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情報通信審議会 情報通信政策部会 

通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会（第２回）議事録 

 

１ 日 時 平成20年3月13日（木）15:00～16:30 

２ 場 所 第１特別会議室（総務省８階） 

３ 出席者 

 (1) 委員（敬称略） 

   長谷部 恭男（主査）、村井 純（主査代理）、伊東 晋、大谷 和子、 

長田 三紀、村上 輝康、安藤 真、岡田 仁志、木村 忠正、國領 二郎、 

菅谷 実、中村 伊知哉、藤沢 久美 

 (2) 総務省 

   鈴木総務審議官、寺﨑総合通信基盤局長、中田政策統括官、桜井官房総括審議官、 

河内官房審議官、松井官房審議官、武内電気通信事業部長、田中電波部長、 

鈴木総合政策課長、内藤通信・放送法制企画室長 

４ 議題、調査・検討の内容等 

 (1) 開会 

【長谷部主査】  それでは定刻になりましたので、ただいまから情報通信審議会情報通信政策

部会通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会第２回会合を開催させていただきます。 

 本日は皆様、ご多用のところ、ご出席くださいまして、ありがとうございます。本日、清原委

員、根岸委員、濱田委員、舟田委員、山本委員は、所用のため欠席とのご連絡を受けております。 

 それでは早速、議事の進行に入らせていただきます。本日はまず、「通信・放送の融合・連携に

関するヒアリング」について。続きまして「通信・放送の法体系に係る課題」のうち「諸外国の

通信・放送法制と動向」について議題とさせていただきます。 

 本日のヒアリングのために、社団法人日本経済団体連合会の方々にお越しいただいております。

後ほどご紹介をさせていただきます。 

 まず、事務局より本日の資料の確認をお願いいたします。 

【内藤法制企画室長】  はい。事務局でございます。本日の資料、全部で４点ございます。す

べて両面印刷とさせていただいております。まず資料の１でございます。前回２月２５日、第１

回の議事概要、両面で一枚ものでございます。 

 続きまして資料２でございます。資料２のほうは本日意見交換のためにお越しいただいており

ます、社団法人日本経済団体連合会様の資料でございます。まず資料２－１がご提言の概要の紙
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で、Ａ４横の全部で８枚ものでございます。最後は１４ページになっているかと存じます。 

 資料２－２がご提言の本体ということで、Ａ４縦で１４枚もの、最後が２５ページになってい

るかと存じます。 

 最後、資料３。こちらは事務局資料でございます。「諸外国の通信・放送法制と動向」というこ

とでございます。Ａ４横で１０枚もの、最後は１８ページになっているかと思います。 

 資料は以上でございます。 

【長谷部主査】  資料の過不足、ございませんでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 ここで、今回初めてご出席の委員の方から、簡単に自己紹介をお願いできればと存じます。安

藤委員、よろしくお願いいたします。 

【安藤専門委員】  東京工業大学の安藤です。専門は、無線、アンテナ、電波です。よろしく

お願いします。 

【長谷部主査】  よろしくお願いいたします。本日は中村委員もこの後、多少遅れてお見えに

なると伺っておりますので、そのときにまたごあいさつをいただければと存じます。 

 それでは早速ですが、通信・放送の融合・連携に関するヒアリングを開始させていただければ

と思います。ヒアリングの進め方でございますが、まずはご説明をいただく方から、３０分程度、

資料に基づいてご説明をお願いいたします。その後、１５分程度意見交換の時間をとりたいと考

えております。なお、本日の資料は公表といたしまして、その模様は後日、議事録を作成・公表

する予定でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、ヒアリングに入らせていただきます。まず、本日、ご説明をお願いしております方

をご紹介いたします。社団法人日本経済団体連合会、情報通信委員会通信・放送政策部会の部会

長であられます前田忠昭様。それから産業第二本部情報グループ長の上田正尚様でいらっしゃい

ます。 

 それでは、ご説明、よろしくお願い申し上げます。 

 (2) 通信・放送の融合・連携に関するヒアリング 

【前田部会長】  日本経団連の情報通信委員会の通信・放送政策部会長を仰せつかっておりま

す、実は本職はガス事業の副社長をやっておりまして、東京ガスの前田でございます。おそらく

経団連の中で、直接の業界の利害がないということで、私が差配をさせていただいている状況か

なと思います。 

 最初に私のほうで説明をさせていただいて、後ほどのＱ＆Ａについては、私の隣にいる上田グ

ループ長と一緒になって、お答えをさせていただきたいと思います。ちょっと風邪なものですか

ら、声が割れて申しわけありません。 

 それでは早速でございますけれども、日本経団連では先月、お手元の資料、２－１と書いてあ

ると思いますが、提言として「通信・放送融合時代における新たな情報通信法制のあり方」とい

うのを公表いたしました。本日こちらについて、説明させていただきます。 
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 まず１ページ目は、「はじめに」ということでパラダイムシフト等、今までの検討の状況等を書

いてあるだけですので、ここは無駄だと思いますので飛ばさせていただきます。 

 ２ページ目にまいりまして、ご承知のように技術革新で通信・放送の融合が進展する中で、新

しいビジネス、サービスの創造であるとか、あるいはイノベーションを通じて情報通信産業の国

際競争力強化といったことに向けて、新たな通信・放送のあり方について、私どもの立場という

のが４のところに書いてございまして、日本経団連はもちろん、情報通信産業あるいは放送業界

の方々も、メンバーとして入っておりますけれども、基本的には企業ユーザーとしての立場とい

うところと、したがって②のところに書いてありますように、技術の進展によって、ユーザーと

いえども、逆に情報を発信できるということから、情報コンテンツの供給者、こういった立場を

代表するということで取りまとめを行ってまいりました。 

 問題意識としましては、世界最高水準のインフラが整備されているのに、いろいろなサービス

が諸外国に比べて後れている。この辺のところは多くの方々が持っている問題意識なのではない

かと思います。３ページ目にありますように、現在の通信・放送の制度的枠組みは、ご承知のと

おり事業とかあるいはメディアごとに細分化された９本もの法律からなっていて、このような複

雑な法体系のもとでは、通信・放送の融合領域に属する新しいサービスに対して、従来型の規制

で行われるということで、新たなビジネスがなかなか出てこられないという弊害があるのではな

いかと思います。 

 このような現状認識から、今回の法的枠組みの見直しを機に、４ページ目にございますように、

私どもとしては、（１）技術革新への対応。これは当然でございますが、技術の持つ潜在能力、革

新力、両面で十分発揮できる体系にすべきだとかです。 

 （２）として、融合したサービス、あるいは市場を創出することをできるだけ可能にする。そ

れから（３）にあるような、利用者あるいは視聴者重視の新たな通信・放送融合体系に転換する

ということによって、（４）に書いてあるような情報・通信産業の国際競争力の強化につなげるべ

きであると考えております。 

 ５ページ目にまいりますが、見直しをする際の基本的な原則といいますか、物の考え方で、こ

れは経団連の中で議論になったときに、こういうところに立ち戻って議論をしようということで

ございますが、（１）としてはできるだけ新規参入、あるいは自由・公正な競争促進が起こること

をねらいにしようと。そのことによって、産業全体を活性化していくというのが（１）。 

 （２）は、従来の事業区分ごとの細かい事前規制から、むしろ一般競争法による事後規制にで

きるだけすべきではないかと。要するに、規制はできるだけ少なくして、事後規制で対応すべき

ではないかというのが、どちらかといえばそういう方向で物を考えるべきというのが（２）です。 

 （３）は、これは現在の体系が先ほど申し上げたように、事業とかメディア別の規制になって

おりますので、これを一度利用者側から見てみるというか、利用形態から見て、メディア等によ

らない新たな規制体系ができないものかということでございます。 

 （４）は、競争事業者間のイコールフッティングの確保でございまして、競争条件がイコール

になるように、常に考えながらもろもろの規制を考えるべきだと。これも当然のことかもしれま
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せん。 

