの現状と調停事例 

議長：チャ・ジョンイル（崇実大学校） 

13:20～

14:20 

ＥＵにおける紛争調整に係る論点 
ステファノ・ニコレッティ 

／オーバム社 

電気通信事業紛争処理委員会の

概要 

井上 知義／電気通信事業

紛争処理委員会（TBDSC） 

14:20～

14:30 
休憩 

14:30～

16:00 

オーストラリアでの通信調停： 

最近の経験と情勢 

ロバート・ライト／オーストラリア

競争・消費者委員会（ACCC）

韓国での通信調停システム 
パク・ドンジュ／韓国放送通信

委員会（KCC） 

16:00～

16:10 
休憩 

セッションⅡ：通信調停システムの整備策 

議長：チャ・ジョンイル（崇実大学校） 

16:10～

17:20 
ワーキンググループ・ディスカッション 

 

17:20～

17:30 

閉会の辞 

・チャ・ヤンシンＫＣＣ利用者保護局

長 

 

   

18:00～

20:00 
歓迎レセプション 
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 (7) 概要 

  ア 開会の辞（ソン・ドギュン 韓国放送通信委員会 常任委員） 

    今回の国際通信調停ワークショップは、参加各国における紛争調停

の動向等を知ることができる意義のある機会であり、このワークショ

ップが紛争調停システムを更に向上させ、国家間の協力体制構築に寄

与する機会になることを祈念するとの開会の辞が述べられた。 

  イ 祝辞（龍岡 資晃 総務省電気通信事業紛争処理委員会 委員長） 

主催者である韓国放送通信委員会への謝辞を述べるとともに、グローバ

ル化の進展に伴う国際的な電気通信事業者間の紛争の可能性について言

及し、また、ワークショップでの活発な議論、参加国の協力関係の強化に

ついて期待するとの祝辞を述べた。 

  ウ セッション I：国際通信調停システムの現状と調停事例 

   (ｱ) ＥＵにおける紛争調整に係る論点 

（ステファノ・ニコレッティ オーバム社 主席コンサルタント） 

     イギリス・イタリア・ポーランド・スウェーデン等の事例を中心にＥ

Ｕ各国における電気通信事業者に対する規制の現状について発表を行

った。 

   (ｲ) 電気通信事業紛争処理委員会の概要 

     （井上 知義 総務省電気通信事業紛争処理委員会事務局 参事官） 

電気通信事業紛争処理委員会の組織・機能、委員会による紛争処理の

状況及び委員会が果たしている役割、具体的な紛争処理事例の概要につ

いて発表を行った。 

   (ｳ) オーストラリアでの通信調停：最近の経験と情勢 

     （ロバート・ライト オーストラリア競争・消費者委員会 部長） 

オーストラリア競争・消費者委員会（ＡＣＣＣ）の役割、紛争調停に

関する法体系、電気通信市場の現状、現行の紛争調停モデル、紛争処理

の迅速化に向けた動きについて発表を行った。 

   (ｴ) 韓国の通信調停システム 

     （パク・ドンジュ 韓国放送通信委員会利用者保護局調査企画総括課 

審決支援チーム長） 

韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）の役割、紛争処理プロセス、具体的な

紛争事例、現行紛争処理システムの改善すべき点と今後の取組について

発表を行った。 

エ セッション II：通信調停システムの整備策（ディスカッション） 

各国における紛争処理プロセスの相違点、紛争処理システムの果たす
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べき機能、役割、中立性などについて議論が行われた。 

  オ 我が国の紛争処理に関する主な質疑応答 

（問）日本の電気通信事業紛争処理委員会の主な機能は、「あっせん・

仲裁」なのか。 

（答）当委員会は、「あっせん・仲裁」に加えて、総務大臣が電気通信

事業者に対し命令や裁定を行う際に当委員会に対して行われる諮

問への「審議・答申」、さらに、競争ルールの改善などに関する総

務大臣への「勧告」の３つの機能を持っている。この３つの機能は、

それぞれ別の役割が期待されているが、当事者間の紛争解決に直接

かつ迅速に資するものとして「あっせん・仲裁」があると理解して

いる。 

（問）「仲裁」案件が、「あっせん」案件に比べて少ない理由は何か。 

（答）「仲裁」は強制力が伴うので、事業者としては、まず「あっせん」

で解決を図ろうとする。「あっせん」で解決が図れない場合、「仲裁」

による解決に移行することもあり得る。 

（問）主な紛争案件は、電気通信事業者間の接続に関するものなのか。

（答）当委員会が対象とする範囲が電気通信事業者間の紛争であること

から、接続に関する事案が多い。なお、市場環境を取り巻く変化に

応じて、例えば、コンテンツ配信事業者と電気通信事業者間の紛争

事案などを対象とすることについて、総務省の審議会において検討

されている。 

（問）委員会の独立性・中立性は、どのように確保されているのか。 

（答）当委員会は総務省の許認可部門から組織的に独立した機関となっ

ており、事務局についても委員会直属としている。また、委員につ

いては、国会の同意を得て総務大臣が任命しており、中立性が担保

されている。 

 

  カ 閉会の辞（チャ・ヤンシン 韓国放送通信委員会 利用者保護局長） 

発表者とパネリストに感謝するとともに、市場環境の変化により従来の

ジャンルを超えた紛争解決手段の検討が必要であり、今後もこうした機会

を通じて各国が連携していくことが重要との閉会の辞が述べられた。 

 

  なお、国際通信調停ワークショップの模様は、【資料３】のとおりである。 
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２ 韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）への訪問 

  国際通信調停ワークショップへの出席に併せ、韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）

へ訪問し、それぞれの国の紛争処理の状況等について情報交換を行った。 

 (1) 日時 

   平成２１年１０月２９日（木）９時５０分から１０時２０分 

 (2) 訪問場所 

   韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）１４階 常任委員室 

 (3) 韓国側出席者 

   ソン・ドギュン 常任委員 

   パク・ドンジュ 利用者保護局調査企画総括課審決支援チーム長 

   オム・ジョンファン利用者保護局調査企画総括課審決支援チーム課長補佐 

 (4) 日本側出席者 

   龍岡 資晃 電気通信事業紛争処理委員会委員長 

   坂庭 好一 電気通信事業紛争処理委員会委員長代理 

   井上 知義 電気通信事業紛争処理委員会事務局参事官 

   幾田 祐司 電気通信事業紛争処理委員会事務局上席調査専門官 

   菱田 光洋 在大韓民国日本国大使館一等書記官 

 (5) 概要 

ア 韓国側 

韓国の紛争処理部門は、通信分野と放送分野で分離していたものを平成

２０年３月に統合した。その後１年半が経過したが、通信分野の紛争処理

部門の法的な裏付けなど整備が必要な部分がある。 

今後、紛争処理システムの一層の充実を図りたい。 

イ 日本側 

情報通信に関する紛争処理については、各国共通した課題もあり、相互

で情報交換を図ることが重要である。 

今回の「国際通信調停ワークショップ」を契機として、参加各国の連携

強化に期待する。 
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第４章 委員会の機能強化に向けた取組 

 

委員会は、著しく進歩・発展する電気通信分野を十分理解した上で、迅速・適

切な判断を行うことが求められるため、日頃から電気通信分野の変化の状況を把

握しておく必要がある。 

 また、平成１３年１１月３０日の委員会発足以来８年が経過し、委員会の認知

度は、これまでの紛争処理の実績や説明会などを通じて徐々に向上しつつあるが、

いまだ委員会の存在を知らない事業者や委員会の役割を十分認識していない事

業者もいると思われる。 

 このため、平成２１年度は、次のとおり、紛争処理に関係する情報収集や委員

会の認知度・利便性の向上に関する取組を行った。 

 
１ 紛争処理に関係する情報収集 
 (1) 政策担当者からのヒアリング 

 【平成２２年２月４日 第１０４回委員会】 

  ア 情報通信国際戦略局から「通信・放送の総合的な法体系」について説明

を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【説明の概要】 

① 通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会 
 ・「通信・放送の総合的な法体系の在り方」について、平成 20 年 2 月に情報通信

