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はじめに 

 

電気通信事業紛争処理委員会は、電気通信事業者間の紛争を迅速、円滑かつ公正に

処理するため、総務省の許認可部門とは独立した専門的機関として、平成１３年１１

月３０日に発足しました。 

 

 電気通信分野では、昭和６０年に競争原理が導入されて以来今日まで、累次の電気

通信事業法の改正により、規制緩和が進められる一方で、事業者間の公正競争確保の

ための環境整備が進められてきているところです。 

電気通信分野における公正かつ有効な競争条件の確保は、電気通信サービスの円滑

な提供と電気通信の健全な発達の基礎となるものであり、このための政策としては、

電気通信事業者間の事前の競争ルール整備とともに、紛争が生じた場合にこれを円滑

かつ迅速に解決する事後の紛争処理制度の整備が行われています。 

 

当委員会は事後の紛争処理を担う機関として、発足以来、あっせんや仲裁などの制

度を活用して、電気通信事業者間の様々な紛争の解決に当たってまいりました。電気

通信事業者間の紛争は、近年のＩＰ化やブロードバンド化の進展といった電気通信市

場における環境変化に伴い多様化・複雑化してきており、今後、当委員会の役割も益々

増していくものと考えています。 

 

この「電気通信事業紛争処理マニュアル」は、①紛争解決のために設けられている

制度の利用手続についての解説、②実際に発生した事例とその解決についての紹介、

③関係法令や指針等の関係資料から構成しており、これまで数次に渡って改訂してき

ております。 

今般の改訂では、前回の改訂版（第８版（平成２０年１１月公表））以降に策定・改定

された関係指針や当委員会で行ったあっせん及び審議・答申事例を追加するとともに、

記述や関係資料の見直しを行っております。 

 

関係各方面において、このマニュアルがさらに有効に活用され、一層円滑な紛争の

解決が図られることを切に期待しております。 

 

 

 

平成２２年●月 

 

電気通信事業紛争処理委員会 

委員長  龍岡 資晃 
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