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回線開放の歴史的意義
－ビッグデータと通信の秘密の視点からー

福家　秀紀※

要旨

第一次回線開放（1971年）、第二次回線開放（1982年）は、データ通信の発展に伴って、日本

電信電話公社の電話サービスの独占は維持しつつ、データ処理のための回線利用を自由化したも

のである。その際に、日本電信電話公社の独占サービス＝「内容を変更することなく他人の通信

を媒介する」サービスとは、データ処理の有無、即ち情報の内容を変更するか否かによって切り

分けられた。この論理は、1985年の電電公社の民営化・競争導入の際の制度にも引き継がれた。

ここでは、データ通信も含めて電気通信事業とされたが、データ通信は通信の秘密･検閲の禁止

を除いては、電気通信事業法の適用を除外された。但し、データ通信も電気通信に包含されたこ

とが、グーグル等によるビッグデータの利活用が電気通信事業法上の「通信の秘密」を侵害して

いるのではないかという議論につながることとなった。しかし、ビッグデータ問題を電気通信事

業者に係る「通信の秘密」遵守義務として議論するのは、日米の事業者間の規制の非対称性を固

定化することである。改めて、電気通信事業の定義に関わる経路依存性から脱却した制度的な検

討が求められている。

キーワード：他人使用、共同使用、他人の通信の媒介、データ通信、通信の秘密、ビッグデータ

Abstract
The fi rst liberalisation of circuit use (1971) and the second liberalisation (1982) liberalised the use of 

telecommunications circuits for data communications to respond the development of data communications, 

while maintaining the monopoly of telephone services by Nippon Telegraph and Telephone Public 

Corporation. The demarcation between monopoly services and liberalised data communication 

services was set by the existence of data processing. If the contents of communications were changed, 

the services were regarded as data communications. The new telecommunications framework that 

introduced competition in the telecommunications businesses and privatised Nippon Telegraph and 

Telephone Public Corporation in 1985 followed this demarcation. Data communications businesses are 

included in telecommunications businesses, while data communication businesses are exempted from the 

regulations by the Telecommunications Business Law except the sections on the obligation to observe 

telecommunications secrecy and the prohibition of inspection. 

However, this continuation of the demarcation led to the discussion on possible breach of the obligation 

to keep telecommunications secrecy by Google’s use of big data. I fear that the continuation of the 

discussions on big data in the context of telecommunications secrecy will maintain the asymmetry in 

regulations between Japan and the USA. Reconsideration of regulations freed from the path dependence 

found in the defi nition of telecommunications businesses is urgently required.
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 Data communication, Secrecy of telecommunications, Big data  
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1　はじめに

グーグルのアドセンスサービスを嚆矢とし
て、「ビッグデータ」と言われるインターネッ
ト上の大量のデータを蓄積･分析してビジネス
に活用する動きが拡大してきている。それに伴
って、こうした利活用が、「通信の秘密」を侵
しているのではないかとの指摘もなされてい
る。
わが国では、ヤフーが自社のメールサービス、

「ヤフー！メール」の会員向けに2012年8月か
らメールの文面に連動した広告（インタレスト
マッチ）を配信しようとした際に、川端達夫総
務大臣（当時）が、通信の秘密を侵害する可能
性を指摘した（2012年6月27日付け日経新聞記
事）。これを受けて、ヤフーは、①事前に利用
者の同意をとる、②広告を希望しない利用者は
拒否できる、③広告主など第三者に解析結果を
渡さないなどの条件を整備することとして、通
信の秘密を侵害していないとする総務省の確認
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を得た（2012年9月16日付け日経新聞記事）。
同種のサービスは、グーグルがGメールで既
に日本の利用者向けにも提供している。総務省
と経済産業省が連名で2012年2月29日付けで、
「通信の秘密遵守」等を求めた通知文書を発出
した（総務省(2012a)）が、効果をあげていない。
内外企業の間での取扱いの非対称性が問題とな
ると同時に、果たして、ビッグデータに係わる
個人情報、プライバシーなどの問題を電気通信
事業法（昭和59年12月25日法律第86号、以下
「事業法」）上の「通信の秘密」として取り扱う
のが適当かという疑問がある。即ち、事業法に
おいては、データ通信事業も電気通信事業に含
まれるものとされている。通信回線を賃借して
データ通信サービスを提供する事業者は、事業
法第164条によって、登録･届出などの電気通
信事業者としての規制は適用を除外されている
が、電気通信事業者全体にかかる通信の秘密の
遵守（事業法第3条）と検閲の禁止（事業法第4