審議会へ諮問、平成 21 年 8 月に答申を取りまとめていただいた。 
② 情報通信審議会答申(H21.8.26)における主な提言 

・通信・放送法制の大括り化、通信・放送両用の無線局制度の整備、免許不要
局の拡大、有線テレビジョン放送施設に係る許可制の廃止、放送・有線放送
に係る安全・信頼性の確保など九つの提言をいただいた。 

③ 新たな法体系の基本的な枠組み 
 ・有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送法、電気通信役務利用放送法の３

法を廃止し、放送法に統合する。 
 ・有線放送電話法を廃止し、電気通信事業法に統合する。 
 ・改正事項を盛り込んだ法律案を今通常国会（第 174 回）に提出すべく検討作

業を進めているところ。 
④ 紛争処理機能の拡大に関する情報通信審議会答申(H21.10.16)の内容 
 ・電気通信事業は営むものの回線不設置の非電気通信事業者と電気通信事業者

との間の紛争事案も対象に含めることが適当と考えられる。 
 ・鉄塔等共用に係る一般的な事業者間協議が不調の場合等にも、総務大臣裁定

等の対象となるように所要の措置を講じることが適当である。 
⑤ 紛争処理機能の拡大に関する情報通信審議会答申(H21.8.26)の内容 
 ・現行の「電気通信事業紛争処理委員会」の紛争処理機能について、例えば、

コンテンツプロバイダと電気通信事業者の間の紛争や再送信同意に係る放送
事業者と有線テレビジョン放送事業者間の紛争等へと対象を拡大するととも
に、その実効性を担保するための措置を整備するなどの制度設計に取り組む
ことが適当である。 
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  【新たな法体系のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 
     なお、委員会の紛争処理機能の拡大については、第Ⅱ部第２章におい

て詳述しているので、そちらを参照されたい。 

 
  イ 総合通信基盤局から「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの

在り方」について説明を受け、意見交換を行った。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【説明の概要】 
① 情報通信審議会への諮問 

・電気通信市場の環境変化に対応し、同市場における公正競争環境確保の観点
から接続ルールの在り方について検討を行うため、平成 21 年 2 月に情報通信
審議会に諮問し、同年 10 月に答申を得たところ。 

② 情報通信審議会答申(H21.10.16)の概要 
 ⅰ モバイル市場の公正競争環境の整備 
  ・接続料算定ルールについて、「運用に関するガイドライン」を 09 年度内に策

定することが適当とされた。答申を踏まえ、今年度内にガイドラインを策
定・公表する予定としている。 

  ・鉄塔等の設備共用ルールについて、「電柱・管路等使用に関するガイドライ
ン」を改正し、鉄塔等の共用に係る申込手続等を規定するとともに、総務大
臣裁定等の対象に鉄塔等の共用を追加することが適当とされた。答申を踏ま
え、同ガイドラインについては、今年 1 月に情報通信審議会に改正案を諮問
し、裁定等の対象の追加については、法改正に向けて部内検討しているとこ
ろ。 

ⅱ 固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備 
  ・FTTH の屋内配線について、転用ルールの整備が必要。NTT 東西以外の事

業者の屋内配線の転用を促進する措置を講じることも適当とされた。 
  ・FTTR サービスについて、ドライカッパのサブアンバンドルをすることが適

当とされた。 
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   【電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方 答申の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

 (2) 委員会における電気通信事業者からのヒアリング 

  【平成２１年６月９日 第９８回委員会】 

   株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及びソフトバンクグループから最近の

  ・WDM 装置の未設区間について、WDM 装置の設置義務付けは現時点では不適
当とし、中継ダークファイバの空き波長をアンバンドルし、貸出ルール・情
報開示ルールを整備することが適当とされた。 

  ・FTTH 屋内配線、FTTR サービス、WDM 装置の接続ルール化については、
今年 1 月に必要な省令・告示の改正を行ったところ。 

ⅲ 通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公正
競争環境の整備 

  ・通信プラットフォーム市場について、まずは事業者間協議による合意形成を
尊重する立場を採用しつつ、事業者間協議の進展状況を注視し、必要に応じ
適切な対応を実施することが適当とされた。 

  ・紛争処理委員会の紛争処理対象範囲について、通信プラットフォーム事業者
やコンテンツ配信事業者（電気通信事業は営むものの、回線不設置の非電気
通信事業者）まで拡大することが適当とされた。本件は、法律事項となるた
め、法改正について部内検討しているところ。 

ⅳ 固定通信と移動通信の融合時代等における接続ルールの在り方 
  ・固定通信市場とモバイル市場の融合、上位レイヤー市場で事業展開を行う事

業者の扱い等を検討の視点とし、市場の画定、市場支配力の認定、ルールの
内容について検討課題が提示された。 
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事業展開及び事業者間協議の状況等について説明を受け、その後意見交換を

行った。 

 

 (3) 委員会における施設視察等 

【平成２１年５月２２日 第９７回委員会】 

   東日本電信電話株式会社の通信用設備の視察を行うとともに、同社から相

互接続及び通信用設備の概要について説明を受け、その他、今後の事業展開

及び事業者間協議の状況等に関するヒアリングを行った。 

 

 (4) 基礎資料の整備 

   紛争処理を行う上での基礎資料として「電気通信の現状」【資料４】、「電

気通信紛争処理用語集」【資料５】を改定し、委員会ウェブサイトにおいて

公開した。 

 

２ 委員会の認知度・利便性向上に向けた取組 
 (1) 事務局職員による電気通信事業者からのヒアリング 

平成２１年７月から１１月までの期間中、ＩＳＰを中心とした電気通信事

業者数社に対し、電気通信事業者間協議の状況等についてヒアリングを実施

した。ヒアリングの結果、債権保全措置、ＮＧＮとの接続条件、卸電気通信

役務の提供などについて、紛争の可能性があることが確認された。 

 
 (2) 事業者団体の機関紙等を利用した周知活動 

平成２１年９月から１２月までの期間中、４事業者団体の協力を得て、各

団体の機関紙やウェブサイトへ、委員会の活動内容、過去の紛争処理事例及

び「電気通信事業者」相談窓口等の記事を掲載した。 

また、委員会のバナーは、これまで５事業者団体及び１１の地方総合通信

局等の協力を得て、各団体等のウェブサイトにバナーを掲載し、委員会ウェ

ブサイトへのリンク設定を行ってきたが、平成２１年度において、新たに１

事業者団体の協力により、当該団体のウェブサイトに同様のバナーを掲載し

た。 

 

 

 

 

 

  
委員会のバナー 

（電気通信事業者間のトラブル用） 

委員会のバナー 

（無線局の混信に係るトラブル用） 
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 (3) 各種会合における周知活動 

   平成２１年９月から平成２２年２月までの期間中、全国５会場（群馬県、

東京都港区、東京都中央区、大阪府、愛知県）において、委員会の活動内容、

過去の紛争処理事例及び「電気通信事業者」相談窓口等について、事務局職

員による講演を行った。 

 

 実施結果 

実施日 主 催 開催地 

平成21年 9月11日 社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 
群馬県 

高崎市 

平成21年10月22日 
関東総合通信局 

社団法人 テレコムサービス協会 関東支部 

東京都 

港区 

平成22年 1月21日 社団法人 テレコムサービス協会 
東京都 

中央区 

平成22年 2月12日 
近畿総合通信局 

社団法人 テレコムサービス協会 近畿支部 

大阪府 

大阪市 

平成22年 2月16日 東海総合通信局 
愛知県 

名古屋市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会の模様 
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 (4) 電気通信事業者間紛争の実態調査の実施 

