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質疑のある方は順次御発言願います。

たけど、平成三十年の七月に可決、成立をして、

法を誠実に執行する責務を負う行政府たる総務省

─────────────
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございま

義が生じたので、それを参議院法制局に伝えたと

○委員長（浜田昌良君） ただいまから総務委員
今通常国会においては、内閣提出議案の条文や

いうことだと思います。それが平成三十年十二月

としては条文のチェックをされていたところ、疑

関連資料に多くの誤りが判明し、議院運営委員会

ということでした。

す。どうぞよろしくお願いいたします。

昨日までに、舟山康江君及び高橋はるみ君が委

理事会や委員会で議論、質疑を行うとともに、本

では、参議院法制局は、総務省のこの伝達を受

会を開会いたします。

員を辞任され、その補欠として浜野喜史君及び今

院においては、各会派合意の下、議院運営委員長

けて、これを当該議案の提出会派や参議院事務局

委員の異動について御報告いたします。

井絵理子君が選任されました。

から政府に対する要請についても行ったところで

に報告しましたか。

─────────────
ございます。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限

りについて報道がありました。選挙については当

出で成立した公職選挙法の罰則に関する条文の誤

そんな中、先週土曜日、特定会派の参院議員提

上げます。

けすることになりましたこと、心よりおわび申し

どもの不手際によりまして先生方に御心配をお掛

○法制局長（川崎政司君） まず、この度は、私

○委員長（浜田昌良君） 政府参考人の出席要求

及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正

委員会の所管事項であり、民主主義の根幹である

に関する件についてお諮りいたします。

する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事

平成三十年十二月、総務省から連絡を受けて、

だきます。

その上で、お尋ねについてお答えをさせていた

選挙に関わる法律の、しかも罰則の条文の誤りと
いう重要な内容であることから、冒頭に事実確認

会協議のとおり、総務省行政評価局長白岩俊君外
七名を政府参考人として出席を求め、その説明を

だけさせていただければと思います。

いつ参議院法制局にお伝えになりましたでしょう

四月ももう下旬です。約二年半放置をしていたこ

○吉川沙織君 平成三十年十二月、今は令和三年

提出会派への報告、事務局に伝えるといったこと

か。

とに結果としてなりますが、なぜ提出会派にも参

総務省に伺います。

聴取することに御異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○政府参考人（森源二君） お答え申し上げます。

議院事務局にも報告しなかった、その理由につい

はしておりません。

総務省におきましては、平成三十年十二月に御

て教えてください。

今回の条文誤りを総務省としてはいつ認識し、

○委員長（浜田昌良君） 特定電気通信役務提供

指摘の条文改正の漏れに疑義を持ちまして、参議

○法制局長（川崎政司君） まず、総務省から指

○委員長（浜田昌良君） 御異議ないと認め、さ

者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に

院法制局にこのことについて確認の連絡をいたし

摘を受けました平成三十年十二月の段階では、整

よう決定いたします。

関する法律の一部を改正する法律案を議題といた

たところでございます。

理漏れの情報が担当の第三部長にとどまることに

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、

─────────────

します。

○吉川沙織君 法が、まあひどい形ではありまし

これより質疑に入ります。
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の整理漏れのようなミスにつきましては、実質的