条）の規制には服するものとされている。この
規制体系の有効性が問われていると言える。
この問題をさかのぼると、わが国の第一次回
線開放（1971年）、第二次回線開放（1982年）
から、日本電信電話公社（以下「電電公社」）
の民営化・競争導入（1985年）に至る電気通信
分野の自由化のプロセス自体に行き着く1。こう
した問題意識の下に、本稿は以下のように構成
される。第一に、自由化の第一段階である第一
次回線開放を取り上げる。次に、第二次回線開
放を分析し、回線開放の意義と限界を明らかに
する。第三に、電電公社の民営化・競争導入以
降における電気通信事業の定義と回線利用の取
扱いを見ていく。最後に、回線開放における電

1 競争導入以前には、電電公社が国内通信を、KDD（国
際電信電話（株）、現在ではKDDIとしてDDIに吸収
合併されている）が国際通信を独占し、回線利用制
度の自由化は、国際通信にも当てはまる問題である
が、本稿では主として電電公社の国内通信を取り上
げる。

気通信事業者の定義が、競争導入後の電気通信
事業の定義に影響を与えた経路依存性が存在す
ることを明らかにし、ビッグデータ問題の根幹
にある通信の秘密の取扱いに対して問題提起を
する。

2　第一次回線開放

2.1 第一次回線開放の経緯

わが国におけるデータ通信は国鉄の「みどり
の窓口」を初めとして1960年代に実用化され、
本格的な発展が始まった。しかし、データ通信
用に利用可能な通信回線は、専用線のみであり、
加入電話網をデータ通信に利用することはでき
なかった。その専用線の利用には、電電公社に
よる一元的な電話サービスの提供体制を維持す
るために厳しい制約があった。そこで産業界
の要望に応えて、1971年に公衆電気通信法(昭
和28年7月31日、法律第97号、以下 ｢公衆法｣）
の改正によって、データ通信が制度化された。
これが第一次回線開放と呼ばれるものである。
ここに創設された制度は、「データ通信設備サ
ービス」と「データ通信回線サービス」の二つ
に分かれる。前者は電電公社自身によるデータ
通信サービスを可能とするものである。後年民
間の情報処理事業者との公正競争が課題とな
り、データ通信設備サービス部門は、1982年に
データ通信本部として独立の事業本部になり、
電電公社の民営化後、1987年にNTTデータ（株）
として、分離子会社となった。
一方、本稿の本題であるデータ通信回線制度
としては、「公衆通信回線サービス」と「特定
通信回線サービス」の二つのサービスが創設さ
れた。といっても、新しい通信回線サービスが
提供された訳ではなく、データ通信に利用する
加入電話回線・加入電信回線を「公衆通信回線」、
データ通信に利用する専用線を「特定通信回線」
と呼称したに過ぎない。何故このような制度が
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設けられたかについては、当時の時代背景を理
解する必要がある。1971年は、1977年に基本
的に解消された加入電話の積滞2が未だ大量に
存在し、全国自動即時化の完了も1978年末まで
待たなければならない時期であった。このよう
な時期には、加入電話サービス（メッセージ交
換）の電電公社による一元的な提供が必要であ
ると理解され、それに支障を及ぼさない範囲で
のデータ通信回線サービスの提供が当然とされ
た。
また、当時は、加入電話回線に接続する本電
話機は、電電公社が設置するものとされていた。
従って、利用者が用意するデータ通信端末は、
本電話機を設置した上で、接続機器として設置
する形態でしか認められていなかった。即ち、
加入電話回線にデータ通信用の機器を直接接続
することは、本電話機の電電公社提供原則に反
することから、禁止されていた。
データ通信用の回線利用の自由化が、電電公
社が一元的に提供することを前提とした電話サ
ービスの自由化に波及することのないようにす
るために、加入電話回線・加入電信回線や専用
線そのものを、データ通信回線という、名称の
み独立のサービスとして提供するという、弥縫
策が採られたのである。
また、ここでは、通信回線を通じたデータ処
理という同じ事象を、郵政省は「データ通信」
と称して、あくまでも通信の一分野であると主
張したのに対して、通商産業省（以下、「通産省」）
は「オンライン情報処理」と呼んで、自省の所
管であると主張していたが、データ通信設備サ
ービス・データ通信回線サービスが、公衆法の
枠の中で制度化されたことから、データ通信が
電気通信の一部として位置づけられたことに留

2 「積滞」は広辞苑にも出てこない用語であるが、当
時申し込んでもすぐには開通しない待ち合わせ状態
にある加入電話の申し込みのことを電電公社社内で
は、「積滞」と呼んでいた。