平成２１年１０月から１２月までの期間中、「電気通信事業者間の紛争に

関する現状及び電気通信事業紛争処理委員会に対する電気通信事業者の意

見・要望等を把握することにより、電気通信事業者間の紛争の迅速かつ円滑

な解決に資すること」を目的として電気通信事業者５，０００社に対し郵送

による実態調査を実施した（有効回答１，３０４社）。 

また、調査に併せ、委員会の概要資料を送付するなど委員会の周知・広報

を行った。 

実態調査の結果、委員会の認知度に関する質問では、約３割の事業者が当

委員会の「名称を知っている」と回答し、認知経路として「事業者団体経由」

を挙げた事業者が最も多かった。委員会の周知活動は、主に事業者団体を経

由して行っているが、今回の調査対象には事業者団体に加盟していない事業

者が多く含まれている。そのため、｢委員会を知らない｣と回答した事業者が

多かったのではないかと考えられる。他方、今回の調査が事業者団体に加盟

していない事業者に対する委員会の周知としても効果があったことが伺え

る。 

事業者間協議に関する質問では、「現在協議中又は今後協議等を検討して

いる案件」として、「接続料の額や支払い方法」と回答した事業者が１０４

社と一番多く、次いで「中継系・加入者系ダークファイバ、ＩＰ網との接続」

が７８社、「電気通信役務の提供に関する業務の委託（利用者への料金の請

求や回収、各種販売や注文取次ぎなど）」

調査終了後、｢事業者間での協議が平行線となっているものがある｣と回答

した事業者を中心にフォローアップを行い、必要に応じ相談等を行った。 

が７６社の順に多かった。また、｢事

業者間での協議が平行線となっているものがある｣と回答した事業者が１４

社あり、そのうち半数以上の事業者が｢今後、あっせん又は仲裁を利用した

い｣と回答している。一方で、「あっせん又は仲裁を利用したくない」と回答

した事業者にその理由を尋ねたところ、「申請書の作成の負担、その他手続

面の負担が大きい」との回答が多かった。 

なお、相談等の状況は、本件実態調査後のフォローアップ以外のものも含

め、第Ⅲ部第１章においてまとめているので参照されたい。 
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【参考】電気通信事業者間紛争の実態調査結果（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

①名称も活動内容

も知っている

12%

②名称は知ってい

るが、活動内容は

知らない

14%

③名称も活動内容

も知らない

71%

不明

3%

 

29

10

10

31

22

10

12

0 20 40 60 80 100

委員会HP

総務省メールマガジン

パンフレット、ちらし

事業者団体経由(機関紙など)

他事業者から聞いた

説明会、講演会等

その他

(%)

Ｑ１．これまで「電気通信事業紛争処理委員会」 のことをご存知でしたか。 

Ｑ２．(Ｑ１で①又は②と回答した方) 

    電気通信事業紛争処理委員会のことを、どのような媒体・経路で  

お知りになりましたか。  
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15

17

18

32

13

2

20

2

7

53

43

29

40

72

28

13

56

11

2

0 20 40 60 80 100

1.中継系、IP網との接続

2.電気通信設備の共有

3.卸電気通信役務の提供

4.コロケーション設備の設置

5.接続料の額や支払い方法

6.MVNOに関する協議

7.債権保全預託金の支払い

8.電気通信役務の提供業務の委託

9.接続に必要な土地の利用

10.その他

現在協議中

今後検討

(社数)

 

ある

8%

ない

92%

Ｑ４．次の１～１０の協議内容について、他の電気通信事業者との間で、 

現在協議中または今後協議等を検討している案件はありますか。 

（重複回答あり）  

 

Ｑ４-２．(Ｑ４で「現在協議中」または「今後検討」の案件があると回答し

た方）  

     事業者間での協議が平行線となっているものはありますか。 
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18

9

45

9

36

64

0 50

1.協議の相手方との関係の悪化が懸念される

2.あっせん又は仲裁の手続の利用で協議の相手方の賛同が得られない

3.申請書の作成の負担、その他手続面の負担が大きい

4.委員会の敷居が高い

5.委員会に行くのが面倒

6.その他

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

利用

したい

7 4 %

利用し

たくない

26%

Ｑ６．(Ｑ４-２で｢ある｣と回答した方) 

    今後、「あっせん」又は「仲裁」を利用したいと思いますか。 

Ｑ７．（Ｑ６で「利用したくない」と回答した方） 

    「あっせん」又は「仲裁」を利用したくない理由は何ですか。 
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第Ⅱ部 委員会を取り巻く状況 

第１章 電気通信事業及び電気通信政策の動向 

 

委員会は、委員会を取り巻く環境の変化に適切に対応していかなればならない。

ここでは、平成２１年度における電気通信事業や電気通信政策の動向について、

概観する。 

 

１ 電気通信事業の現況 

(1) 電気通信サービスの状況 

  平成２１年度において、ブロードバンド化・ＩＰ化、モバイル化の傾向は

さらに進展した。 

 

ア ブロードバンド化・ＩＰ化の進展 

ブロードバンドサービス全体の契約数1は、平成２１年９月末には 

３，１００万を超え、対前年同期比で５．３％増加した。このうちサービ

ス別の契約数では、ＦＴＴＨのブロードバンドサービス全体に占める割合

が、平成２１年６月末に初めて５０％を超えた。また、ＤＳＬは減少を続

けているものの、下げ止まりの傾向にある。 

 

   ブロードバンド契約数の推移 （平成２１年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＷＡ及びＢＷＡの各アクセスサービスの契約数の合計。 

なお、ＢＷＡは、平成２１年３月末期からブロードバンドサービス契約数として新たに追

加された。 

【出典：総務省作成資料をもとに作成】 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

12.12 13.6 13.12 14.6 14.12 15.6 15.12 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 18.12 19.6 19.12 20.6 20.12 21.6 21.9

ＤＤＳＳＬＬ  
10,505,250 契約 

光光フファァイイババ((FFTTTTHH)) 
16,519,422 契約 

ケケーーブブルルイインンタターーネネッットト  
4,261,710 契約 

無無線線((ＢＢＷＷＡＡ))  
22,585 契約 

無無線線((ＦＦＷＷＡＡ))  
12,681 契約 平成 

注：平成 16 年6 月末分より電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた加入者数を、それ以前は任意の事業者から報告を受けた

加入者数を集計。 

DSL と FTTH の
契約数が逆転 
DSL ：1,229 万 
FTTH：1,309 万

（平成 20 年 6 月）

万契約 
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ＩＰ電話の利用番号数は、平成２１年９月末で２，１５８万件となり、

対前年同期比で１３．３％増加している。このうち、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電

話は１，２８２万件（対前年同期比３４．７％増）、０５０－ＩＰ電話は

８７６万件（対前年同期比８．１％減）となっている。 

他方で、固定電話（加入電話及びＩＳＤＮ）の契約数は、減少を続けて

おり、平成２１年９月末で４，５３２万（対前年同期比８．２％減）とな

っている。 

 

イ モバイル化の進展 

固定電話の契約数が減少傾向にある一方、平成２１年９月末には移動体

通信（携帯電話及びＰＨＳ）の契約数は１億１，４０７万となり、固定電

話の契約数の約２．５倍の規模となっている。 

    携帯電話においては、高速データ通信が可能な第３世代携帯電話（３Ｇ）

の契約数が増加し、携帯電話契約数に占める３Ｇの割合は９６．０％2（平

成２１年１２月末）となった。 

 

  各種サービス加入契約数の推移（平成２１年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 競争の状況 

平成２１年９月末におけるＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの市場シェアを

みると、固定通信でのＮＴＴ東西のシェアは、加入電話の契約数（ＮＴＴ加

                                                 
2 社団法人電気通信事業者協会のホームページに掲載されているデータから算出した。 

5,245
5,456 5,636 5,781 5,907 6,028 6,164 6,263 6,285 6,263 6,223

6,196

6,133 6,077 6,022 5,961 5,805
5,517

5,123
4,724

4,532

49 87 138 171 213
433

1,170

2,691

3,825

4,731

5,685

6,678

7,482

8,112

8,665
9,147

9,648

10,170

10,734
11,205 11,407

22 85
387

943

1,495

1,955
2,329

2,643
2,875 3,033 3,132

528 831
1,146

1,433
1,754

2,022 2,158

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 21.9

固定電話(加入電話+ISDN)

移動電話(携帯電話+PHS)