 （５）は、付加価値の高いコンテンツの育成ということで、多様なコンテンツの制作者にとっ

て望ましい制作環境を整備・維持することが、新しいサービスを生み出す原点なのではないか、

それがユーザーの利益につながっていくと。そういう観点で、できるだけコンテンツが自由にい

ろいろなことができるような体系を目指すべきであるというのが（５）です。 

 最後（６）としては、政策の中立性ということで、競争においてできるだけ中立的であると。

あるいは技術にとって中立性があることと、そういったことの原則を確認しております。 

 ６ページ目にまいります。６ページ目には、新しい法体系の基本的な方向性、制度的枠組みの

あり方ということですが、基本的方向性としては、従来の事業、あるいはメディアごとの規制か

ら、そういったメディアごとの縦割りの法体系は適当でないと。これは総務省の研究会でもそう

言っています。基本的に同じ考え方ですけれども、共通した概念として、コンテンツだとか伝送

サービスだとか、あるいは伝送設備といった機能を考えて、それがたまたま従来の垂直統合に対

して、レイヤー型になっているということで、レイヤー型構造が望ましいのではないかというこ

とでございます。したがって、この辺の大まかなところは総務省の研究会と基本的には同じ方向

であろうと思っております。 

 それからその次に、レイヤー型の法体系については、先ほど申し上げた基本的な方向性に一番

フィットしたものという意味でレイヤー型が望ましいのではないかと私どもでは考えております。

例えば、現在は通信・放送産業の各レイヤーの機能がそれぞれ高度化して、いろいろな参入者が

ありますけれども、従来型のような、全部垂直統合で一式持たなければ、こういった新しい枠組

みというか業界の中に入ってこられないというのが、ともすればそういう実態が見られるわけで、

垂直統合だけをもって通信だとか放送だとかというのは、基本的には多くの参入者がなかなか入

ってこないという意味で、将来の日本の産業が後れることにもつながるおそれがあるのではない

かと思っております。 

 事実、新規参入者の多くが、コンテンツだけとか、あるいは伝送サービスだけということで、

その中のある種のレイヤーだけで、それを足がかりとして入ってきている例が多いのではないか

思います。 

 ７ページ目に、日本経団連で議論したレイヤー型法体系のイメージ図を示してございます。具

体的なレイヤー型体系のあり方という意味では、右側にありますように、コンテンツと伝送サー

ビスの部分と、ネットワークとして伝送設備の３つのレイヤーに分けることを提案しております。

その上で、少なくともコンテンツは原則自由で、民間の自己規律にゆだねるべきではないかと。

あるいは伝送設備、一番下のネットワークについては、通信と放送共通の枠組みとすべきである

と述べております。新しい通信・放送融合法体系は、従来の通信・放送事業者を規制とする多数

の法律を一般化する趣旨があるのではないかと思いますので、従来どおり事業として通信・放送

及び融合領域にかかわるサービスを行うものに限定すべきなのではないかと。要するに、何を言

っているかといいますと、事業をやる人たちを規制対象にすべきだと申し上げているわけであり

ます。 
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 レイヤー型の体系の中でこの３つをそれぞれ分離しようといっているわけではなくて、もちろ

ん現在の事業者を一気通貫でコンテンツからネットワークまでもつ垂直統合的な事業展開は、当

然可能であるべきだと思っております。 

 レイヤー型の分離については、コンテンツ、伝送サービス、伝送設備と、この３のほかに、総

務省の研究会では認証とか課金とか、ポータルサービスあるいは検索サービス等のプラットフォ

ーム機能があって、これも一つのレイヤーと定義されていると伺っておりますけれども、私ども

としてはそれがここでは省いて、省いてというのはちょっと失礼な言い方ですけれども、プラッ

トフォーム機能というのは特別な例外を除いて、伝送サービス等の、いわゆるサービス機能の一

部として存在していて、それを一つのレイヤーとしてきちっと定義して事前規制をするほど、ま

だ成熟していないのではないかということで、むしろそれについては時期尚早であって、まだプ

ラットフォームの機能はどんなものが、将来全体のドミナントとなっていくのかということも、

必ずしも決まっているわけではないので、そういう激しいサービスの競争にあるものを規制する

というよりは、新たなサービスの展開等を阻害しないように、むしろ自由にしばらくはやらせて、

基本的には事後規制によって対応すべきなのではないかということで、３つのレイヤーとしてお

ります。 

 それから８ページ目にまいります。新たな法制度を構築するにあたっては、新しい行政組織の

あり方についても、あわせて検討する必要があると私どもでは考えています。ご存じのように、

現在、我が国では、通信・放送、コンテンツ、情報通信機器、それぞれの分野で複数の官庁が管

轄をしていると、分散をしている状態にあります。今後、通信・放送の融合だけでなく、産業振

興する、あるいは競争政策を全体としてとらえる。あるいは知的財産に関する権利問題等々、い

ろいろ課題がある。その課題をうまく調整するというか、現状では多くの人たちが問題があると

認識をしているのではないかと思いますので、本来、もし１つであれば、あるべき行政機能を十

分に発揮していない弊害があるのではないかと考えているところであります。 

 そこで、まず通信・放送の産業振興等々、あるいは規制、複数の省庁にまたがって取り扱われ

ている状況を見直す必要があって、これについて新しい行政組織のあり方を検討すべきであると。

矢印の下にありますように、国家行政組織法第３条に基づく独立行政委員会として、電気通信・

放送に関する独立規制機関の設置を検討すべきであると、例として英国のＯｆｃｏｍ等を挙げて

おります。 

 ご存じのように英国では、Ｏｆｃｏｍが貿易産業省の産業振興部門とは独立した中立的な立場

から、競争ルールの策定であるとか執行、事後規制、紛争処理等を実施していて、結果として利

用者利益の向上や市場の活性化に大きく寄与しているものと考えております。したがいまして、

我が国におきましても、Ｏｆｃｏｍ等を参考に、通信・放送に関する独立規制機関を設置すべき

ではないかというのが、提案の１つであります。 

 それから９ページ目にまいります。９ページ目以降では、それぞれの新たな規律のあり方につ

いて述べております。まず、コンテンツに関しましては、先ほど申し上げましたとおり、原則自

由であるべきだと。民間の自己規律にゆだね、規制は必要最小限にすべきだと、私どものほうで
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述べております。 