るに至ったところ、これまで、そういうその条文

上たってからでございますが、組織として把握す

その後、組織として把握するに、その後一年以

め、対応することができませんでした。

なり、組織として共有することができなかったた

今回の条文誤りに係る罰則の適用についての見

思いますが、ここで総務省選挙部にまた伺います。

して厳しく責任が問われてしまうのではないかと

挙法の改正ではありましたけれども、その主体と

との責任は、特定会派の参議院議員提出の公職選

はありません。二年半放置してしまったというこ

あって、罰則に関わるとか条文の誤りそのもので

で、この間、仮に何か事案があったらどうするお

半年以内に総選挙も必ず執行される状況にある中

現に三つの補欠選挙、再選挙が行われています。

年の第二十五回参議院通常選挙ありました。今も

二年半近くも放置して、仮に、この間、令和元

ここで改めて参議院法制局長に伺います。

ことがございますので、その実質的な改正でどう

○政府参考人（森源二君） 公職選挙法の文言上、

解を伺います。

ございませんので、私どもとして何かできるとい

あるいはそういう罰則を適用するような機関では

○法制局長（川崎政司君） 私どもは、執行機関

つもりだったんですか。

な法律改正をする際に訂正をするといったような
にか改正できないかということでいろいろ模索を

電子メールを利用する方法による選挙運動用文書

応していくことになるものというふうに考えてい

している間に時間がたってしまったということで

きましては、これ、最終的に個別の事案につきま

たところでございます。

うことはございませんが、私どもとしましては、

長。

して司法により判断されることになるものと考え

○吉川沙織君 法の執行に至ればそうかも分かり

図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の

○政府参考人（森源二君） 条文として正しくな

ているところでございます。

ません。ただ、この条文の誤り、あくまで法制局

ございます。申し訳ございません。

い、誤っているというふうに認識をしているもの

○吉川沙織君 法律の執行段階にあれば、今選挙

は条文の整理漏れとか不整合とおっしゃいますけ

やはり、先ほど総務省がお答えになったように、

でございます。

部長が答弁なさったとおり、一義的には検察が判

ど、総務省は誠実に条文を読み下したら、これは

規定が正しく規定をされていない状況が生じてい

○吉川沙織君 そもそも参議院法制局の認識とし

断して、最終的には裁判所、つまり司法の判断に

条文の誤りだということです。しかも、罰則に関

○吉川沙織君 法制局長、先ほどから条文の整理

て、昨日説明に来ていただきましたけど、そのと

なるというのは、確かにそのとおりだと思います。

わる条文の誤りです。

規定の適用の可否については、個別の事案あるい

きも条文の不整合という言葉で終わらせようとし

しかし、行政は法律を誠実に執行し、司法は争訟

法的安定性を著しく欠く現状であるということ、

るところでございまして、本来の立法意図に照ら

ている。今の説明も整理漏れとおっしゃいました。

に対して法律を適用して裁定するのですから、い

法制局はミスを生じた主体として責任感に欠ける、

漏れという言葉をお使いになりますが、総務省、

これはあくまで罰則に関わる条文の誤りそのも

ずれも法律がいかに規定しているかが重要であっ

せめて報告は即座にするべきだったと思います。

は具体的な事実を踏まえて司法当局で判断し、対

のであって、今ほかの例をお引きになりましたけ

て、条ずれの単純ミスで生じた誤りであったとし

我々の認識と大きな開きが残念ながらあるのでは

しまして、同規定が正しく適用されるか否かにつ

ど、ほかの例は、改正のときにもう要らなくなっ

ても影響は甚大です。

これ条文誤りということでいいですよね、選挙部

た項目がその次の改正で整理をしたというだけで
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する総務省として、このような法の誤りが放置さ