ブロードバンド
(DSL+CATV+FTTH+FWA+BWA)

ＩＰ電話

【出典：総務省作成資料をもとに作成】 

平成

万契約 
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入電話、直収電話、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話の合計）で 

８３．７％、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話の利用番号数で６９．６％と、ＮＴＴ東

西が高いシェアを占めている。 

移動体通信でのＮＴＴドコモのシェアは、携帯電話・ＰＨＳの契約数で 

４８．４％であり、近年は、おおむね横ばいで推移している。 

インターネット接続でのＮＴＴ東西のシェアは、ＦＴＴＨの契約数で 

７４．３％と、高いシェアを占めており、ブロードバンド全体（ＦＴＴＨ、

ＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネットの合計）においても平成２１年６月末の時

点で５割を超え、同年９月末時点で５１．１％の市場シェアを占めている。 

近の傾向としては、ＦＴＴＨ及びＩＰ電話全体で、ＮＴＴ東西のシェア

が着実に増加していることが注目される。 

 

   ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの市場シェアの推移 

 

 

 

 

 

２ 電気通信政策の動向 

 (1) グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 

   少子高齢化の急速な進展による経済成長への影響等が懸念される中、グロ

ーバルな視点から、競争政策を環境変化に対応したものに見直すとともに、

ＩＣＴの利活用により、我が国及び諸外国が直面する経済的、社会的課題等

の解決に貢献するため、新たなＩＣＴ政策について検討することを目的とし

て、平成２１年１０月に「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタス

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

94.7%
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75.6%
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注：０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話及びＩＰ電話全体は 
利用番号数、その他は契約数のシェア  

注：ブロードバンド全体とは DSL、
FTTH、CATV インターネットをい
う。 

平成 平成 平成
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クフォース」が発足した。 

   同タスクフォースは、次の４つの部会並びに総務大臣、総務副大臣、総務

大臣政務官（政務三役）及び各部会の座長・座長代理からなる政策決定プラ

ットフォームにより構成される。政策決定プラットフォームは、各部会から

の検討状況の報告を受け、指示することとされている。開催期間は、１年程

度を目途とされている。 

  ア 過去の競争政策のレビュー部会 

    電気通信市場の自由化以降における競争政策が国内市場の競争促進や

国際競争力の向上等に与えた影響について検証作業が行われている。 

  イ 電気通信市場の環境変化への対応検討部会 

    ＩＣＴ産業の将来像、情報通信市場の更なる発展に向けた取組み等につ

いて検討が進められている。 

  ウ 国際競争力強化検討部会 

    我が国ＩＣＴ産業の国際展開方策、人材育成、コンテンツ産業振興等に

ついて検討が進められている。 

  エ 地球的課題検討部会 

    全世界的課題である環境問題解決プロジェクトの構築、誰もが使い勝手

がよい「ユニバーサルＩＣＴ利活用モデル」の構築、誰もが社会参画可能

な社会構築のためのＩＣＴ利活用モデルの構築等について検討が進めら

れている。 

 

 (2) 競争政策の全体像 

    電気通信事業の競争政策は、２０１０年代初頭までに実施する公正競争ル

ールの整備等のためのロードマップとして平成１８年９月に策定された「新

競争促進プログラム２０１０」に基づき展開されている（平成１９年１０月

改定、平成２１年６月再改定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 電気通信事業及び電気通信政策の動向 

 

26 

新競争促進プログラム２０１０のフォローアップ・再改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 電波政策の全体像 

   我が国における２０１０年代の電波利用の将来像とそれらを実現するた

めの課題を明らかにするとともに、２０１０年代の電波有効利用方策につい

て検討する事を目的として、平成２０年１０月から｢電波政策懇談会｣が開催

された。同懇談会では、新しい電波利用の実現に向けた周波数再編のシナリ

オの策定、電波有効利用のための研究開発ロードマップの策定、新たな技

術・サービス導入に向けた利用環境整備の方針の策定などについて検討が行

われ、平成２１年７月に「電波新産業創出戦略 ～電波政策懇談会報告書～」
3が取りまとめられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 参考：「電波新産業創出戦略 ～電波政策懇談会報告書～」 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_090713_1.html 

【出典：第 6 回情報通信審議会電気通信事業政策部会（H21.8.6）資料】 
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また、平成２１年１２月には、ホワイトスペースの活用など新たな電波の

有効利用の促進に向けた検討を行うため、｢新たな電波の活用ビジョンに関

する検討チーム｣が発足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：総務省報道資料（H21.７.13）：「電波新産業創出戦略 ～電波政策懇談会報告書～」の公表及び

意見募集の結果について】 

 
【出典：新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム第 1 回会合（H21.12.2）配布資料】
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(4) 平成２１年度における主な政策展開 

  次に、平成２１年度における競争政策及び電波政策の個別政策の中から、

委員会に特に関係の深いものを取り上げる。 

 

ア 線路敷設基盤の開放促進 

鉄塔等の設備共用ルールについて、情報通信審議会から答申（「電気通

信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１年

１０月））4が行われた。 

同答申では、鉄塔等のネットワーク構築を行う上で基盤となる設備の有

効活用を図ることは、利用者利便の向上に資すると考えられることから、

「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を改定し、鉄塔

等の共用に関する申込手続や拒否事由等を定めることが適当であるとの

考えが示された。  

同答申及び関係事業者からの要望等を踏まえ、「公益事業者の電柱・管路

等使用に関するガイドライン」の改正が行われる予定である。 

 

イ 指定電気通信設備制度（ドミナント規制）の見直し 

(ｱ) ＮＴＴ東西の次世代ネットワークに係る接続ルールの整備 

現在、ＮＴＴ東西の次世代ネットワーク（以下「ＮＧＮ」という。）

におけるインターネット接続サービスは、ＩＰⅴ４という通信方式で提

供されているが、今後、日本国内におけるＩＰｖ４アドレスの在庫が枯

渇する可能性があることから、ＩＰｖ４からＩＰｖ６への移行が求めら

れている。他方、ＮＧＮでは、いわゆる｢マルチプレフィックス問題｣5が

生じることから、この問題を解決するため、事業者間協議が行われた。

その結果を踏まえ、事業者から以下の２方式に関する接続申込みが、Ｎ

ＴＴ東西に対し行われた。平成２１年５月、ＮＴＴ東西からこれらの方

式に関する網改造料等を設定するための接続約款の変更認可申請が行

                                                 
4  参考：「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について｣情報通信審議    

会答申 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/20130.html 

 
5 ＮＧＮユーザに対しては、ＮＴＴ東西が払い出す閉域網内サービス用のＩＰｖ６アドレ  

スと、ＩＳＰ事業者が払い出すインターネット接続サービス用のＩＰｖ６アドレスの２つの

アドレスが払い出されることとなるため、インターネット接続サービスを利用する際に、送

信元アドレスとして閉域網内サービス用のＩＰｖ６アドレスが誤選択されると、パケットロ

スが発生するなど、通信に不具合が生じる問題。 
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われ、同月、総務大臣により情報通信行政・郵政行政審議会に諮問され

た。平成２１年８月、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、

ＮＴＴ東西の接続約款の変更が認可され、ＮＧＮにおけるＩＰｖ６イン

ターネット接続サービスに関する機能（①トンネル方式による接続に係

るインターフェース提供機能、②ネイティブ方式による接続機能）につ

いて、接続申込及び網改造料等の規定が追加された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) その他の接続ルールの整備 