 新しい法制は、基本的には事業者を対象とすべきという立場を先ほど申し上げましたけれども、

したがって、電話であるとかＥメール等の私信はもちろんですけれども、ホームページなどにつ

いても、本体制の枠外に置くべきなのではないかと考えております。その上で、もちろんホーム

ページ等については違法であるとか、有害コンテンツというのは社会問題となっております。 

 これについて何らかの規制を加えるべきだという議論は当然あったわけですけれども、基本的

に原則自由であるというところから出発して、これをもし規制するとすれば、すべての国民が守

るべき一般法である刑法であるとか、プロバイダ責任制限法であるとか、知財法等の関連法、あ

るいは民間の自主的な取り組み、技術的なフィルタリング等々、あるいは有害サイトよっては、

当然国際的連携によって対応しなければならないケースが多いと思いますので、総合的に実施を

すべきであって、そういった取り組みを一層強化することによって対応すべきなのではないかと

いうことでございます。 

 それから１０ページ。概念的には１０ページにあるとおり、今の左側のほうの公然性を有しな

いものについては当然通信の秘密を保障しますし、真ん中のコンテンツの部分についても、原則

自由ということでございますが、コンテンツサービスの代表である放送については、規制は必要

最小限という原則を持ちつつ、規制対象となる放送コンテンツ及び事業者について、再検討する

必要があるのではないかと思います。その上で、新しい法制度の範疇である事業として提供され

るコンテンツを明確に定義するということで、例えば基幹放送という概念を取り入れています。

一番右側に基幹放送たる地上テレビジョン放送と書いてはございますけれども、基幹放送とそれ

以外の２つに分類することを提案しております。 

 基幹放送については、現行の放送準則レベルということで、それ以外についてはもっと大幅に

規制緩和をして、原則として民間の自己規律にゆだね、自由な事業展開を可能にするような枠組

みにすべきであると述べているところであります。この際、基幹放送とそれ以外を分ける定義に

ついては、私ども完全にここで定義しているわけではありませんが、この機会に新しい法体系の

中では、規制の対象範囲を最小限とする観点から、こういうことが基幹放送であると定義すべき

であるとしてきております。 

 そのかわり基幹放送については、相当な義務等が発生するということでございまして、１１ペ

ージ目に基幹放送について、文字で述べておりますけれども、事業として提供されるコンテンツ

をまず分類して、規制の程度をそれぞれ変えることを検討するのが適当ではないかと思っており

ます。 

 総務省の研究会の報告書では、概念的には似ているのではないかと思いますが、公然性を有す

るコンテンツの中に、特別な社会的影響力を有するものをメディアサービス、あるいはそれを有

しないものをオープンメディアコンテンツとして、メディアサービスについては特別な社会的影

響力という、その程度に基づいて社会的影響力の大きいものを特別メディアサービス、弱いもの

を一般メディアサービスと。そのような形で類型化しているのではないかと思います。 

 特別な社会的影響力が、やはりあいまいな概念かなと思いまして、それをきちっと細かく、特
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別なという意味を限定的にということになれば、やや似ているところがあるのかもしれませんが、

判断のレベルが、恣意性が入りやすいという弊害もあるのではないかなと思っております。した

がって、できるだけ不透明な制度とならないように、きちっと定義をしていく必要がある。 

 例えば、どういうメディア、あるいはどういうコンテンツが規制対象になるのかを、限定的に

列挙する必要があるのではないかと。そうしないと、あらかじめ規制を受けるのかどうかもわか

らない状態では、新たなサービスとか新たなビジネスの創出はなかなか出てこないおそれがある

のではないかと思います。 

 それから、同じく総務省の研究会の報告書では、メディアサービスの類型化や審査等を通じて、

コンテンツに対する規制強化、あるいは表現の自由に対する規制につながるという強い懸念が、

特にメディアを中心に表明されていたのではないかと思います。私どもの経団連の議論の中でも、

こうしたレイヤー型の構造、あるいはそれを含んだ行動そのものが何らかの規制強化につながる

のではないかといった懸念が、特に放送関係を中心に表明されてきて、議論になってまいります。

ただ、レイヤー型の法体系そのものが、コンテンツの規制と直接的に関係するということではな

いと私どもは思いまして、そのことについてはご理解をいただいたのではないかと考えていると

ころであります。 

 伝送サービスについての規制については、１２ページに書いてございます。基本的には利用者

利益の確保を主要な目的と位置づけまして、原則、事業者の自由な事業活動を可能とする枠組み

とする一方で、市場支配力を有する事業者による競争阻害・制限行為等が排除されるよう、独占

禁止法等による事後規制と、必要最小限の事前規制型の公正競争ルールを設定して運用すべきで

あると考えております。 

 それから（３）の伝送設備（ネットワーク）につきましては、公正競争確保の観点から、寡占

的な事業者が有するボトルネック性のあるネットワークについては、必要最小限の事前規制が必

要であると考えます。レイヤー型法体系への移行に伴って、ユーザーがネットワーク上で自由に

コンテンツやサービスを選択できる。あるいは、差別的な取り扱いを受けないようにすることが

必要だと思います。そこで、ユーザーが適正な価格で多様なサービスを公平に享受できるという

意味で、「ネットワークの中立性」の確保が担保される枠組みにすべきだと考えております。 

 １３ページにいきまして、１３ページにありますように、あるレイヤーで市場支配力を有する

事業者が、他のレイヤーの事業者に支配的な影響力を行使する可能性、あるいは垂直統合型のビ

ジネスモデルを通じて、市場支配力を行使する可能性があるというのが、議論の中で懸念された

ところであります。 

 そこで、レイヤー間のインターフェースのオープン性を確保して、特定のレイヤーにおける市

場支配力が、隣接するあるいは関連のレイヤーに及んで、そのレイヤーの競争を阻害することが

ないようにすべきだということを提案してございます。 

 それから最後に、「終わりに」ということで１４ページに、提言の最後に書いてあることで、今

回、通信・放送融合法制に対する検討は、概念としての提示がようやくできた段階なのかなと思

います。今後法制が目指す姿を実現するためには、膨大な労力と作業が必要になるのではないか
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ということで、特に利害関係が相当錯綜する改革かなと思いますので、道半ばで、ある種、部分