公職選挙法を所管し、誠実に執行する責務を有

ここでまた総務省選挙部に伺います。

す。

法制局としても改めて認識いただきたいと思いま

ない、こういうことであるということを立法府の

し、また、国民生活、経済活動に混乱を招きかね

条文の誤りは国民の権利義務に重大な影響を及ぼ

営委員会で官房長官に対しても申し上げました。

議会、前の参議院改革協議会でも全く議論してい

は容易に想定されます。ですので、参議院改革協

成に携わった法制局は過大な負担が掛かったこと

出てきて、たった二週間とかそんなもので条文作

革どうしようかと議論していた以外のものが突如

参議院改革協議会で一年十七回掛けて選挙制度改

議員の皆さんは御存じないかと思いますが、全く、

容の法案、おととしの参議院選挙で初当選された

参議院改革協議会でも全く議論していなかった内

ただ、このような誤りが生じてしまったのは、

なっております。

開始された平成二十二年度と比較すると約四倍と

件で高止まりしており、センターにおける相談が

る相談対応件数は、平成二十七年度以降、約五千

行っています違法・有害情報相談センターにおけ

○国務大臣（武田良太君） 総務省が委託運営を

総務大臣にお伺いいたします。

インターネット上の誹謗中傷の発生状況について

には痛ましい事件もあったところでございますが、

たな裁判手続の新設等を行うものです。昨年五月

中傷に対処するためのものでありますが、これ新

社会問題となっているインターネット上の誹謗

れている、この現状をどうお考えになりますか。

ない内容の法案を急遽、各会派の合意が大事であ

○吉川沙織君 センターが創設されてから約四倍、

はあくまで参議院の法制局にあったはずです。

○政府参考人（森源二君） 本件の条文改正の漏

るにもかかわらず、それをなさらなかった自民党

ないかと思いますし、私、これ四月一日の議院運

れによりまして、条文のある、誤りのある状況、

残念ながらインターネット上の誹謗中傷の事案は

一方的に右肩上がりに増えてしまっているという

会派にも私は責任があるのではないかと思います。
今、選挙部長からお話ございましたとおり、罰

これは本当に望ましくないもので、是正される必
要があるものというふうに考えているところでご

省は、特定会派の参議院議員が提出した公職選挙

○吉川沙織君 今回の案件につきましては、総務

す。

してしっかりと対応させていただきたいと存じま

うにするなど、引き続き参議院法制局などと連携

挙法の改正に併せて本件についても是正されるよ

総務省としても、今後見込まれる直近の公職選

局長及び総務省自治行政局森選挙部長はここで退

○委員長（浜田昌良君） 参議院法制局川崎法制

願いします。

ざいますので、委員長、お取り計らいよろしくお

参議院法制局長と選挙部長に対しては以上でご

ますので、やり取りをしていきたいと思います。

今日午後一時から議院運営委員会理事会もござい

是正されるべき内容だと思いますので、ここは、

出ております。この名誉毀損、プライバシー侵害

り、次いで知的財産権侵害事案が多いとの結果が

多い類型は名誉毀損、プライバシー侵害事案であ

ました平成元年度の調査結果によりますと、最も

総務省として国内のプロバイダーに対して行い

○政府参考人（竹内芳明君） お答えいたします。

な類型が多いのか、総合通信基盤局長に伺います。

思うんですけど、権利侵害事案としてはどのよう

では、インターネット上の誹謗中傷とかあると

状況が大臣の答弁から改めて分かりました。

法の改正で、まあ通っちゃったので、条文チェッ

席いただいて結構でございます。

事案には人権侵害事案が含まれているものでござ

則に係る条文の誤りそのものですので一刻も早く

クして、それを出した主体である法制局に迅速に

○吉川沙織君 本改正案について質問いたします。

ざいます。

お伝えになった。それを判断する、報告をするの
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大変深刻な問題だと思います。