意しておきたい。

2.2 第一次回線開放の概要

既述の通り、第一次回線開放は電電公社の電
話サービスの独占を前提として、それを侵さな
い範囲でデータ通信のための回線利用を自由化
するものであり、当時のデータ通信が大型コン
ピューターの共同利用が中心であったことか
ら、その利用形態に対応した自由化であったと
いうことができる。従って、基本的な電話サー
ビス、即ちメッセージ交換とどこで切り分ける
かが問題となる。そこで採用されたのが、コン
ピューターにおいてデータの処理があること、
即ち「データの内容を変更することなく情報の
媒介」を行なわない、という大原則である。こ
の点を確認するために、特定通信回線の他人使
用と共同使用、及び公衆通信回線と特定通信回
線の相互接続を見てみよう。

2.2.1 特定通信回線の他人使用

特定通信回線の他人使用とは、「回線使用契
約者が契約者以外の者に回線を使用させること
であり、計算センターが自分の特定通信回線を
その顧客に使用させる場合が典型的な例であ
る」（郵政省電気通信政策局(1983)p.38）。
この時点で認められたのは、原則として顧客
が端末から計算センターのコンピューターに入
力したデータを計算センターで処理し、それを
当該顧客の端末に出力する形態（いわゆる「行
って帰ってこい」3）のみで、第三者の端末に出
力することは両者の間に共同使用の基準（後述）
に該当する関係が存在する場合にしか認められ
なかった（図1）。ここでは、データ処理が伴っ
ても、第三者間の通信を媒介することは認めな

3 端末から入力された情報が、コンピューターで処理
された後、その処理結果がもとの端末に返送される
使い方の俗称。公衆電気通信法の改正案の国会審議
中に使われたことに由来する（郵政省電気通信政策
局(1983)p.16）。
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いという非常に厳格な制度となっていたことに
留意しておきたい。

2.2.2 　特定通信回線の共同使用

特定通信回線を複数の利用者の共同名義で契
約して利用することを共同使用といい（図2）、
共同使用する者の関係が、公衆法施行規則（以
下「郵政省令」と呼ぶ）に制限列挙された製造
業と販売業者間などの基準（表1）に該当する
場合にのみ認めることとされた。これらの関係
に該当しないケースについては、電電公社から

郵政大臣4に対して個別に認可申請し、認めら
れた場合にのみその利用が求められることとな
った。いずれの場合であっても、他人使用と同
様に、メッセージ交換がないことが大前提であ
った。

4 2001年の中央省庁再編で、郵政省は総務省となった。

表１　共同使用の基準

出所：郵政省電気通信政策局（1983）p.14

　出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.15

図1　他人使用

　出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.13

図2　共同使用
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2.2.3 公衆通信回線と特定通信回線の相互接続

公衆通信回線と特定通信回線との相互接続
（図3）は、クリームスキミング（料金免脱）5の
有無などを個々に判断して、個別認可で認めら
れることとなったが、他人使用・共同使用と同
様に、メッセージ交換がないことが大前提とさ
れた。特定通信回線の両端において公衆通信回
線と相互接続するいわゆる公ー特ー公接続はク
リームスキミングであり、電電公社の経営に与
える影響が極めて大きいとして、データ処理の
有無に拘わらず一切認められなかった。

3　第二次回線開放

3.1 第二次回線開放の経緯

第一次回線開放の後、データ通信は大型コン
ピューターの共同利用を中心としたものから、
複数のコンピューターを通信回線で結んでコン
ピューターネットワークを構成して、それぞれ
のコンピューターに処理を分担させる「分散処
理方式」や複数のデータ通信システムを結合し
て異企業間でデータ通信を行なう「システム間
結合」などの利用方法が一般化し（宮澤(1982)

5 公衆通信回線は従量制であるのに対して、特定通信
回線は定額制である。両端の3分10円の市内通信の
部分のみ、公衆通信回線を利用し、その間を定額制
の特定通信回線で接続すると、通信量の多い大企業
は高額の長距離通信料を免れることができ、電電公
社の一元的な通信サービスの提供に多大な経済的な
影響を与えるおそれがあると考えられた。

p.5）、回線利用制度とデータ通信の発展との矛
盾が表面化した。このため、1973年、1976年
の部分的な手直しや、個別認可制度の柔軟な運
用で対応してきたが、それも限界に達し、各種
団体からも提言・要望が寄せられるようになっ
た（表2）。これらの意見・要望は、①電話など
の基本的な公衆電気通信サービスは電電公社が
提供することを前提としつつ、②データ通信の
ための回線利用を自由化し、③付加価値通信分
野への民間参入を認めよ、ということに集約さ
れる。付加価値通信とは情報の内容を変更する
データ処理はないものの、速度・フォーマット・
プロトコル変換、定時配信、同報通信など基本
通信に付加価値を付けた通信処理を行なうもの
である。