最適というか、中途半端な法改正になりがちかと懸念しているところでございます。今後の法改

正、法制度の検討に当たりましては、我が国全体としての最適な見地から、通信・放送分野を中

心に我が国の情報通信産業の国際競争力を強化するという、原点に立ち返ってどうすべきかを再

確認しつつ、検討を進めていただければと。これは研究会を含めた方向性の応援演説かなと思い

ます。 

 また、こういうことのためには、２に書いてございますように、今回の融合法制の整備以外に、

規制主体の改革、あるいは著作権、高度ＩＣＴ人材育成、知財等々、先ほど申し上げたようない

ろいろな課題がございますので、ここら辺の取り組みを一層強化する必要があるということが、

一応「終わりに」というところに書いてあるという紹介でございます。 

 これから具体的な法制化に向けた検討が進められていくところだと思いますが、法案作成プロ

セスの透明性、あるいは公開性をぜひ確保していただきまして、ユーザーを含め、国民合意のも

とで、世界に誇れる真の通信・放送融合法制を実現していただきたいと存じております。 

 私から、提言の説明は以上でございます。どうもありがとうございました。 

【長谷部主査】  どうもありがとうございました。非常に豊富な内容、時間よりも多少早目に、

簡潔にまとめていただきまして、まことにありがとうございます。 

 それでは意見交換のほうに移ってまいりたいと存じますが、恐縮ですが、まず私のほうから２

点ほど、議論を転がしていくためということで質問をさせていただければと存じます。 

 まず第一に、ご説明の中でもご指摘がございましたが、ご提言は主に事業者を対象とする事業

法のことを念頭に置いてというお話のようでしたが、その事業の前提になるような、例えば伝送

設備に関する基本的な規定ですが、現在でいうと有線電気通信法ですとか電波法のかなりの部分

がそれに当たるかと思います。こういった規律について一本化をすることを想定しておられるの

かどうか。ちょっと細かいことで恐縮ですが、その点をまずお願いできればと思います。 

【前田部会長】  基本的には、現在のようなインフラによった法律体系ではなく、これらを一

本化した一つの枠組みの中で、逆にユーザー側から見て、何でも同じであれば同じ体系の中に一

つにまとめていくべきであるという考え方で、基本的には一本化すべきであると考えております。 

【長谷部主査】  さようでございますか。 

 それからもう一つ、これは確認なんですが、これも先ほどそういうご趣旨のお話があったと思

います。コンテンツ、伝送サービス、伝送設備の横に分けたレイヤーごとの法体系の転換を提言

しておられますが、経団連さんは放送事業者さんも含めての団体であると承っておりますが、こ

のレイヤー型の法体系への転換については放送事業者も含めての経団連さんとしてのご提言であ

ると承ってよろしゅうございましょうか。 

【前田部会長】  はい。最終的にこういう形で提言としてまとまりましたので、これに関して

はご理解いただけたものだと考えておりますけれども、少し補足をさせていただきますと、レイ

ヤー型の法体系には、放送業界の方々は反対の立場をとられてきたのかなと思いますが、当然経

団連の委員会の中の議論でもそうした議論がございました。そのうちの最大の理由は、少なくと
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も私が理解する範囲では、従来は、電波法、放送法といった、現在の二重構造のもとで、番組内

容については行政の直接的な関与を防ぐように、放送による表現の自由を、制度的にずっと保障

してきた、担保してきたという歴史的経緯があって、それがこれを機に崩れるのではないか、よ

り規制が強まるのではないかというのが、一番大きな反対の理由であったと、私は理解しており

ます。 

 先ほど申し上げましたように、レイヤー型にしたからといって、そこのところが特に規制が強

化されることとは、直接的な因果関係はないわけでございますし、むしろ私どもの中でもコンテ

ンツについては、原則自由とか、できるだけ民間の自主規律を原則として、規制は必要最小限で

あるべきだと考えております。 

 先ほどの、基幹放送という立場になるかならないかということで、基幹放送になれば何らかの

規制は受けることになるのではないかと思います。私どもの案としてはそうなっているわけです

けれども、中身についての規制強化に反対する立場については、経団連の提言そのものが、もと

もと原則自由でという方向でございますので、それについては同じ見解かなと思います。 

 それからもう一つの懸念事項としては、レイヤー型にするということでは、機能が分離する、

あるいは機能分離の方向をある種強制されるおそれがあるということも、議論の過程ではもちろ

んあったわけですけれども、現在のような垂直統合型のビジネスを否定することは一切ありませ

んで、これは当然のことながら垂直統合型としてのよさも当然あるわけで、事業者の自由な判断

で垂直統合ができるということは、私どもとしては担保すべきであると考えております。 

 ということで、ここに書いてある範疇であれば、一応ご理解いただいたものと理解をしており

ます。 

【長谷部主査】  どうもありがとうございました。 

 それではほかの委員の方々、ご質問、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 安藤委員、お願いします。 

【安藤専門委員】  非常にまとまった内容で、要領よくご説明いただいて、その中で私が非常

に興味を持ちましたのは１１ページですけれども、コンテンツの定義というか、基幹放送の定義

にかかわる話ですが、非常に明確にご説明されたと思っています。場合によってはこれが基幹放

送であるというリストも含めて、基幹放送である、基幹放送でないものの定義を少し明確にして、

それからもう少し踏み込んで、ここに書いてありますのは、事業者が自分で基幹放送とならない

ことを選択できると、非常にはっきりと書かれているのが印象的でした。 

 この議論のときに、今度は逆に利用者のほうの観点で、これは基幹放送というべきだとか、こ

れは違うとかという議論も当然起きると思いますが、事業者と利用者の観点の違いについてはど

う考えたらよろしいでしょうか。 

【前田部会長】  利用者側にとって基幹放送かどうかはほとんど関係ないというか、あまり大

きな意味を持たないのではないかと思いますが、要するに、事業をやるという観点から見て最小

限の義務、例えば、よく言われる災害のときの放送であるとか、あるいはもしローカルな電波を

独占的に使い、そこが基幹放送ということであるとすれば、ある種独占的に使うことが許される
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ということかもしれませんけれども、そのかわり反対給付としての義務が幾つか列挙されるべき

だと思っていまして、その一つの例として災害であるとかあるいはローカルなコンテンツを、自

らサービスとして、ある割合以上発信すべきであるということで、ローカルコンテンツを育てて

いくというか、そういう義務を負わせたらどうかというアイデアがございました。 

【村上委員】  よろしいですか。 

【長谷部主査】  村上委員、お願いします。 

【村上委員】  経団連の中でも議論させていただきましたが、もう少し中立的な立場から、今

日はご質問させていただきたいと思います。 

 このご発表いただいたものは、研究会の検討を非常に深くご理解いただきまして、わかりやす

さという面では、ひょっとしたら研究会の報告書よりもわかりやすい表現の仕方をとっていただ

いていまして、この委員会の検討にとりましても非常に有益な貢献をしていただいたと思ってお

りまして、まずは感謝したいと思います。 

 ほとんどの論点について、私はご報告を感心しながらお聞きしていたんですが、１カ所だけ、

今もちょっと違和感が残っております。この資料の１０ページ、これもまた非常にわかりやすい

コンテンツ規律についての表示をしていただいておりますが、このような検討が、この図の、ま

ず公然性を有しないものは除きますよというのは当然かと思いますけれども、公然性を有するも

のにつきまして、右側の新法制の範疇という基幹放送、ＢＳ、ＣＳ、それから融合型の一部を対

象にするんですよということで、公然性を有しないものと、新法制の範疇の間に非常に大きな谷

間が存在しております。違法・有害コンテンツについては、刑法ですとか、プロバイダ責任制限

法ですとか、民間の自主的な取り組み等を相当していくべきだというご解釈なんですけれども、

この研究会で主としてコンテンツについて議論をしてまいりましたのは、違法ではないと。それ

では民間の自主的な取り組みで対応すればいいということでもなくて、初めから悪意を持って参

入してくる事業者と、これは個人のコンテンツもあろうかと思いますけれども、そこについて、

どうすればいいのか。 

 このフレームワークでいきますと、そこは検討の範囲外ということになってしまうかと思いま

す。経団連の、これまで情報通信について常に非常に高い立場から見解を表してこられたお立場

で、違法でもない、だけど民間の自主的な取り組みでは絶対に対応できない、急速に膨張しよう

としている有害なコンテンツの成長があるわけですけれども、ここについては、今のステータス・

クオで対応すべきだとお考えなんでしょうか。それともまたこれとは別の枠組みで、何らかのコ

ンテンツ規律について議論を進めていくべきだとお考えなんでしょうか。その辺の、触れられな

かったところについて、もしコメントをいただけるようでしたらいただければと思います。 

【前田部会長】  はい。基本的には、今これから考えようとする法体系の中で、ある種法律の

中でこれを対象に、要するに、コンテンツの中身、個人が作るようなもの、あるいは主として個

人にまで及ぶと思いますが、そこを規制対象とすることはすべきでないと申し上げていて、村上

先生がおっしゃるような、何らかの対応をとらなきゃいけないのは当然だと思います。今は刑法

その他でやっていると。これについて、これはこれとしてきちっと議論すべきであると。ここの
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ところはあまり経団連の中で議論したわけではないんですけれども、私どもの認識としてはきち