その中で人権侵害も含まれるということであり、

プライバシー、それから知的財産侵害事案も多い、

○吉川沙織君 今の局長答弁によれば、名誉毀損、

す。

います。令和元年度のアンケート結果でございま

憶しております。

いますが、たしか倫選特で御審議いただいたと記

議いただくかは国会でお決めいただくことでござ

○政府参考人（竹内芳明君） どの委員会で御審

た。

正なんでしょうけど、総務委員会でやっていまし

○吉川沙織君 それっていわゆる、まあ改正は改

いしたいと思います。

当にこれでよかったのかというところで一つお伺

年の八月であると承知しておりますけれども、本

番号開示の省令に伴う改正が四回。直近の例は去

自発的に行われたものはなく、省令改正は発信者

選特委員会では行われましたけど、総務委員会で

総務大臣の下で本法が制定されて以降、改正は倫

たり前のように使われるようになるとともに、権

いうことでありましたが、近年、これらがもう当

ツイッター、次いでグーグル、フェイスブックと

総務委員会での局長答弁によれば、最も多いのが

なのかということに関しては、四月八日の衆議院

うといった改正ではありません。

う理由であって、総務省が自発的に改正しましょ

そのためにこの法案も改正しなきゃいけないとい

挙運動ができるようにするための改正であって、

年の公選法の改正は、いわゆるインターネット選

○吉川沙織君 今局長が答弁なさった平成二十五

加が非常に顕著です。よって、この対策の緊急性

関する人権侵犯事件数のいずれも、この十年の増

ーの相談件数は、インターネット上の人権侵害に

ありましたけれども、違法・有害情報相談センタ

えているという答弁ありました。事実、先ほども

先ほど総務大臣から、権利侵害事案の件数は増

権利侵害事案の多いプラットフォーマーはどこ

利侵害事案が増えているということも言えるかと

い。

降どれぐらい改正されたか、局長、教えてくださ

総務大臣のときでございましたけれども、それ以

では、この法律、制定されたときは片山虎之助

責法の施行の際に開示請求の発信者情報を定める

○政府参考人（竹内芳明君） 平成十四年にプロ

てお伺いします。

できました。では、総務省令の改正の回数につい

挙運動解禁に伴う改正であったということは確認

制定時には、非訟手続ではなく開示請求に関する

かわらず、平成十三年のプロバイダー責任制限法

非訟手続の考え方が提言されていました。にもか

究会報告書において、発信者情報開示については

ンターネット上の情報流通の適正確保に関する研

ただ、平成十二年に公表された当時の郵政省イ

は高いと言えます。

○政府参考人（竹内芳明君） 平成十三年に現行

省令が制定されて以降、省令改正は四回実施して

手続の制度整備が行われるにとどまって、以降、

法改正がその平成二十五年のインターネット選

法が成立して以降、法改正を実施したのは一回で

ございます。

思います。

ございます。平成二十五年、インターネット選挙

開示請求そのものに関する見直しは行われてきま
あるいは発信者の電話番号といった開示対象につ

これは、ＳＩＭカードの識別番号やポート番号、

する法律の公布、施行に伴いまして、選挙運動期

いては省令で規定しておりますので、そうした改

イダー責任制限法に、平成十二年の報告書、貴重

運動の解禁を内容とする公職選挙法の一部を改正
間中における名誉侵害情報の流通に関する公職の

正を四回実施してございます。

な提言いっぱい書かれています、なぜこれを踏ま

せんでした。

候補等に係る損害賠償責任について特例を新設し

○吉川沙織君 つまり、平成十三年、片山虎之助

現在に至るまで、今日現在に至るまで、プロバ

たものでございます。
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す。

する場合には訴訟手続によることが要請されてお

法上実体的な権利義務関係の存否を終局的に確定

る権利を奪はれない。
」とされておりまして、憲

おきまして「何人も、裁判所において裁判を受け

○政府参考人（竹内芳明君） 憲法第三十二条に

今回改正をお願いするものでございます。

いての要請が高まってまいったという認識の下で、

年においては被害者の迅速な救済ということにつ

ように取っていくかということの上において、近

れは表現の自由と被害者の救済のバランスをどの

の利用の増大、こういったことに伴いまして、こ

その後、スマホの普及でございますとかＳＮＳ

○吉川沙織君 今回、総務省の法案で裁判手続を

す。

必要とすることを勘案して定めたものでございま

多岐にわたるために相当の準備期間、周知期間を

ること、また、影響を受ける者の範囲が事業者等

書の様式などの検討や制定作業等が相当量発生す

事件に関する裁判手続において用いられる各種文

裁判所規則や総務省令、さらに新設する開示命令

て規定をし、訴訟で争えるための根拠規定を置い

ります。

○吉川沙織君 発信者情報の開示、つまり被害者

新たに創設するわけですし、本改正案の提案理由

えた非訟手続を整備することとならなかったんで

十二年の報告書を踏まえまして、平成十三年成立

の救済、権利救済と表現の自由とのバランスとい

のところを読みますとこう書いてあります。「発

これは、この法律の施行に向けましては、最高

のプロバイダー責任制限法第四条におきまして発

うのは非常に大事だということは理解しますけれ

信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設

たということでございます。

信者情報開示請求権を創設し、かかる権利義務の

ども、これだけ一気に法改正に、今まで至らなか

する」
、こうあります。

しょうか。

存否及びその内容を終局的に確定させるためには

ったものが、憲法上の要請として、至らなかった
ものが今回至ったということは、やはり昨年五月

立法例について教えてください。

このため、当時、郵政省におきましては、平成

当事者が訴訟手続において争う機会を保障する必
要があることから、訴訟手続で行う機会を保障し

のあの痛ましい事件も大きなきっかけになったん

○政府参考人（竹内芳明君） 裁判所による決定

○政府参考人（竹内芳明君） 先ほど申し上げま

でもっと早くやれなかったんでしょう。

の手続を取ることも認めるわけですけれども、何

○吉川沙織君 今回は非訟、訴訟ではなくて非訟

○政府参考人（竹内芳明君） 委員御指摘の本法

伺いします。

由と施行期日はいつ頃を見込んでおられるか、お

める日となっていますが、公布日に施行しない理

日から起算して一年六か月以内において政令で定

では、この法案、改正案の施行期日は、公布の

も施行期日を一年六月以内で政令で定める日と定

す。これらの法、両法律につきましては、いずれ

事手続に付随する措置に関する法律が挙げられま

た犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑

正化に関する法律及び平成十九年に改正されまし

ました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適

例えば例といたしましては、令和元年に制定され

では、裁判所による決定手続を新設した最近の

たものでございます。

だと思われますが、もっと早く検討してもよかっ

手続を新設いたしました最近の法律におきまして、

なお、近年に至りまして迅速な被害者救済が求

たのではないかと思います。

したように、憲法上の要請によりまして、まず実

の施行期日は、公布の日から起算して一年六月以

めているものでございます。

められてきていることから、今般、非訟手続を導

体法上の発信者情報の開示請求権、これをまずは

内で政令で定める日としているところでございま

入する形で見直しを行うものでございます。

平成十三年の法律におきまして法律の第四条とし
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のか、教えてください。