表2　データ通信に関する提言・要望

年月日 団　体　等 頁
55. 12 政策構想フォーラム「データ通信政策に関する提言」 333
56.  4.  8 （社）日本情報センター協会「通信回線問題に関する

要望書」
336

56.  6. 15 通産省産業構造審議会情報産業部会答申 338
56.  6. 25 ＥＤＰユーザ団体連合会「通信回線利用制度改善に関

する要望書」
342

56.  7. 27 行政管理庁「データ通信に関する行政監察結果に基づ
く勧告」

345

56.  7. 28 経団連「情報化の推進に関する提言」 350
56.  8. 21 自民党情報産業振興議員連盟「情報産業の発展と通信

回線問題について」
355

56.  8. 24 電気通信政策懇談会提言「80年代の電気通信政策のあ
り方」

357

56. 10.  4 日本情報センター協会「通信回線利用精度の改善に関
する要望」

370

57.  2. 10 臨時行政調査会第二次答申 373

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.332

これらを受けて、郵政省は、①データ通信回
線利用制度の改正と、②付加価値通信（VAN:

　Value Added Network）分野への民間参入を
認める新法制定の方針を打ち出した。前者につ
いてはデータ通信のための回線利用を基本的に
自由とする形で公衆法などの改正が実施され
た。しかし、後者については、通信を所管する
郵政省と情報処理を所管する通産省6の所管争
いから政治的な介入を招き、1982年3月15日の

6 2001年の中央省庁再編で、経済産業省となった。

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.17

図3　公一特接続
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田中六助自由民主党政務調査会長、同18日の
橋本竜太郎自由民主党行政調査会長の裁定の結
果、中小企業を対象としたVAN（いわゆる「中
小企業VAN」）のみが実現した。

3.2 第二次回線開放の概要

第二次回線開放の基本は、データ通信のため
の回線利用を自由化する、即ち情報の内容が変
更される場合には、回線利用を自由とするもの
である。以下、第一次回線開放の制度に対応し
て解説を加える7。

3.2.1 　特定通信回線の他人使用

特定通信回線の他人使用については、公衆
法第55条の13の改正とそれを受けた電電公社
の他人使用基準の改正が行なわれた。データ
処理のためであって、「内容を変更することな
く他人の通信の媒介」を行なわないものは自
由とされた（図4）。これは、ITU（International 

Telecommunications Union:国際電気通信連合）
の常設機関であったCCITT（Comité Consutif 

International Télégraphique et Téléphonique： 国
際電信電話諮問委員会）のD.1勧告が、国際通
信回線についてデータ処理のための他人使用の
みを認め、メッセージ交換を禁止していたこと
に対応したものである。

7 詳細は、福家(1983a)、(1983b)、村田他(1982)、郵
政省電気通信政策局(1983)、郵政省電気通信政策局
データ通信課(1983)などを参照。

3.2.2 　特定通信回線の共同使用

特定通信回線の共同使用については、公衆法
第55条の11と郵政省令第4条の13の改正が実施
された。まず、国・地方公共団体、および業務
上緊密な関係にあって、その間の通信を必要と
する場合には、メッセージ交換（内容を変更す
ることなく情報を媒介する電子交換機本体の使
用)を含めて自由化された。ここでいう業務上
緊密な関係とは、郵政省の解釈運用通達（デー
タ通信における公衆電気通信法及び公衆電気通
信法施行細則の解釈及び運用方針について、郵
電通第294号（57.11.2）、以下「運用通達」）に
よれば、公衆法第66条の共同専用に準じて解釈
運用することとされた。具体的には以下の通り
である。
①　発行済株式総数、又は出資総額の100分の

10を超える株式又は出資の所有関係を有
し、業務上継続的な取引関係を有する。

②　業務上継続的な取引関係を有し、かつその
業務に関し、相手方との取引高が、総取引
高の100分の20を超えて相当程度の依存度
を有する。

③　業務の一部について業務提携等の継続的な
契約関係を有する。
さらに、一般の共同使用については、データ
処理のためであって、メッセージ交換がない場

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.15

図4　他人使用（1982年）

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.13

図5　共同使用（1982年）



Journal of Global Media Studies   Vol. 13

―  66  ―

合に認められることとなった（図5）。
このデータ処理には、検索も含まれ、分類・
編集はメッセージ交換とされたことは、現在に
おけるインターネット上の検索サービスに対す
る含意として注目しておく必要がある。なお、
情報を中継する中途コンピューターでのメッセ
ージ交換（図6）や開始・終了電文、訂正電文
の送信などデータ処理に付随するメッセージ交
換は例外的に認められた。データ処理の有無の
判断はここまで厳密であったということの証左
でもある。