っと議論をすべきで、それはそれでまた別にやるということかなと。 

 例えば、新しい通信・放送融合法みたいなものがもしできたとして、それが国内法だとすれば、

海外のものまで全部規制することもできないわけですし、いずれにしてもこの法律の中で何かを

やるというよりは、その外できちっと考えて取り組むべきものかなと思っております。 

【村上委員】  ありがとうございます。 

 もう一つは、この研究会報告書ではコンテンツにかかわるところで、もちろん表現の自由が大

事で、それは大前提ですと。その表現の自由を担保することと、急成長しますネット社会の公共

性の担保といいますか、公共の福祉というものがもう一つ重要な検討の軸としてあるんじゃない

かと。その表現の自由と公共の福祉というのを対置しながら、コンテンツの問題というのは、青

少年の問題も含めて考える必要があるんじゃないかという議論をしているところなんですが、表

現の自由ということは、この検討の中で何度も出てくるわけですけれども、それに対置される公

共の福祉的な議論というのは、産業という立場でお考えになっていらっしゃるでしょうか。いか

がでしょうか。 

【前田部会長】  いずれにしても、おっしゃるようなフィッシングその他、有害なものという

のはどんどん発生すると。そのコンテンツの中身について、一般法といったらあれですけど、そ

ういうものとして、そういうことをあらかじめ事前に規制しておくというのは、あまりいい姿で

はないと思います。 

 したがって、そこはある種自己規制と先ほど申し上げているようなもので、そういう意味では

フィッシングという新しい違法行為が行われるとすれば、今までは刑法でやっていると思います

けれども、すぐ取り締まるような、そこはそこで素早い対応が必要だと思いますけれども、これ

だけ急速になるとすれば、独自に従来の刑法を補完するものとして何か必要なのかもしれません

ね。そこはちょっと、どうするのが一番いいのかというのは、別に成案を得ているわけではない

ので、そういう議論があるという程度でございます。 

【長谷部主査】  よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

 國領委員、お願いします。 

【國領専門委員】  はい。ありがとうございます。 

 ちょっとレイヤー間の公正競争のことについてお伺いしたいんですけれども、先ほど特別メデ

ィアサービスの垂直統合的なビジネスモデルを許容するんだと。否定するものではないというこ

とだったんですけれども、そうしますと、今度はここで、例えば、レイヤー間のインターフェー

スのオープン性を確保し、特定のレイヤーにおける市場支配力が隣接・関連レイヤーに及び、当

該レイヤーの競争を阻害することがないようにとお書きいただいているんですけれども、これは

特別メディアサービスもこの規定の中に入るとお考えになるか、特別メディアサービスは特別扱

いだとお考えになってらっしゃるのか、そのあたりをちょっと確認できたらと思います。 

【上田グループ長】  垂直統合型のビジネスモデルが、例えば、融合領域において何らかの支

配的な力を行使してビジネスを優位に進めるようなことがあってはならないということですので、
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基本的にはレイヤー間の公正競争ルールというのは全部にかかるとご理解いただければと思いま

す。ただ、そういうルールを守っている限りにおいては、垂直統合型ビジネスは従来どおり維持

できるという理解でおります。 

【長谷部主査】  活発に意見交換が行われているところではございますが、申しわけありませ

ん、予定された時間になってきてしまいました。経団連様との意見交換は、このあたりにさせて

いただければと存じます。 

 本日、経団連様からいただきましたご意見等につきましては、今後の議論のほうでしっかり生

かして、反映させていただければと存じます。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、まこ

とにありがとうございました。 

【前田部会長】  どうもありがとうございました。 

（社団法人日本経済団体連合会退室） 

 (3) 通信・放送の法体系に係る課題について 

【長谷部主査】  それでは次の議題に移りたいと思います。「通信・放送の法体系に係る課題」

のうち「諸外国の通信・放送法制と動向」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

【内藤法制企画室長】  はい。事務局でございます。 

 それでは資料３をお手元にご用意いただければと思います。本日は資料タイトルにございます

とおり、諸外国、海外の通信・放送法制の、特に最近の動向を中心にご説明を申し上げます。な

お、海外と日本との制度の比較については、恐縮ですが本日はご説明申し上げませんが、１０ペ

ージ以降に、これも参考資料として添付してございますので、後ほどご参照いただければと存じ

ます。 

 まず２ページでございます。「米国の通信・放送法制とその動向」でございます。まずアメリカ

の場合でございます。アメリカの場合は、法律が１つであることを除けば、大ざっぱに申し上げ

ますと、規定の仕方自体は比較的日本に近いという言い方ができるかと思います。どういうこと

かと申し上げますと、１行目にございますとおり、電気通信、放送、ケーブルテレビという形で、

サービス類型別に、縦割りに規制を実施しているということでございます。 

 ただ、国、連邦の権限は、州を越えた通信あるいは無線局免許と限られておりまして、州の中

の通信ですとかあるいはケーブルテレビといったものについては、州、あるいは自治体の権限と

いう形になっているところでございます。 

 下半分にありますように、規制の内容を大ざっぱにレイヤーで整理してみますと、まずコンテ

ンツの部分でございますが、いわゆるわいせつな内容等々のコンテンツにつきましては、通信・

放送関係なく直接禁止がされているということでございます。これ以外に間接的な規制というこ

とでは、左半分が日本でいうところの通信にあたると思うんですが、わいせつあるいは暴力的な

コンテンツへのアクセス制限措置ということで、そういったブロックの措置をとったプロバイダ

については責任を減免する、責任の制限を行うといったことが行われておりますし、あるいは、

右半分の、日本でいう放送に比較的近いものについてはＶチップ規制といったものが導入されて
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いるということでございます。比較的右にいくほど、コンテンツの部分の規制が強くなっている