①  中継ダークファイバの空き芯線がない区間でのＷＤＭ装置の設置 

中継ダークファイバの空き芯線がない区間のＷＤＭ装置の設置に

ついて、情報通信審議会で検討された結果、同審議会答申「電気通信

市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１

年１０月）で、中継ダークファイバについては、未だ空き芯線がない

区間（Ｄランク区間）が約４割存在しており、中継ダークファイバの

空き芯線のない区間におけるネットワーク構築を図る観点から、ＷＤ

Ｍ装置の設置区間について、中継ダークファイバの空き波長をアンバ

ンドルし、貸出ルール・情報開示ルールを整備することが適当とされ

た。一方で、ＷＤＭ装置の未設区間について、ＷＤＭ装置の設置義務

付けは現時点では適当ではないが、代替手段のコンサルティングの対

象にＷＤＭ装置の設置も含めるようにすることが適当との考えが示

された。 

平成２２年 1 月、同答申を踏まえ、規定整備が行われ、ＷＤＭ装置

の設置区間における中継ダークファイバの空き波長が、新たなアンバ

【出典：総務省報道資料（H21.5.26）：東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話

株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募

集～NGN の IPv6 インターネット接続に係る接続約款の措置～】 
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ンドル機能として規定された。また、平成２２年３月には、ＮＴＴ東

西の接続約款の変更認可が行われ、当該機能についての網使用料、網

改造料及び情報開示手続等の設定が行われた。 

 

② ＦＴＴＨサービスの屋内配線 

これまでＦＴＴＨサービスの屋内配線について、明確な整理が行わ

れてこなかったことから、情報通信審議会でその法的位置づけと転用

ルールについて検討が行われた。同審議会答申「電気通信市場の環境

変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１年１０月）

では、接続事業者の事業展開及び利用者利便の向上の観点などから、

ＮＴＴ東西の設置する戸建て向け屋内配線は、第一種指定電気通信設

備に整理することが適当であるとの考えが示された。 

また、その転用ルールについては、関係事業者間等で速やかに協議

し内容を整理した上で、整備することが適当であるとの考えが示され

た。 

平成２２年１月、同答申を踏まえ、ＮＴＴ東西の設置する戸建て向

け屋内配線設備を第一種指定電気通信設備として追加するための規

定整備が行われた。また、平成２２年３月には、ＮＴＴ東西の接続約

款の変更認可が行われ、その使用料及び工事費が新たに設定された。 

 

③ ドライカッパのサブアンバンドル（ＦＴＴＲサービス） 

ＦＴＴＲサービス（電話非重畳型）を提供するためには、接続事業

者は、メタル回線（ドライカッパ）と光ファイバ回線（ダークファイ

バ）の二種類のメニューを利用する必要があるが、接続事業者からは、

上部区間では、サービス提供上メタル回線は利用しないので、下部区

間に限定したメタル回線メニューの設定（ドライカッパのサブアンバ

ンドル）を求める意見が示された。 

情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルー

ルの在り方について」（平成２１年１０月）では、現在ＦＴＴＨ市場

でＮＴＴ東西のシェアが継続的に高まっている状況の中で、ＦＴＴＲ

が、ＦＴＴｘ市場での競争促進手段としての役割や、過疎地等でのブ

ロードバンドサービス提供手段としての役割も期待し得ることにか

んがみれば、ＦＴＴＲ提供コストの負担軽減に資するドライカッパの

サブアンバンドルを行うことが適当との考えが示された。 

平成２２年１月、同答申を踏まえた規定整備が行われ、ＦＴＴＲに
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係る機能がアンバンドルされた。また、平成２２年３月には、ＮＴＴ

東西の接続約款の変更認可が行われ、当該機能についての網使用料及

び標準的接続箇所等が設定された。 

 

④ 中継ダークファイバに係る経路情報の開示 

中継ダークファイバに係る経路情報の開示について、情報通信審議

会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方につ

いて」（平成２１年１０月）において、｢現在、ＮＴＴ東西が行ってい

る個別の異経路構成の確認調査は任意に行われているものであり、そ

の手続・費用等が定められていないため、これらを接続約款に記載す

ることにより、利用の適正性・透明性向上を図ることが適当｣とされ

たことを踏まえ、平成２２年１月、規定整備が行われた。また、平成

２２年３月には、ＮＴＴ東西の接続約款の変更認可が行われ、異経路

情報の確認調査に係る手続が新たに規定された。 

 

  ウ ＮＴＴ東西等の接続料の算定方法の見直し 

(ｱ) 固定電話の接続料の算定方法の見直し 

固定電話等の接続料算定方法として、平成２０年度から平成２２年度

までの３年間は長期増分費用モデル（第４次モデル）が適用されている。   

平成２３年度以降については、接続料算定に使用可能な各種コスト算

定を行う 新のモデルを構築する必要があるとして、長期増分費用モデ

ル（第５次モデル）の検討が｢長期増分費用モデル研究会｣6で行われた。  

平成２２年３月、同研究会の報告書が取りまとめられ、モデル見直し

により、加入者系交換機能、中継伝送機能及び中継交換機能を合計した

ネットワークコスト全体では、約４５６億円（１０％）の減少となると

された。 

 

(ｲ) 第二種指定電気通信設備に係る接続料の算定方法に係る検討 

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の算定

方法については、情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応

した接続ルールの在り方について」（平成２１年１０月）において、接

続料算定の適正性・透明性を図る観点から、接続料算定の考え方を整理

                                                 
6 参考：「長期増分費用モデル研究会｣ 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/chou

ki_index.html 
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することが必要との考えが示された。これを受けて、平成２２年３月、

「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」が策定・

公表された。 

同ガイドラインでは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者の接続料について、①接続料原価の算定プロセス、②接続料原価の

対象外とすべきコスト、③利潤の算定、④需要の算定に係る考え方が明

確化されるとともに、接続料の届出の際に添付する算定根拠の様式等が

規定されている。  

 

エ 債権保全措置の見直し 

(ｱ) 「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関 

するガイドライン」の改正 

平成２１年１０月、「電気通信事業分野における事業者間接続等に係

る債権保全措置に関するガイドライン」の改正が行われ、債務の履行の

確保のみならず、相手先事業者の事業に及ぼす影響等についても考慮す

る必要があることを踏まえ、記載内容の更なる明確化や内容の一層の充

実が図られた7。 

具体的には、｢信用評価機関による評価が基準を下回った事業者であ

っても、支払いを怠るおそれがないことを合理的に示す資料が提出され、

当該資料の内容が監査法人等によって証明されている場合にあっては、

預託金の預入れ等は不要と考えられる｣旨の記述等が加えられた。 

 

(ｲ) ＮＴＴ東西の接続約款の変更（債権保全措置に係る規定の変更） 

情報通信審議会の答申（平成１９年５月）において、「総務省におい

ては、ＮＴＴ東西による債権保全措置の運用が適正に行われるよう、当

該措置の運用状況について、運用開始後２年間、定期的（四半期ごと）

にＮＴＴ東西より報告を受け、その検証を行うこと」とされた。    

これを踏まえ、平成２１年１０月、「東日本電信電話株式会社及び西

日本電信電話株式会社が実施する事業者間接続に関する債権保全措置

の検証結果」が取りまとめられた8。検証の結果、ＮＴＴ東西において

                                                 
7 参考：「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン」の改正 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/19876.html 

 
8 参考：「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が実施する事業者間接続に

関する債権保全措置の検証結果」の公表 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/19878.html 
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改善を検討すべき事項として、①信用評価機関の評点を絶対的な基準と

するのではなく、評点が基準以下であっても、接続事業者の個別事業を

勘案する余地を認めるべきである、②網使用料の預託金等については、

支払期限の前倒し等を条件に、網使用料４か月分から３か月分に引き下

げる選択肢を提供すべきである等が挙げられた。 

平成２２年２月には、ＮＴＴ東西の接続約款の変更認可が行われ、①

債務の履行の担保を求める要件の見直し（信用評価機関の信用評価にお

いて、支払いを怠るおそれがあるものとしてＮＴＴ東西が別に定める基

準に該当する場合であっても、接続申込者が支払いを怠るおそれがない

ことを示す資料を提出し、その旨をＮＴＴ東西が確認できる場合には、

債務の履行の担保を要しないものとする。）、②預託金等の軽減等が行

われた。 

 