3.2.3 公衆通信回線と特定通信回線の相互接続

従来個別認可であった公衆通信回線と特定通
信回線の片側接続は、データ処理があることを
前提に自由となった(公衆法第55条の16、郵政
省令第4条の16)（図7）。また、特定通信回線の
両端で公衆通信回線と接続するいわゆる公―特
―公（図7）は、郵政大臣の個別認可とされた（公
衆法第55条の16）。

3.2.4 他人の通信の媒介の例外

既述の通り、他人の通信の媒介は、電電公社
の独占業務とされたが、これを一律に禁止する
ことはデータ通信の実態にそぐわないことか
ら、例外的に郵政大臣の個別認可で認められる
こととなった（公衆法第55条の16、郵政省令第
4条の16）。電電公社の独占業務とはいえないよ
うなケース（例えば、図8）まで禁止する必要
はないからである。

3.2.5 中小企業VAN

当初全面開放を目指したVANについては、
郵政省と通産省の所管争いの結果実現せず、「公
衆電気通信法第55条の13第2項の場合等を定め
る臨時暫定措置に関する省令（昭和57年郵政省
令第55号）」によって、中小企業を対象とする
VAN（中小企業VAN）のみを認めることとな
った。この郵政省と通産省の「通信」か「情報
処理」か、という所管争いが、現在の総務省と
経済産業省の間でもしばしば表面化して、わが
国の情報通信の発展を阻害しているのは不幸な
ことと言わねばならない。この中小企業VAN

は、「業務上緊密な関係にある者の間では、回
線の共同使用について全く制約がないのに対
し、自前でコンピューターを持てず、計算セン
ターに委託せざるを得ないが、他人使用におい
て、業務上緊密な関係にある者に対する制度上
の手当てがないのは不公平だ」（郵政省電気通
信政策局(1983)p.19）という理由で正当化され
た。中小企業の範囲は中小企業基本法によるも
のとされ、業務上の緊密な関係は共同使用にお
けるメッセージ交換を認める基準（運用通達）

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.31

図6　中途コンピュータでのメッセージ交換

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.17

図7　相互接続（1982年）

出所：郵政省電気通信政策局[1983]p.19

図8　他人の通信の媒介（1982年）
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が準用された。中小企業VANの事業開始には
郵政大臣に対する届出が必要とされ、郵政大臣
は公衆電気通信業務との切り分け等のための改
善措置の指示を出すことができるという規程が
おかれた。
鳴り物入りで実現した中小企業VANである
が、実際に届け出た事業者は少数であり（別紙）、
第二次回線開放から3年後には、電電公社の民
営化･競争導入が実現したことから、その制度
は短命に終わった。

3.3 回線開放の意義と限界

以上見てきた回線開放は、分散処理システム
やシステム間結合等のデータ通信の発展に対応
して回線利用の自由化を進めたという点では意
義深いものであるが、メッセージ交換は電電公
社の独占を維持するという大前提を置いたこと
に伴う限界も指摘しなければならない。メッセ
ージ交換、通信処理（付加価値通信）、及びデ
ータ処理の区別には、米国の数次に渡るコンピ
ューター調査で明らかなように、曖昧性が存在
することは否定できない。そのために、回線開
放においても、公衆法ばかりでなく、郵政省

令、及び電電公社のデータ通信利用規程によっ
て細部が定められる複雑な制度となり（表 3）、
郵政省の解釈運用基準すら通達されることとな
った。この曖昧性を解消しようとして、郵政省
と電電公社が種々の解説書を発行した努力は多
としなければならないが、何が許容されるのか
が曖昧であったことは、その後のインターネッ
トを中心としたITの発展においてわが国が米国
の後塵を拝する一因となったことは否定できな
い。
特に、図9に示すがごとく、日米の電気通信
の自由化の制度の相違はわが国におけるインタ
ーネットの立ち遅れにつながった。米国が、基
本サービスと高度サービスの区分（後に、電気
通信サービスと情報サービスの区分）によって、
インターネットを非規制としたのに対して、わ
が国においては、パケット交換は電電公社の独
占とされ、インターネットの本格的な普及が遅
れたのはその一例である。今日的視点から見た
場合、そこに回線開放の大きな限界を見出すこ
とができる。また、データ処理を伴うものも「デ
ータ通信」として、法制度上は「電気通信」の
範疇に入れられたことが、後述の通り、民営化

表3　第二次回線開放の体系

   出所：福家[1983b]p.7
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後の規制の枠組みに引き継がれたことに留意し
ておく必要がある。