案が実際公布の日から施行までどの程度掛かった

では、この裁判手続を新たに新設した二つの法

た。

も施行が一年六か月以内とされていると伺いまし

十九年の法案を挙げていただいて、それはいずれ

を法律の中に定めた例として令和元年の例と平成

○吉川沙織君 今局長の答弁で、新たな裁判手続

基づく請求を行えるということでした。

起きてしまった権利侵害事案についても改正法に

先の施行になるでしょうけれども、施行より前に

○吉川沙織君 今の答弁では、改正法がしばらく

行うことは可能でございます。

事案について改正法に基づく開示命令の申立てを

に起きた権利侵害事案であっても、当該権利侵害

○政府参考人（竹内芳明君） 改正法施行より前

可能でしょうか。

○政府参考人（竹内芳明君） 御指摘の研究会に

います。

か参加していません。

入っていました。でも、最高裁は第七回目からし

ブザーバーとして第一回からは法務省と文化庁が

ります。本改正の、今申し上げた研究会には、オ

れれば、これ運用は総務省ではなくて裁判所とな

おります。今回、実際に新たな裁判手続が新設さ

○吉川沙織君 では、今回のも、先ほど、なぜ公

日から約一年五か月後に施行されております。

た二つの改正法につきましては、いずれも公布の

務的なものに必要なものは事業者が保存しますけ

成さないおそれもあります。ログは、やっぱり事

イダーとかに残っていなければ全くもって意味を

ただ、これ開示請求を行っても、ログがプロバ

検討をいただきました。

います新たな裁判手続の在り方について集中的に

して以降、今回の改正法における改正事項でござ

おきましては、昨年八月に中間とりまとめを公表

最高裁のみ途中参加となった理由を総務省に伺

○政府参考人（竹内芳明君） 御説明いたしまし

布と同時に施行できないのか、一年六か月以内に

ど、やはりいろんな通信の秘密の観点から一定程

担当する裁判所の知見が必要不可欠であったこと

こうした検討を行う際には、実際に裁判実務を

しているのかという理由のところで、局長の答弁

度の期間がたてば消去するのが筋だと、それも思
でも、やっぱりこういうことも考えられますの

ものでございます。

によれば、最高裁の規則とか、あと裁判手続にお
の改正が多岐にわたるということが挙げられまし

で、そことの関係をどう考えるかは現行手続と同

○吉川沙織君 必要になったからということは分

から、昨年九月に開催されました第七回会合から

た。であると、やはり今回も緊急性がすごい高い

様に大事だと思います。裁判手続の新設を伴う法

かるんですが、この発信者情報開示の在り方に関

います、分かります。

法案であり、施行は早い方が、整えばいいと思う

改正であるために準備に時間を要することは理解

する研究会の第一回目は令和二年四月三十日とな

いて定められるいろんなもの、それから総務省令

んですけれども、それなりの時間を要するという

しますが、やはりこの改正は権利侵害事案に対応

っています。このときは、特に新たな裁判手続を
今回の法改正のよりどころとなったのは、発信

でしょうか。

最高裁判所にオブザーバーとして参加いただいた

ことだと思います。

するものですから、早期施行に向けて立法府の立

創設するとか、そういったことが想定されていな

ここで一つ確認させてください。今回の改正法

場からも注視をしていきたいと思います。

しまう可能性が、蓋然性が高い中、その改正法施

者情報開示の在り方に関する研究会最終とりまと

○政府参考人（竹内芳明君） 第一回を開催した

が施行されるのが公布の日から一年以上掛かって
行より前に起きてしまった権利侵害事案について、

め、これが本改正案の基となっていると承知して

かったからだと思いますが、それで認識合います

本改正に基づく発信者情報開示請求を行うことは
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マについて重点的に御検討いただいたものでござ