オ 電波利用の高度化・多様化に向けた取組 

(ｱ) ３．９世代移動通信システムの導入 

携帯電話によるデータ通信利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量

で利便性の高い移動通信システムに期待が寄せられている。このような

状況を踏まえ、第３世代移動通信システムを高度化した３．９世代移動

通信システムの導入のための取組が進められた。 

平成２０年１２月には技術的条件について、情報通信審議会から答申

が行われ、平成２１年４月には、制度整備のため関係省令等の改正が行

われた。 

その後、総務省は、３．９世代移動通信システムの導入のための特定

基地局の開設計画の認定申請を受け付け、平成２１年６月、申請のあっ

たすべての事業者（イー･モバイル株式会社、株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、沖縄

セルラー電話株式会社）に対し、周波数を指定し、認定を行った。認定

を受けた各事業者は、平成２２年９月以降、順次サービスの開始を計画

している。 

 

(ｲ) 広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）用小電力レピータの導入 

２．５GHz 帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムとしてサー

ビスが提供されている 2 つの無線方式（モバイルＷｉＭＡＸ及びＸＧＰ

（次世代ＰＨＳ））は、現在、鉄道駅構内、空港内等の公共性が高く比

較的規模の大きな施設内で基地局の設置によるエリア整備が進められ

ている。 
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一方、地下街における個別店舗等のような比較的規模の小さい施設内、

宅内及び鉄道・バスの車両内等では、経済性や設置スペースの制約など

から基地局の設置が困難であった。このため、携帯電話やＰＨＳと同様

に、安価かつ迅速に設置が可能な小電力レピータが導入されることとな

った。 

平成２１年６月、小電力レピータの技術的条件について情報通信議会

から答申が行われ、その後、制度整備のため関係省令等の改正が行われ

た。 

平成２２年１月には、ＵＱコミュニケーションズ株式会社から２．５

GHz 帯の周波数を使用する小電力レピータに係る特定無線局の包括免

許の申請があり、免許が付与されている。 

 

  カ その他 

(ｱ) 固定電話等に係る接続料 

平成２２年度のＮＴＴ東西の固定電話等（ＰＨＳ基地局回線機能、加

入者交換機能、中継交換機能、中継伝送共用機能、中継伝送専用機能等）

の接続料について、長期増分費用方式（第４次モデル）に基づく改定が

以下のとおり行われた。 

 

平成２２年度接続料（固定電話等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) ＮＧＮに係る接続料 

平成２０年３月末から商用サービスが開始されているＮＴＴ東西の

ＮＧＮの３機能（①一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（収容

局接続機能）、②関門交換機接続ルーティング伝送機能（ＩＧＳ接続機

能）、③一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能））

について、以下のとおり平成２２年度接続料の改定があった。なお、そ

【出典：総務省報道資料（H22.3.29）：東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の

第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可－長期増分費用方式に基づく 平成

22 年度の接続料等の改定－】 
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の算定は、平成２２年度の１年間を算定期間とした将来原価方式により

行われた。 

 

平成２２年度接続料（ＮＧＮ） 

 

 

 

 

 

       

       

   【参考】ＮＧＮの各機能の形態図 

 

 

※  

【出典：総務省報道資料（H22.3.29）：東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社

の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可－次世代ネットワークに係る平

成 22 年度の接続料の改定及び電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係る接続

約款の措置－】 
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第２章 委員会の紛争処理機能の拡大 

 

電気通信事業をめぐる市場環境の変化に対応するため、総務省は、平成２０年

度から引き続き、委員会の紛争処理機能の拡大について検討を行い、現在、必要

な法整備が進められている。ここでは、これらの状況について概観する。 

 

１ 通信・放送の総合的な法体系について 

  通信と放送に関する総合的な法体系について、平成２０年２月にその在り方

について、総務大臣より、情報通信審議会に諮問がなされた。 

  諮問を受けた情報通信審議会は、情報通信政策部会に「通信・放送の総合的

な法体系に関する検討委員会」を設置し、通信・放送の融合・連携に対応した

具体的な制度の在り方の検討を行い、平成２１年８月に本件諮問に対する答申

が行われた。 

  答申では、通信・放送法制の大括り化、通信・放送両用の無線局制度の整備、

免許不要局の拡大等について提言がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 
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委員会の紛争処理機能については、例えば、コンテンツプロバイダと電気通

信事業者の間の紛争や再送信同意に係る放送事業者と有線テレビジョン放送

事業者間の紛争等へと対象を拡大するとともに、その実効性を担保するための

措置を整備するなどの制度設計に取り組むことが適当であるとの答申が行わ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

出典：情報通信審議会(H21.4.21)資料 
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【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

２ 電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 

  総務省は、電気通信事業をめぐる市場環境の変化に対応し、電気通信市場に

おける公正競争環境を維持・確保する観点から接続ルールの在り方について検

討を行うため、平成２１年２月、電気通信市場の環境変化に対応した接続ルー

ルの在り方について情報通信審議会に諮問し、平成２１年１０月に答申があっ

た。 

  答申では、モバイル市場や固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備、

通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公正競

争環境の整備等について提言がなされた。 

委員会の紛争処理機能については、現在、電気通信事業者ではない通信プラ

ットフォーム事業者・コンテンツ配信事業者と電気通信事業者の間で接続等に

関する紛争事案が生じても、同委員会の紛争処理の対象とはならない状況にあ

ることから、委員会の紛争処理機能の対象範囲を拡大し、電気通信事業は営む

ものの回線不設置の非電気通信事業者と電気通信事業者との間の紛争事案も

対象に含めることが適当と考えられるとの答申が行われた。 

また、モバイルネットワークインフラの利活用に関し、鉄塔等の共用に係る

一般的な事業者間協議が不調の場合等にも、総務大臣裁定等の対象となるよう

に所要の措置を講じることが適当であるとの答申が行われた。 

出典：情報通信審議会答申案(H21.6.15)参考資料 
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【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第 104 回電気通信事業紛争処理委員会（H22.2.4）会議資料（総務省作成）】 

 

３ 情報通信審議会答申後の状況 

総務省は、通信・放送の総合的な法体系に関する答申及び電気通信市場の環

境変化に対応した接続ルールの在り方に関する答申等を踏まえ、新政権の下で

放送法、電波法及び電気通信事業法等の改正案の検討を行い、所要の修正・追

加を行った上で、「放送法等の一部を改正する法律案」として平成２２年３月

５日に国会に提出し、必要な制度整備を現在進めている。 
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第Ⅲ部 平成２１年度における紛争処理の状況 

第１章 紛争処理の概況 

 

当委員会は、次の４つの機能を有している。 

① 電気通信事業者間の紛争を解決するためのあっせん・仲裁 

② 無線局を開設し又は無線局の周波数等を変更しようとする者と既設

の無線局の免許人等との間の紛争を解決するためのあっせん・仲裁 

③ 総務大臣が行う行政処分についての諮問に対する審議・答申 

④ その権限に属された事項に関し、必要なルール整備等について総務大

臣に対する勧告 

  また、事務局に「電気通信事業者」相談窓口を設け、接続その他電気通信事

業者間のトラブル等に関する問合せ・相談等に対応している。 

  平成２１年度に行ったこれらの紛争処理の状況は、次のとおりである。 

  なお、委員会発足以来の紛争処理件数は【資料６】、紛争処理事例の内容別

一覧は【資料７】のとおりである。 

 

１ 平成２１年度における紛争処理件数 

  平成２１年度に委員会が受け付けたあっせんの申請は３件であった。そのう

ち、あっせんをしないものとした事件が１件、あっせんにより解決した事件が

１件、申請が取り下げられた事件が１件であった。また、総務大臣から諮問を

受け答申を行った事案が１件であった。 

電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理件数（平成２１年度） 
あっせん申請 処理終了 処 理 中 

３ ３ ０
 （あっせん不実行 １）

（あっせん打切  ０）
（解決      １）
（申請取下げ   １）

 

   
仲裁申請 処理終了 処 理 中 

０ ０
（仲裁判断    ０）

０

 
諮 問 答 申 審 議 中 

１ １ ０
 

勧 告  
０  
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２ あっせん・仲裁 

(1) あっせん 

委員会が行ったあっせんの申請に係る事件の処理の経過概況は、次の表の

とおりである。 

３件のあっせん事件のうち１件は、あっせん手続の結果解決した。また、

１件は、あっせん申請の後、当事者同士の協議が再開され、双方合意に達す

ることができたため、取り下げられた。残る１件は、相手方からあっせんに

応ずる考えはない旨の通知を受けたため、あっせんをしないものとした。 

 