4　NTTの民営化・競争導入と回線利用の自由

化

4.1 競争導入の枠組み

1985年に電電公社が民営化されてNTTが発
足すると同時に、電気通信分野の自由化＝競争
導入が実現した8。その競争導入の枠組みに、一
次、二次の回線開放の仕組みが継承されてい
る。それは、電気通信事業と電気通信事業者の
定義である。公衆法に代わって制定された事業
法の第2条において、電気通信役務を「電気通
信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電
気通信設備を他人の通信の用に供すること」と
定義し、電気通信事業を「電気通信役務を他人
の需要に応ずるために提供する事業」としてい
る。電気通信事業は、自ら電気通信回線設備を
設置し、事業の開始には郵政大臣の許可を要す
る一種事業（同法第6条、同法第9条）と、一種
事業者から電気通信回線設備を賃借する二種事
業（同法第6条）に区分された。この二種事業
のうち大規模なものと国際サービスを提供する
ものは特別二種事業者として、郵政大臣への登
録が求められ、小規模のものは届出のみで事業
を開始できる一般二種事業者とされた（同第21

条、22条、24条）。

8 詳しくは福家(2000)を参照。

事業法にいう「他人の通信の媒介」は、「他
人の依頼を受けて、情報（符号、音響又は映
像）をその内容を変更することなく伝送・交換
し、隔地間の通信を取次、又は仲介して完成さ
せる」ことであり、「他人の通信の用に供する」
には自己の電気通信設備を自己以外の者との通
信に利用することも含まれるとされている（電
気通信法制研究会(1987) p.15）。従って、デー
タ通信（オンライン情報処理）サービスを提
供する事業者も、通信事業者として、事業法に
よる規制の網は被せられることになると解され
ている（同p.251）。但し、事業法第90条におい
て、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を提供する
二種事業者（現在は、電気通信回線設備を設置
することなく提供している電気通信事業者（現
事業法第164条））は第3条（通信の秘密）、第
4条（検閲の禁止）以外は適用除外とされてい
るので、実質的には非規制といってよい。この
ように見てくると、データ処理を伴う回線利用
も「データ通信」として、電気通信の範疇に包
含されたことが、競争導入後の事業法による電
気通信の枠組みに引き継がれていることが分か
る。つまり、回線開放時には、データ通信も電
気通信と捉えた上で、「電子計算機の本体にお
いて、販売在庫管理、給与計算、科学技術計
算、預貯金処理などの演算処理、ファイル更新
等が行なわれ、情報の内容が変更される」のが
データ処理であり、「データベースに対する情
報検索もデータ処理」に含まれる（郵政省電気
通信政策局(1983)p.30) とされ、このような回
線利用の態様が自由化されていた。この考え方
が事業法に継承され、電気通信回線を賃借して
電気通信役務を提供するものも全て二種事業と
され、このうち、データ処理を伴うものは通信
の秘密の遵守義務を除いては、適用除外とされ、
事業の登録･届出などの規制は課せらなかった。
データ処理の有無で回線利用の可否を判断した

図9　回線開放の日米比較



―  69  ―

回線開放の歴史的意義－ビッグデータと通信の秘密の視点から－（福家）

回線開放の考え方が、競争導入後の事業規制の
区分に脈々と流れているていると言える。
この仕組みは、数次にわたるコンピューター
調査などを通じて、基本サービスと高度サービ
スとに区分し、前者のみを規制対象とした（図
10）が、両者の区分に悩まされ続けた米国に比
べて明快な制度であると評価された（林(2002)
pp.51-52）。しかし、データ処理の有無による
区分も、基本･高度の区分と同様に、何がデー
タ処理かに関して曖昧さが存在する。1985年
の競争導入後、登録･届出をした二種事業者は
急増し、一種･二種の区分が廃止される直前の
2003年度末に、11,983件にも達していた（総務
省(2004)p.140）。これは、登録・届出の義務に
違反しないようにというリスク回避と、政府の
お墨付きを営業に活用したいというお役所上位
の風潮を反映したものであろう。
しかし、ここで留意しておきたいのは、事業
法制定当時は重要視されなかったデータ通信事
業者の「通信の秘密」遵守義務問題が、インタ
ーネット利用の拡大とビッグデータの利活用に
伴って表面化することは、当然のことながら認
識されていなかったということである。