被害者救済のための新たな裁判手続といったテー

月の中間とりまとめ以降におきましては、迅速な

状況も踏まえ、先ほど申し上げましたように、八

その後、痛ましい事案などもあり、そういった

て幅広く議論をスタートいたしました。

いう見直しを行っていくべきかということについ

ービスや技術の変化というものを踏まえて、どう

二十年、約二十年経過ということで、その間のサ

時点におきましては、広範に、本法が施行されて

え得る最大、ベストの案であるということで、最

されていた委員の方々もこれが恐らく現時点で考

とりまとめのパブコメの際に様々問題点の指摘を

お取りまとめをいただき、最終的には、その中間

丁寧に議論を重ねて、合計十一回にわたる会合で

方々などからも様々な知見をいただいて、本当に

バーとして参加いただき、また、関係の弁護士の

九月以降の会合におきまして最高裁にもオブザー

ただきましたので、先ほど申し上げましたように、

論した方がいいんじゃないか、様々な御議論をい

は心配だとか、こういった点はもう少し丁寧に議

ずれにせよ、負担が増加することになったとして

今後の運用を見守っていくことになりますが、い

所の負担が実際に増加するか否かにつきましては

おります新たな裁判手続の導入によりまして裁判

○政府参考人（金子修君） 本法案で想定されて

ます。

に伴う裁判所の負担について認識をお伺いいたし

得ることが挙げられていますが、裁判手続の新設

裁判所が運用上、一定程度後見的な役割を担い

ここで、法務省に伺います。

ます。

います。

知しております。

も、裁判所においては、新たな裁判手続が創設さ

○吉川沙織君 中間とりまとめの段階では構成員

○吉川沙織君 今までは訴訟、まあ裁判外で任意

終回においては皆様同意をいただく、合意をいた

すが、ここでは様々慎重な意見をおっしゃった委

の方が慎重な意見をおっしゃって、この中間とり

開示という事例もあったと思いますけれども、非

○吉川沙織君 今、四月の第一回目の時点では広

員の方がいらっしゃると承知していますが、その

まとめが提示されたのが七月十日で、痛ましい事

訟手続を創設することによって件数が増加する、

れた趣旨に従って適切に制度を運用するとともに、

辺、その後どう対応されたんですか。

案があったのが五月ですので、議論を若干急いだ

それからまた、職権探知主義というんですか、そ

だく形で取りまとめをいただいた、こういう経緯

○政府参考人（竹内芳明君） 七月に公表いたし

分、ちょっと、今答弁あったように細かな点につ

ういったことで裁判所が一定程度後見的な役割を

範な論点について議論をする。七月十日と八月二

ました中間とりまとめ案におきまして、新たな裁

いて議論が及んでいなかったということもありま

担っていくことも想定されますので、是非、運用

そのために必要な体制整備を行っていくものと承

判手続についてどのような考え方、制度的な立て

したので、その後は丁寧に最高裁にも参加をいた

上見つつだとは思うんですけど、適切に対応いた

でございます。

付けで考えていくべきかということについて少し

だいて議論をされて、このとりまとめに至ってい

だければと思います。

十八日に中間とりまとめについて議論されていま

論点整理的なものをお示しをいたしました。

るものかと思います。

その時点では、新たな裁判手続として、やはり

用の負担について伺います。現行手続で掛かる費

今回、発信者情報開示の申立てに当たっての費
非訟手続創設のメリットとして、訴訟手続よりも

用と新設される非訟手続において必要となる主な

この最終とりまとめにおいては、訴訟ではなく、

か細かな点まで十分議論が及んでおりませんでし

裁判所の職権性が強い非訟事件手続と書いてあり

その権利保障をどういうふうにやっていくのかと
たので、多くの関係者の方々から、こういった点
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○政府参考人（竹内芳明君） 現行の裁判手続に