というのがおわかりいただけるかと思います。 

 もう一度左側に戻りまして、伝送サービスでございます。こちらについては先ほど申し上げた

ように縦割りの事業規制になっているわけでございます。いわゆる日本の通信にあたります電気

通信サービスについては、料金規制ですとか、あるいは接続についての規制がございます。 

 一方、ケーブルテレビ、放送という意味では、ケーブルテレビであれば料金規制とともにいわ

ゆるマストキャリー規制、地上波の放送を当該地域においては必ず再送信するといったマストキ

ャリー規制が行われております。 

 あと放送、あるいはケーブルサービスというのは、ハード・ソフトも含めた一体的な規律にな

っているということを、念のため申し上げておこうと思います。 

 １ページ飛ばしまして、先に４ページのほうをお開きください。こちらはアメリカの規制に関

する比較的新しい動向でございます。まず放送関係の規制でございます。これが左半分でござい

ますが、いわゆる日本でいうところのマスメディアの集中排除原則、向こうでいうメディア所有

規制の緩和の是非について、現在議論になっているということでございます。日本の場合はいわ

ゆる３事業規制ということで新聞・ラジオ・テレビのオーナーシップ規制がございますが、あち

らの場合は新聞とテレビの所有規制が厳格に適用されておりましたが、ここ数年これについての

緩和の動きがございまして、２００６年のところにございますが、メディア所有規制の改正とい

うことで、翌年、昨年１２月に、この規制、クロスオーナーシップを一部解禁することを採択し

たということでございます。具体的には括弧書きで書いてございますが、一定の条件の場合に、

新聞の所有者が放送局を持つことを許すという内容でございます。 

 ただ、なかなか非常に厳格な条件がかかっておりまして、全米で上から２０の市場であって、

所有してもほかに８つぐらいは独立したメディア企業が別に存在している必要があるとか、ある

いは新聞が所有するテレビ局は上位の４位より下、５位以下でなければならないといった、かな

り厳格な条件のもとに緩和ということも目指しているところでございますが、ただ議会あるいは

学会等から既に反対が表明されている状況でございます。 

 一方、融合関係の対応でございます。こちらは先ほど申し上げましたように、縦割りのサービ

ス規制になってございますので、新しいサービスが出てきた場合にどこに位置づけるのかが問題

になるわけでございます。例えば、上にありますＤＳＬですとか、ケーブルインターネットとい

ったサービスについては、やはりブロードバンドへの投資を促進するといった観点から、料金規

制なり接続規制といった規制の対象外となるようにＦＣＣが決定しておりまして、これについて

は連邦の最高裁でもＦＣＣの決定を支持しているということでございます。事実上、非規制にな

っているということでございます。 

 一方で、いわゆる地域の電話会社が提供するビデオ配信サービスにつきましては、これはむし

ろケーブルサービスであるという判断がなされております。具体的にはベライゾンが提供するサ

ービスについて、これはほとんどケーブルテレビと同じような技術でございますので、当然ケー

ブルサービスという形になるわけでございますが、ＡＴ＆ＴがサービスするＩＰＴＶにつきまし
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ても、やはりケーブルテレビサービスという判断がなされているということでございます。 

 その結果、どういうことが起きているのかというのが３ページでございます。３ページに一度

お戻りください。「経緯」のすぐ下の部分でございます。今のことを前提にいたしますと、いわゆ

る地域電話会社がファイバを引きましてＩＰＴＶを展開する。この際にケーブルテレビになるわ

けですので、自治体ごとにケーブルのフランチャイズの営業許可を取得する必要があります。こ

れは非常に煩雑であるということが大きく問題視されているということでございます。 

 これとは直接関係ございませんが、同じように、ネットの中立性という問題も近年起きており

まして、ヘビーユーザーについて、一般ユーザーとは別に料金を設定すべきか否かといったこと

でも議論の対立があるということでありまして、もうおととしになりますが、９６年の通信法の

見直しの動きが出てまいりました。下院では通称ＣＯＰＥ法案と言われている法案を可決したん

ですけれども、実際には上院のほうで間に合わずに廃案になって、この動きはとんざしてござい

ます。 

 ちなみにそのＣＯＰＥ法案の内容でございますが、先ほど申し上げたケーブルフランチャイズ

については自治体ごとではなくて国、ＦＣＣのほうで営業許可をとる形に移行するという話。そ

れからネットワークの中立性については、ＦＣＣが作った「ブロードバンドに関する政策文書」、

いわゆる政策を実施するためのガイドラインでございます。これを執行する権限をＦＣＣに付与

しましょうといった内容であったわけですが、ひとまず見直しの動きはとんざしているというの

がアメリカの状況でございます。 

 ５ページをお開きください。５ページ以下はＥＵでございます。ＥＵの場合、そもそもヨーロ

ッパというか、欧州を単一のマーケットにしたいという思惑がございます。この思惑、目的にし

たがって、ネットワークあるいはコンテンツについて、横割りの規制の枠組みをつくっておりま

して、これに基づいて各国が国内法制化をしているということでございます。 

 まずコンテンツの部分でございますが、こちらはまずオンライン・コンテンツ全般につきまし

て、いわゆるプロバイダ責任の制限という措置を、違法コンテンツに対して行った上で、オンラ

イン・コンテンツのうちの視聴覚メディアサービスについて、包括的な事業規制を行っていると

いうことになっております。内容はまた後ほどご説明いたします。 

 伝送サービス、それから伝送設備につきましては、真ん中やや下にございますが、電子通信規

制パッケージというもので規制が行われているということでございます。例えば、伝送サービス

につきましては、これは通信・放送関係なく、電子通信サービスという位置づけで規律が行われ

ております。それから伝送設備の部分でございますが、これは日本ではどちらかというとプラッ

トフォームになるんですけれども、ＣＡＳですとかＥＰＧといったものも含めて、電子通信ネッ

トワーク、それからその関連設備という形で規律が課されているということでございます。 

 ６ページをお開きください。ＥＵの最近の動向でございます。６ページはコンテンツの部分で

ございますが、融合現象に対応するということで、昨年末に視聴覚メディアサービス指令が発効

をしてございます。具体的に申し上げますと、従来はテレビ放送について、欧州共通で規律が行

われておったんですが、それに加えまして、視聴覚メディアサービスということで、定義はここ
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にありますように、編集責任の下に、電子通信ネットワークにより公衆を対象とする情報提供、