4.2 回線利用の完全自由化と一種･二種の区分

の廃止

1985年の競争導入に伴って、回線利用も完全
に自由になったというわけではない。NTTが郵

政省の認可を得て定めた電話サービスの契約約
款において、専用線に電話回線を接続する「公
ー専」の電話利用は依然として禁止されていた
（NTT電話サービス契約約款第64条）。新規参入
してきた一種事業者は、自ら設置する通信回線
の両端にNTTの電話回線を接続する形（公ー「私
設回線」ー公）で電話サービスを提供したも
のであり、NTTの回線利用について、これ以上
に厳しい制約を課したのは、意図したか否かは
ともかくとして、新規参入事業者を保護する方
向に機能したといってよい。その後、「公―専」
から「公―専―公」の電話利用の禁止に緩和さ
れ、この制約が完全に廃止されたのは、競争導
入後10年以上が経過した1997年のことであっ
た。
また、わが国独自の一種･二種の事業区分も、
大幅な規制緩和を実現した2003年の事業法改
正によって廃止された9。電気通信設備の規模及
び区域が一定の基準を超える事業者は登録、そ
れ以外は電気通信設備の設置の有無に拘わら
ず、従来の一般二種事業者と同様に事前届出の
みで通信事業に参入ができるようなり（改正事
業法第9条）、参入規制が大幅に緩和された。事
業法の実施細則を定める電気通信事業法施行規
則（以下、「総務省令」）では、端末系伝送路設
備が同一市町村内に設置され、かつ中継系伝送
路設備の区間が同一都道府県内に終始する事業
者は、事前届出でよいとされた（総務省令第3

条）。これを既存の一種事業者に当てはめれば、
3分の2以上が登録を要することになる（総務省
(2003)）が、それにしても許可が廃止されたと
いうことは、大幅な規制緩和と言える。
本稿の議論との関係では、それ以上に重要な
のは、事業法第2条の電気通信事業の定義、第3

条の通信の秘密、及び第4条の検閲の禁止はそ
のまま維持されるとともに、適用除外は第164

9 詳しくは福家(2007)を参照

出所：林[2002]p.55に一部加筆

図10　日米の規制範囲の比較
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条として「二種事業」が、「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」と
言葉を変えて存続したということである。従っ
て、データ通信事業者に対しては、現在でも、
電気通信事業者として、通信の秘密の遵守義務
が課せられているということになる。

5　ビッグデータと通信の秘密

5.1 ビッグデータ問題の表面化

上記の通り、データ通信事業者は実質的には
非規制ではあるが、事業法上は、あくまで、電
気通信事業者であり、第3条（通信の秘密）、第
4条（検閲の禁止）の義務は課せられていると
いうことである。この事実が表面化してきたの
が、いわゆるビッグデータを活用した行動ター
ゲティング広告問題である。平成24年版情報通
信白書によれば、ビッグデータとは、「ICT（情
報通信技術）の進展により生成・収集・蓄積等
が可能・容易になる多種多量のデータ」（総務
省(2012b)p.154）を指す。それはVolume（量）、
Variety（種類）、およびVelocity（速度）によっ
て特徴付けられる（情報通信総合研究所(2012)
pp.13-14）。インターネット上の個人情報を蓄
積･分析してビジネスに活用する動きも拡大し
てきている。このビッグデータがビジネスや社
会生活に様々な革新をもたらす一方で、ビッグ
データの収集･利活用に伴うプライバシーの問
題にも危惧が寄せられている（新保(2012)、玉
井(2012)）。
このビッグデータを積極的に活用しているの
がグーグルであり、Gメールの内容を分析して
広告を提示するアドセンスなどが代表的な例で
ある。こうした利活用が、メールの内容を収集
･分析することから「通信の秘密」を侵してい
るのではないかとの指摘もなされている。先に
見たように、わが国の事業法においては、デー
タ通信事業者も含めて電気通信事業者とされ、

通信の秘密の遵守義務が課せられているからで
ある。
事実、わが国では、ヤフーが自社のメールサ
ービス、「ヤフー！メール」の会員向けに2012

年8月からメールの文面に連動した広告（イン
タレストマッチ）を配信しようとした際に、川
端達夫総務大臣（当時）が、「通信の秘密」を
侵害する可能性を指摘した（2012年6月27日付
け日経新聞記事）。これを受けて、ヤフーは、
①事前に利用者の同意をとる、②広告を希望し
ない利用者は拒否できる、③広告主など第三者
に解析結果を渡さないなどの条件を整備するこ
とを約束して、「通信の秘密」を侵害していな
いとする総務省の確認を得た（2012年9月16日
付け日経新聞記事）。