事 件 申 請 処 理 終 了 
終 了 

事 由 

平成 21 年(争)第 1 号 平成 21 年 9 月 15 日 平成 22 年 1 月 21 日 解決 

平成 21 年(争)第 2 号 平成 21 年 10 月 27 日 平成 22 年 1 月 14 日 取下げ

平成 21 年(争)第 3 号 平成 21 年 12 月 28 日 平成 22 年 1 月 15 日 不実行

 

(2) 仲裁 

平成２１年度中、仲裁事件はなかった。 

 

２ 総務大臣への答申 

平成２１年度中、総務大臣から業務改善命令に関する諮問が１件あった。委

員会は、諮問について審議を行い総務大臣への答申を行った。 

 

事 案 諮 問 答 申 

諮問第７号 平成 22 年 1 月 28 日 平成 22 年 2 月 4 日 

 

３ 総務大臣への勧告 

平成２１年度中、総務大臣への勧告はなかった。 

 

４ 「電気通信事業者」相談窓口における相談等 

(1) 平成２１年度における相談件数  

「電気通信事業者」相談窓口において、平成２１年度に５７件の相談、問

い合わせ等を受けた。相談内容ごとの受付件数は、次のとおりであり、接続

の諾否に関する相談が２２件と３割以上を占めている。 
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相 談 内 容 受 付 件 数 

ア 接続の諾否 ２２件 

イ 接続に関する費用負担 １２件 

ウ 卸役務の提供 １０件 

エ 土地の利用 ３件 

オ その他 １０件 

計 ５７件 

  

(2) 主な相談内容  

 

ア 接続の諾否 

中継ダークファイバとの接続について相談があり、その後、あっせん申

請に至った（第Ⅲ部第２章 １を参照）。 

 

イ 接続に関する費用負担 

債権保全措置について相談があり、その後、あっせん申請に至った（第

Ⅲ部第２章 ２を参照）。 

 

ウ 卸役務の提供 

卸役務の提供を受けようと、事業者間で協議を行ったが、その料金につ

いて協議が難航しているとの相談がＭＶＮＯからあった。 

 

エ 土地の利用 

他の電気通信事業者の土地の利用について、その占用料の支払いを巡っ

て協議が難航しているとの相談があった。 

  

オ その他 

  ローミング契約に関する費用負担について相談があった。 
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第２章 あっせん事件の処理状況 

 

１ 平成２１年９月１５日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成２１年

９月１６日（争）第１号）（接続の諾否に関するあっせん申請） 

 

(1) 経過 

平成２１年 ９月１５日  関西ブロードバンド株式会社（以下「関西ＢＢ」

という。）、あっせんの申請（⇒（２）） 

９月１６日  西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」

という。）に対し、あっせんの申請があった旨通

知 

９月１８日  あっせん委員（龍岡委員長、坂庭委員長代理、

尾畑委員、富沢委員及び渕上委員）指名  

１０月１３日  ＮＴＴ西日本、答弁書提出（⇒（３）） 

１０月２１日  両当事者より意見の聴取 

１１月１３日 両当事者より意見の聴取 

１１月３０日 あっせん委員（白井特別委員）追加指名 

１２月１６、１７日 ＮＴＴ西日本局舎立入り調査 

平成２２年 １月２０日 両当事者より意見の聴取  

               あっせん案の提示 （⇒（４）） 

               関西ＢＢがあっせん案を受諾  

１月２１日 ＮＴＴ西日本があっせん案を受諾  

あっせん終了  

 

(2) 申請における主な主張 

ア ＮＴＴ西日本が確保している中継光ファイバの開放について 

(ｱ) 関西ＢＢは、地方公共団体から受注した条件不利地域における情報通

信基盤整備のため、ＮＴＴ西日本の中継光ファイバの６区間において中

継光ファイバの利用を希望しているが、いずれの区間も開示情報がラン

ク｢Ｄ（空き芯線がない）｣となっている。他方、当該地方公共団体の案

件に、ＮＴＴ西日本も応札しており、当該区間においてＮＴＴ西日本が

確保している中継光ファイバの開放についてあっせんを求める。 

(ｲ) あわせて、公正な競争条件の確保の観点から他の案件においても事前

確保されている中継光ファイバの開放についてあっせんを求める。 
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イ 中継光ファイバの空き状況の情報開示及び当該基準の運用について 

(ｱ) ＮＴＴ西日本が受注した地方公共団体の案件において、各地方公共団

体への企画提案説明の前後で、中継光ファイバの空き状況がランク変更

されており、当該ランク変更に関する事実関係の開示について、あっせ

んを求める。 

(ｲ) また、中継光ファイバの空き状況の分類基準の具体的かつ詳細な開示

（予備用芯線に係る確保の基準の開示などを含む）及び当該基準の客観

的に透明性のある運用の実施（ＤＦの公開情報の更新手続きの透明性の

確保などを含む）について、あっせんを求める。 

 

(3) 答弁書における主な主張 

ア ＮＴＴ西日本が確保している中継光ファイバの開放について 

(ｱ) 関西ＢＢが利用を希望している６区間について、既設の多重伝送路上

に中継回線を確保する予定であった。  

   (ｲ) 中継光ファイバの確保については、他事業者と同一の手続きにより、

実施しており、当社が一旦確保した芯線についても需要計画を適宜見直

すこと等の結果、不要になった場合には、速やかに開放している。 

 

イ 中継光ファイバの運用について  

(ｱ) ランク変更を行った区間においては、新たに利用が見込まれなくなっ

た芯線を開放し、適正に情報開示の変更を実施したもの。 

(ｲ) 光ケーブルの保守に必要となる芯線を確保した上で、提供可能な空き

芯線を貸し出すこととしており、その空き状況を開示している。 

 

(4) 両当事者が合意したあっせん案の概要 

ア ＮＴＴ西日本及び関西ＢＢは、あっせん申請書で記載した区間等、関西

ＢＢが中継光ファイバの利用を要望する区間のうち、利用可能な中継光フ

ァイバがない区間について、ＮＴＴ西日本の中継光ファイバの両端に設置

された多重伝送装置との接続を行う方式等により、ＮＴＴ西日本が関西Ｂ

Ｂに中継光ファイバの代替手段を提供することに関する具体的な協議を

早急に開始する。 

 また、ＮＴＴ西日本は、今後、関西ＢＢからの具体的な要望に応じて、

当該接続について検討を進めるとともに、当該接続を代替コンサルティン

グのメニュー項目に含めることについて検討を行う。 
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イ ＮＴＴ西日本は、同社利用部門が確保する中継光ファイバに関しては現

時点における利用又は利用予定の有無、また、光ケーブルの保守に必要と

なる芯線に関しては現時点における必要性の有無を改めて確認し、その結

果不要とされたものについては速やかに返納を行う（特に他事業者への中

継光ファイバ開放時から中継光ファイバの空き情報が「D」ランクの区間

については、重点的に確認。また、多重伝送装置が導入されている区間に

ついては、設備更改に合わせて、当該装置の利用を検討する等、中継光フ

ァイバの効率的利用について引き続き努力。）。 

また、他事業者が確保する中継光ファイバについても、ＮＴＴ西日本同

様の取組みを実施するよう申入れを行う。 

以上の結果の概要について、電気通信事業紛争処理委員会に報告する。 

 

ウ ＮＴＴ西日本は、同社接続約款に規定される同社の中継光ファイバとの 

 接続に関する手続き等に関し、接続をより円滑に行う観点から、中継光フ

ァイバについて、過去の空き情報の閲覧の容易化、空き情報の変更理由の

付加、空き情報の更新のタイミングの明示、光ケーブルの保守に必要とな

る芯線の確保及びその目的の明示を行うことにより、空き情報閲覧画面の

情報閲覧機能の更なる充実を図る。 

 