娯楽、教育のために動画を提供することを主な目的とするサービス。こういう形で視聴覚メディ

アサービスを定義しております。この中に、いわゆる番組の提供者側が送信のタイミングを決定

し、編集をするというリニアサービスと、それから受信者側が送信タイミングを決定するという

ノンリニアサービス。このように大きく２つに区分をしているということでございます。 

 具体的な規制の内容は下半分でございまして、まず、メディアサービス全体にかかる規制とい

うのが、サービス提供者の住所等の公開ですとか、あるいは人種差別等々の煽動の禁止。それか

らメディアサービスのうちの商業的なサービスについては、たばこの取り扱い禁止ですとか、広

告であることの区別といったこと等々が、メディアサービス共通に規律がされているということ

でございます。 

 これに加えて、いわゆるリニアサービスにつきましては、右下にありますように、例えば、上

から２つ目でしょうか、放送時間のうち最低１０％は、欧州番組制作者のために確保するといっ

たことですとか、それから未成年者にとって害悪を与えるようなものを禁止するといったこと。

あるいはその下、何らかの問題があった場合の反論権をリニアサービスに課しているということ

でございます。 

 それからＶｏＤをはじめとするノンリニアサービスにつきましては、先ほどの欧州作品の関係

でいいますと、欧州作品の制作及びアクセスの促進といったこと。これは努力義務として課して

いるということでございます。このノンリニアとリニアの違いというのは、向こうの指令案によ

りますと、ノンリニアサービスというのは、いわゆる公衆への社会的影響力において、リニアサ

ービスとは異なっている。それを理由にして、規制に差を設けているということでございます。 

 ７ページをお開きください。こちらは伝送サービスより下のレイヤーでございますが、伝送サ

ービスそれから伝送設備については、左下半分にあります電子通信規制パッケージという６つの

指令と１つの決定で構成されているということでございます。逐一ご説明は申し上げませんが、

こういった枠組みについては２００５年以降見直しが行われておりまして、右半分に移りますが、

昨年１１月にこれについての見直し提案が公表されているということでございます。 

 右半分も細かいので、恐縮ですが、大ざっぱな内容を申し上げますと、例えば、一番上の周波

数政策について、二次取引制度の導入といった電波政策の見直しですとか、それからすぐ下のオ

レンジの枠囲いにあるような、いわゆる規制機関の見直し強化といったこと。それからセキュリ

ティ確保の義務化ですとか、一番下の迷惑通信といったネットワークの安全性・信頼性の確保、

それから消費者保護といったこと。それからあとは一番下にあるような※印、規制緩和を中心と

した従来規制の見直しを提案していくという状況でございます。 

 ８ページをごらんください。こちらは加盟主要国における動向でございますが、若干時間が押

してございますので、細かい説明は省略いたしますが、例えばイギリスでございます。中ポツの

上から２つ目になりますけれども、先ほどご説明した視聴覚メディアサービス指令は、具体的に

範囲がどうなるのかが、日本と同様悩ましい部分でございます。彼らも国内法への適用方法を検

討中でございまして、彼らの判断基準は、例えば、テレビ放送と同等の性格を有する番組構成に
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なっているか、それから事業者が編集責任を持っているか、公衆に対して情報提供、娯楽、教育

という目的を有しているのか、ＥＵ域内か、それから公衆の大半に受け入れられることを意図し、

重大な影響を有するのか、あるいは性質や手段がテレビのようなものであるか。こういった６点

に照らして、今後メディアサービスの範囲を決めると、先方の担当者から伺っております。 

 フランス、ドイツは省略いたしまして、９ページをごらんください。最後に、海外において、

「レイヤー型法制」に移行した事例が幾つかございますので、ご紹介をしたいと思います。とり

あえず２つまではリサーチできましたが、あとスイスも変わったといううわさがございますが、

ちょっと確認がとれてございません。まずマレーシアでございますが、こちらは９８年の時点で

「通信マルチメディア法」という法律を制定いたしまして、まず事業者に対する規律は大きく４

レイヤーに分かれております。 

 具体的には、ネットワークの設備を保有する事業者。それから日本でいうと卸になるんでしょ

うか、アプリケーションとかを提供するための基本的な伝送サービスを提供する事業者。③でご

ざいますが、いわゆる電話のことです。音声、データ、それから電商取引といったサービスを提

供するアプリケーション事業者。最後にコンテンツ提供事業者ということで、これは放送ですと

かオンライン出版というコンテンツを配信するサービスを提供する事業者。こういう４レイヤー

に分けてございまして、①から③の事業者については、いわゆる公正競争確保といった経済的な

規制。それから④コンテンツ提供事業者についてはわいせつ・攻撃的な内容のコンテンツの禁止

といった社会的な規制が適用されている状況でございます。 

 これ以外に、別のレイヤーにおそらくなるんだと思うんですが、いわゆる物理的なレイヤーと

しての周波数配分といったこと。それから若干フェーズは違いますが、消費者保護といったこと

について、同じ法律の中で独立した章を設けて規制・規律を行っているということでございます。 

 それからもう一つは台湾でございます。これはまず２年前に、いわゆる通信・放送の融合に対

応した機関ということで、通信放送委員会を設立しておるわけですけれども、融合あるいは国際

競争に対応するために、昨年末でございます、既存の４本程度ある通信・放送の関連法制を一本

化しまして、３つのレイヤーに分けた新しい法体系のドラフトがもうできているということでご

ざいます。台湾はレイヤーとしては３つに分かれておりまして、具体的には、電気通信の信号を

送れるすべてのネットワーク設備、ネットワークインフラ。それから、そのインフラを活用して、

情報を送る伝送サービス。最後に、いわゆるコンテンツです。放送番組、あるいはデジタルコン

テンツ、こういったものを送るという意味でのコンテンツ・アプリケーション。この３つのレイ

ヤーに既存の規制を再構成した新しい法体系を思考している状況になっています。具体的には今

後、法律が施行されることになっておりますが、まだ具体的な日取りは決まっていないと伺って

おります。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【長谷部主査】  どうもありがとうございました。それでは質疑のほうに移りたいと存じます

が、ここで中村委員がお見えでございますので、初めてのご参加ということかと思います。一言、

自己紹介を含めてごあいさつをいただければと思います。 
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【中村専門委員】  恐縮でございます。中村でございます。遅刻して申しわけありませんでし

た。情報通信法に関する別のシンポジウムが別の場所で先約でありまして、そちらに参加をして

おりました。このように今あちこちでこうした議論が盛り上がっておりまして、根本的にこの通

信・放送の法体系を見直そうという、制度見直しのきっかけに、こうした議論がなっているとい

うことは、喜ばしいことではないかと思っています。 

 私は慶應義塾大学でこういった分野を研究しておりますけれども、お役に立てればと思ってお

ります。よろしくどうぞお願いいたします。 

【長谷部主査】  よろしくお願いします。 

 それではもとに戻りまして、ただいまの事務局からのご説明に、ご質問、ご意見等ございまし

たらよろしくお願いできればと思いますが、いかがでございましょうか。 

 菅谷委員、お願いします。 

【菅谷専門委員】  今の事務局の資料についてなんですけど、細かいことなんですが、４番が

諸外国におけるレイヤー型法制の事例ということだったんですけれども、ＥＵの通信・放送法制

というのもレイヤー型法制ということだと思うんです。あとイギリス、フランス、ドイツという

のは説明を省かれたんですけれども、ここら辺はレイヤー型と理解していいのかどうか、ちょっ

と追加で説明をお願いしたいのですが。 

【内藤法制企画室長】  ＥＵにつきましては、先生ご指摘のとおりほぼレイヤー型でございま

す。あえて省略いたしましたのは、実はこの視聴覚メディアサービス指令でございますが、昨年

１２月に発効はしているんですが、指令自体はまだ拘束力がないということでございます。発効

後２年以内に、加盟各国は国内法制化をする義務が課せられているということで、まだ移行の最

中だということで、あえてそのあたりは説明を省略させていただいたということでございます。 

【菅谷専門委員】  そうすると、ＥＵ加盟国の、８ページにあるイギリス、フランス、ドイツ

はまだレイヤー型にはなっていないという理解でよろしいですか。 

【内藤法制企画室長】  若干微妙な部分ではございますが、基本的にはもうレイヤー型になっ

ているといっても、すいません、ちょっと微妙な言い方でございますが、さほど差し支えはない

とは思っております。 

【長谷部主査】  よろしくお願いします。 

【藤沢専門委員】  はい。ありがとうございます。 

 ２つ、事務局のほうにお伺いしたいんですけれども、１つは大変細かいことで私が聞き逃した

ことなのかもしれないんですが、ＥＵのところで、６ページの視聴覚メディアサービス指令の説

明の中に、有声動画または無声動画を提供することを主な目的とするサービスと書かれているん

ですが、このあたりのＥＵの規制において、音声のみのラジオ放送はどういう扱いになっている

のかを教えていただきたいということ。 

 ２つ目は、今いろいろな国々がレイヤー型に移っているというお話をいただいたんですが、先

ほどの経団連さんの資料の中で、まとめの資料のほうではなくて分厚いほうの大元の資料の中に、

これから規制をする行政側については、イギリス型が、新しい情報通信庁というのができて、望
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ましいのではないかということが書いてあったんですが、レイヤー型に移っている国々における