5.2 電気通信事業の定義の経路依存性と通信

の秘密

ヤフーと同種のサービスは、グーグルがGメ
ールで既に日本の利用者向けにも提供している
が、グーグルが電気通信事業者として「通信の
秘密」の遵守義務を負っているか否かは定かで
はない。基本に立ち返って考えてみれば、ウェ
ブメールも「電気通信設備を用いて他人の通信
を媒介」しているものであり、日本国内におい
て、「電気通信回線設備を賃借していれば」、電
気通信事業者としての届出が必要とされるはず
である。検索サービスは、前述の通り、データ
処理があると解釈されているので、事業法第
164条の適用除外の対象となるが、現行法上は
あくまでも、データ通信も電気通信事業として
扱われると解釈されており、日本国内において、
「電気通信回線設備を賃借していれば10」、同様
に「通信の秘密」の遵守義務を負うことになる。
ここでの問題は、上記で「電気通信回線設備
を賃借していれば」という点である。グーグル

10 グーグルがサーバーの設置場所を明らかにしていな
いので、この点は確認できていない。



―  71  ―

回線開放の歴史的意義－ビッグデータと通信の秘密の視点から－（福家）

が国内にサーバーを設置していれば、当該サー
バーにインターネット接続用の電気通信回線が
接続されているはずである。とすれば、「電気
通信回線設備を賃借」していることになり、ウ
ェブメールについては、電気通信事業者として
の届出義務が生じるし、検索サービスはこうし
た届出の適用除外となるが、いずれにしても、
電気通信事業者としての「通信の秘密」の遵守
義務を負うことには変わりがない。
しかし、サーバーが日本国内に設置されてい
なければ、当該サーバーに接続する電気通信回
線が国内に存在しないのであるから、事業法上
の電気通信事業者とみなすことはできず、「通
信の秘密」の遵守義務を負わないことになる。
同様の条件は、他社の提供するインターネット
や携帯電話を利用して通話サービスなどを提供
しているLINEやSkypeなどにも当てはまる。現
在まで、米国の非規制の環境下で成長してきた
グーグルに対して、わが国で改めて、電気通信
事業者としての規制を課すことも現実的ではな
かろう。事実グーグルの個人情報指針に対して、
総務省は経済産業省と連名で「事業法における
通信の秘密の保護等に関する規定を遵守する」
ことなどを内容とした2012年2月29日付けの通
知文書を出した（総務省(2012a)）が、何ら実
効を挙げていない。
一方で、Yahoo!は日本国内に設置したサーバ
ーにインターネット回線を接続してサービス提
供しているのであるから、データ処理の有無に
拘わらず、電気通信事業者として「通信の秘密」
遵守義務を負うことになる。このような規制の
非対称性が生じる可能性があるのは、回線開放
時に、データ処理を伴うものも「データ通信」
として電気通信の範疇に包含し、データ処理の
あるものは回線利用を自由した制度が、競争導
入後の電気通信事業者規制に引き継がれたとい
う経路依存性が存在するからである。つまり、
「データ通信」サービスを提供するものも、電

気通信事業者とし、「通信の秘密」の遵守義務
を課したからである。
この経路依存性が、インターネットの発展に
伴う多様な利用形態に対応できなくなって来て
いることが問題である。図11に示すがごとく、
インターネット・スマートフォンの普及に伴っ
て、わが国では電気通信事業者としては扱われ
ない事業者が、電気通信事業者と類似のサービ
スの提供を拡大しているからである。それに伴
う問題の一つが、ビッグデータの利活用に伴う
プライバシー問題である。これを事業法上の電
気通信事業者の「通信の秘密」の問題として扱
う限り、電気通信事業者と電気通信事業者に該
当しない事業者との間で、規制の非対称性、特
に国内外事業者間の規制の非対称性が生じる。
この問題の解決手段の一つは、「データ通信」
を電気通信として扱う回線開放以来の制度を改
めることである。「データ通信」を事業法の規
制対象の電気通信から除外し、ビッグデータに
係わる問題を事業法上の「通信の秘密」として
扱うのではなく、広くプライバシー一般に係わ
る総合的な保護法制の問題として取り扱うのが
現実的な解であろう。

6　おわりに

以上、回線開放の歴史から、NTTの民営化･
競争導入を分析し、そこからビッグデータと
「通信の秘密」問題への含意を探ってきた。そ

図11　インターネット事業者
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の結果、回線開放を通じて形成された「制度」が、
通信の自由化後の「制度」に影響を与える経路
依存性が存在し、ひいてはわが国のIT分野の国
際競争力の立ち遅れやビッグデータを巡る国内
外事業者間の規制の非対称性にもつながってい
ることが明らかになった。日米の事業者間の規
制の非対称性を解消するには、この経路依存性
を断ち切って、データ通信を事業法上の規制対
象から除外し、総合的なプライバシー保護法制
を再構築する必要があることを指摘して本稿の
まとめとしたい。

[別紙〕

出所：日刊工業新聞（1984）、「実践VAN」、『NK-MOOK』26号、p.143
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