エ ＮＴＴ西日本は、中継光ファイバの一層の適正な管理に資するため、同 

社の中継光ファイバに関する区間毎の利用状況を管理する体制を整備し、

その整備概要について電気通信事業紛争処理委員会に報告する。 
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２ 平成２１年１０月２７日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成２１

年１０月２７日（争）第２号）（接続に関する費用負担についてのあっせん申

請） 

 

(1) 経過 

平成２１年１０月２７日  有限会社ナインレイヤーズ（以下「ナインレイ

ヤーズ」という。）、あっせんの申請（⇒（２）） 

１０月２９日  西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」

という。）に対し、あっせんの申請があった旨

通知 

平成２２年  １月 ７日 ナインレイヤーズ、申請の取下げ（⇒（３））  

          １月１４日 あっせん手続の取りやめ（当事者への通知） 

 

(2) 申請における主な主張 

ナインレイヤーズは、ＮＴＴ西日本のダークファイバ及び地域ＩＰ網と自

社のネットワークを接続することにより、高知ＩＸ（インターネット接続）

サービス等を提供している。 

平成２１年５月、ＮＴＴ西日本より、ＮＴＴ西日本の接続約款第７７条の

３第１項第４号の「別に定める基準」に該当するとして、債権保全措置（新

規利用分のダークファイバについては 低利用期間（１年分）の担保、既存

利用分については４ヶ月分の担保）を求められた。 

ナインレイヤーズは、昨年より決算状況が良くなっており、当該債権保全

措置は不要と考えると主張し、ＮＴＴ西日本と協議を行ったが、ＮＴＴ西日

本より、信用調査会社の評価は開示できないとの回答を受けたこと等により、

協議が不調となったことから、当該債権保全措置の要否について、あっせん

を申請する。  

 

(3) あっせん申請取下げ 

 あっせん申請後、再度の当事者間の協議を平成２１年１１月に行い、ナイ

ンレイヤーズは、 新の財務諸表をＮＴＴ西日本に提出し、ＮＴＴ西日本は

当該財務諸表を確認後、信用評価機関へ評価の 新化を依頼した。その結果、

ＮＴＴ西日本より債権保全措置の必要がないことが確認できたとの連絡が

ナインレイヤーズにあった。このため、ナインレイヤーズは、平成２２年１

月にあっせんの申請を取り下げ、あっせんをしないこととなった。 
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３ 平成２１年１２月２８日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成２１

年１２月２８日（争）第３号）（接続の諾否に関するあっせん申請） 

 

(1) 経過 

平成２１年１２月２８日  生活文化センター株式会社（以下「生活文化セ

ンター」という。）、あっせんの申請（⇒（２）） 

平成２２年 １月 ６日  株式会社ＮＴＴドコモ（以下｢ＮＴＴドコモ｣

という。）に対し、あっせんの申請があった旨

通知 

１月１２日  ＮＴＴドコモ、あっせんに応じる考えはない旨

の報告（⇒（３））  

         １月１５日 両当事者に対し、あっせんをしない旨の通知 

 

(2) 申請における主な主張 

生活文化センターはＮＴＴドコモに対し、平成２１年７月以降、レイヤ２

接続、音声接続、ＩＳＰ接続、ＳＭＳ（ショートメッセージ）等について、

各々、事前調査申込みや接続申込みを行っている。  

同年１２月に、ＮＴＴドコモより各接続について、接続拒否の連絡があり、

協議が不能となったことから、レイヤ２接続等の実現について、あっせんを

申請する。 

 

(3) あっせん不実行 

ＮＴＴドコモに対し、あっせんの申請があった旨通知したところ、ＮＴＴ

ドコモより、「生活文化センターとの間におけるＭＶＮＯの提供に係る相互

接続については、同社に対し、理由を示した上で、明確な接続拒否の回答を

しており、当該接続拒否に係る方針を変更する考えはなく、歩み寄りの余地

がないことからあっせんに応じる考えはない。」との報告が委員会にあった

ため、あっせんをしないこととなった。 
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第３章 諮問事案の処理状況 

 

平成２２年２月４日命令事例（平成２２年２月４日総基事第２１号） 

 

(1) 経過 

平成２２年 １月２８日 総務大臣、電気通信事業紛争処理委員会に諮問

（⇒（２）） 

２月 ４日 電気通信事業紛争処理委員会、総務大臣に答申 

（⇒（３）） 

総務大臣、西日本電信電話株式会社に対して業

務の改善を命令（⇒（４）） 

 

 

(2) 諮問 

平成２２年１月２８日諮問第７号（次のとおり） 

 

諮 問 書 

 

 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、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ので、事業法第１６０条

第２号の規定に基づき諮問する。  

 

記 

 

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。）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、事業法第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



第Ⅲ部 平成２１年度における紛争処理の状況 

49 

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ＤＳ

Ｌ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。）においても、同年４月から１

１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ＤＳ

Ｌ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、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Ｎ

ＴＴ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。  

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
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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こととしたい。 

 

別 紙

 

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 
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(3) 答申 

平成２２年２月４日電委第１９号（次のとおり） 

 

答申書 

 

 平成２２年１月２８日付け諮問第７号をもって諮問された事案につい

て、審議の結果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

 西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）に対し諮問

の趣旨により業務の改善を命ずることは、適当である。 

 ただし、命令に当たっては、以下の点に留意されたい。 

１ 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に欠くことの

できない電気通信設備を設置する電気通信事業者であることにかんが

み、ＮＴＴ西日本がその立場を十分に認識しつつ命令を確実に履行する

よう注視すべきこと。 

２ ＮＴＴ西日本及び地域子会社等における「法令等の遵守が徹底される

体制の構築」として講じさせる措置については、次のとおりとされるべ

きこと。 

① 社内における業務分掌等の観点からも必要かつ十分な措置である

こと。 

② 客観的な検証可能性に配意しつつ講じられること。 

 

(4) 命令 

西日本電信電話株式会社あて平成２２年２月４日総基事第２１号（次のとおり）  

 

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
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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１

０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、ＮＴ

Ｔ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、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
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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。 

なお、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、この処分があ

った日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの

訴えを提起することができる。 

 

 

別 紙

 

 

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 
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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４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 
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おわりに 
 

「はじめに」でも触れたとおり、平成２１年度における委員会を巡る大きな動

きとしては、委員会の紛争処理機能の拡大について法整備が進められていること

が挙げられる。本文でも言及したが、ここで改めて述べたい。 

 

委員会は、「電気通信事業法」の規定に基づくあっせん・仲裁については、紛

争当事者が「電気通信事業者」である場合の紛争事案のみ取り扱っている。 

 

他方、近年のＩＰ化やブロードバンド化の進展により需要が拡大している通信

プラットフォーム事業やコンテンツ配信事業については、電気通信回線設備を設

置せずに行っている電気通信事業であり、事業法では「電気通信事業者」に該当

しないとされているため、通信プラットフォーム事業者・コンテンツ配信事業者

と電気通信事業者の間で接続等に関する紛争事案が生じても、委員会の紛争処理

の対象とはならない。 

 

通信プラットフォーム市場やコンテンツ配信市場がさらに拡大していくこと

が予想される中で、配信サーバのみを設置する回線不設置事業者と回線設置事業

者との間の接続形態が増加していくことが見込まれ、それに伴い、当該事業者間

での紛争事案が発生する事態も懸念されている。 

 

また、放送の再送信同意に係る放送事業者と有線テレビジョン放送事業者間の

紛争についても、情報通信審議会の答申において、実態として当事者間の協議が

多数進行中であることが指摘されている。 

 

こうした現状を踏まえ、所要の法律の改正案が国会に提出されていることは、

第Ⅱ部第２章で記載したとおりである。 

 

委員会にとっては未知の分野であるが、これまでの紛争処理の実績を活用しつ

つ、対象範囲の拡大によって見込まれる新たな紛争についても、ＡＤＲ（裁判外

紛争処理）機関として求められている役割を果たすべく、迅速かつ円滑に解決で

きるよう引き続き鋭意努力していく所存である。 
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