そういった監督官庁というのがどのようになっているのかを教えていただけますでしょうか。 

 以上、２点です。 

【内藤法制企画室長】  まず、ラジオのほうでございます。ラジオにつきましては、メディア

サービス指令の対象にはなっていないというのがまず結論でございまして、理由は幾つかあるよ

うですが、先方から聞いたのは大きく２つでございます。まず、ラジオそのものの事業者さんが

そういう指令案をつくるのを望まなかった。これは非常に反対のロビーイングがあったというよ

うなことが原因の一つ。 

 それからもう一つは、ラジオそのものが、国境を超えてサービスをするというようなことを、

どうもＥＵのほうではあまり思考していないということで、ＥＵ加盟国内それぞれの対応に任せ

ればいいのではないかといった判断があった。 

 以上、２つの理由で、ラジオはメディアサービス指令案には入ってこなかったと聞いておりま

す。 

 それから、監督官庁の部分でございますが、これは各国それぞれであります。Ｏｆｃｏｍのよ

うな形で独立行政委員会をつくっているところも少なからず見受けられます。それから、あとは

実際にその独立行政委員会が、コンテンツ規律だけをやるのか、あるいは電波も含めて規律する

のかといった部分も、国によって大分違っている。例えば、ドイツなんかはコンテンツ規律その

ものが州の裁量に落ちておりますので、そもそも国が何もしていないというところもございます

ので、ばらばらでなかなか整理しがたいところがございます。可能であれば一度整理をして、次

回また資料としてお出しさせていただければと思います。 

【長谷部主査】  國領委員、お願いします。 

【國領専門委員】  はい。ＥＵのリニア、ノンリニアというところなんですけれども、今日だ

けで区別の仕方として、社会的影響力というところで区別するやり方と、それから経団連さんは

基幹放送、あるいはどちらかというと、重要なやらなければならないことが何か、オブリゲーシ

ョンで決めるという考え方と、ＥＵのやつはリニア、ノンリニアという形態で分けるという考え

方で、これはひょっとしたら前の研究会のメンバーの方にお尋ねしたほうがいいかもしれません。

これは、研究会の検討の中では、もう既にＥＵがそういうことをやりそうだということは見えて

いたわけですよね。その中でメリット、デメリット、どういう考え方でいくのがいいのか悪いの

かという検討はなされているんでしょうか。 

【内藤法制企画室長】  事務局が勝手にしゃべっていいのか、若干微妙でございますが、少な

くともＥＵの動向を踏まえて、昨年までの研究会は報告書を取りまとめられていると理解してお

ります。ノンリニアにつきましては、これはＥＵでも社会的影響力はリニアに比べて低いという

判断があったわけですが、ある程度一定の社会的影響力があることにかんがみ、新たに規制をす

るのがＥＵのスタンスであるわけです。 

 昨年までの研究会はどちらかというと、それほど影響力がないのであれば、あえて新しく規制

をする必要はないのであろうという判断があって、ここはＥＵとはスタンスを異にしていると。
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むしろＥＵでいうところのリニアサービスについても、さほど影響力がないものについては、む

しろさらに規制を緩和していくべきではないかという考え方であったかと思います。 

【長谷部主査】  これも、私が勝手に説明していいことかどうかわからないんですけど、研究

会の立場は、おっしゃるとおり、確かに社会的な影響力に着目はしているんです。ただ、経団連

さんがご指摘のような、基本的・公共的な義務というのは、社会的な影響力があって多くの人が

見ているからこそ、そういう義務を課すことに意味があるというふうにも理解できるところだと。

大きくいえば、一つのものの異なる点に着目をしているという理解もできるのではないかなと思

います。 

 ほかにいかがでございましょう。村上委員、お願いします。 

【村上委員】  これは質問なんですけれども、４ページの、ケーブル、ＣＡＴＶサービスと、

電話会社がやるビデオ配信サービスの境界についての記述がありますけれども、ベライゾンのケ

ースはまだわかるんですが、ＩＰＴＶであるＵ－ｖｅｒｓｅを、どういうロジックでＣＡＴＶサ

ービスと認定したのかについては、何か背景情報をお持ちですか。 

【内藤法制企画室長】  申しわけありません、非常に危険ですので、これは調べて、改めて。 

【村上委員】  やめておきますか。そうですか。わかりました。ありがとうございます。 

【長谷部主査】  では、そういう点も含めまして、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。時間も近づいてまいりましたので、質疑応答を以上で締めさせて…

…、はい。 

【村井主査代理】  一つ、よろしいでしょうか。 

【長谷部主査】  はい。村井委員。 

【村井主査代理】  アメリカの通信・放送法制の動向をご説明頂いたので、関連して確認した

いのですが、例えば３ページに「ネットワーク中立性」という言葉が出てきます。この「ネット

ワーク」を英語でいうと、キャピタルＩ、つまり大文字のIで始まる固有名詞としての Internet

になります。インターネット・フリーダムや、ディスクリミネーション、ノン・ディスクリミネ

ーションなどの議論で、キャピタルＩのInternet は、ＴＣＰ／ＩＰを使って構築された世界的な

分散型ネットワークを指す場合に用いられます。その中で、ユーザー、あるいはコンテンツの流

通に対する自由についてずっと議論してきました。アメリカでは、キャピタルＩのInternetとそ

れと全く同意のキャピタルＮのNetは、小文字のｉで始まる普通名詞の internet、network、デジ

タルコミュニケーションとは、法律的にも使い分けられています。 

 問題は、ここで議論していく際の、日本語で「ネットワーク」と言った場合の意味のあいまい

さです。ＥＵでも英語ではきちんと区別されていますが、日本語に翻訳されたときにその区別が

あいまいになってしまいます。そうすると、我々が本来の論理をきちんと理解しないまま議論を

進めていくことになり、誤解を生じるおそれがあります。この点を明確にする工夫をするか、あ

るいは言葉の定義をするプロセスを踏むことが必要です。 
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 (4) 次回会合、閉会 

【長谷部主査】  どうもありがとうございました。 

 ただいまご指摘のとおりで、何が対象なのかということも問題ですし、それから何に着目した

中立性なのかということも考えなくてはいけないことですので、今後の議論の中で、ただいまご

指摘の点を生かしていくことができればと存じます。 

 どうもありがとうございました。次回、第３回の会合ですが、日時は４月１５日の火曜日午後

５時３０分からを予定いたしております。最後に、事務局のほうから何かございますでしょうか。 

【内藤法制企画室長】  特にございません。 

【長谷部主査】  そうですか。 

 それではこれをもちまして、通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会（第２回）を閉

会いたしたいと存じます。本日は貴重なご議論をいただきまして、どうもありがとうございまし

た。 

 

以 上 

 