費用について、局長に伺います。
重要です。

観点からは、制度の使いやすさというのはとても

ことになります。となると、被害者の権利回復の

と設けているというふうに考えております。

ように、制度上の一定の歯止めは私どもしっかり

しては一申立て当たり千円が想定され、担保を立

て必要な費用、裁判所に納付する手数料につきま

他方で、本改正案による新たな裁判手続におい

は、手数料として一万三千円でございます。

ふうに聞いております。また、訴訟手続について

保全部においては通常十万円から三十万円という

担保の額につきましては、例えば東京地方裁判所

立てることが発令の条件となっております。この

分手続については、手数料二千円のほか、担保を

終局決定に確定判決と同一の効力として既判力が

続上も、異議の訴訟が提起されない場合などには

り濫訴が生じるとは考えておりません。また、手

実体要件は変更しておりませんので、本改正によ

利侵害の明白性といった開示の判断に当たっての

○政府参考人（竹内芳明君） 本改正案では、権

います。

れがあるのではないかと思いますが、御見解を伺

用となることにより、手続の悪用とか濫訴のおそ

ただ一方で、従来よりも簡易な手続、割安な費

も言葉をお使いになりましたけど、既判力が生じ

異議なく開示可否が確定した場合には、今答弁で

結果として、非訟と訴訟のハイブリッドとして、

見が出たけれども、その後、丁寧な議論をして、

に関する研究会で、中間とりまとめでは慎重な意

○吉川沙織君 今回は、発信者情報開示の在り方

えております。

ればしっかり検討していきたいと、このように考

どもとしても実態を把握をし、見直すべき点があ

になっているのかというところについてはよく私

したら、その運用段階において、どのような状況

ただ一方で、今後、本法案をお認めいただけま

おいて必要となる主な費用につきましては、仮処

てることは発令の条件とはなっておりません。

付与されるとともに、申立ての取下げについても

する費用と新設される非訟手続に要する費用とい

○吉川沙織君 いずれにしても、現行の手続に要

言する者あり）担保、担保、担保金、担保。

郵政のかんぽではなく、担保でございます。
（発

○政府参考人（竹内芳明君） 済みません。日本

ました。

ない部分があったんですが、官報っておっしゃい

○吉川沙織君 済みません、今ちょっと聞き取れ

おります。

郵便切手代や弁護士費用等が必要となると考えて

すか。

分かりません。あると思うんですけど、大丈夫で

やはり、いい人がいればそうでない人もいるかも

りも簡易迅速な形でというのを書いてあるので、

しとか、あと、新たな裁判手続においては現在よ

続の創設に当たって件数の増加等による負担が増

ページと二十五ページに、例えば、今回の非訟手

○吉川沙織君 最終とりまとめの報告書の二十二

生じるとは考えておりません。

など対策が講じられており、本改正により濫訴が

一定の場合には相手方の同意を要するものとする

することが必要でございます。

便を阻害するおそれもあるという点にも十分配慮

けた場合には、被害救済を求める他の利用者の利

ため、一部の者による濫用を防止する仕組みを設

上、紛争一般に存在する問題でございます。この

手続の濫用は、本制度固有の問題ではなく、民事

○政府参考人（竹内芳明君） 御指摘のとおり、

一般に存在する問題とされています。

信者情報開示制度固有じゃなくて、民事上、紛争

方で、手続の悪用や濫用というのは、実はこの発

て濫用的な蒸し返しは防止できるとされている一

なお、いずれの場合におきましても、このほか、

うのはかなり、非訟手続だと千円ということです

○政府参考人（竹内芳明君） 先ほど申しました

総務省、この点どうお考えでしょうか。

ので、非常に心理的、金銭的なハードルは下がる
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行後、看過し得ない濫用事例が頻発した場合には、

な運営が図られるものと考えておりますが、法施

審査の下、審理の下、発信者情報開示制度の適正

期解決が可能となると思います。ただ、これ裏返

今局長から答弁あったように、今までよりかは早

形式では、争訟性が低く、非訟手続限りであれば、

今回採用された非訟・訴訟手続のハイブリッド

一方で、これ最初の方のやり取りでもありまし

す。

ょっとちゃんと見ていかなきゃいけないと思いま

○吉川沙織君 適切に運用されるかどうかは、ち

踏まえ、適切に制度を運用していくものと認識し

関係省庁と相談をし、必要な対応を検討してまい

せば、争訟性が高く、非訟手続の後、異議申立て

たけど、権利者、被害者の権利回復と、一方で表

○吉川沙織君 ここで法務省に伺います。

りたいと考えております。

が行われ、訴訟に移行する場合には時間が掛かる

現の自由とのバランスというのは非常に難しい問

総務省としては、裁判所による公正かつ厳正な

○吉川沙織君 本改正案の施行はしばらく、先ほ
ことが考えられます。

ております。

どの答弁に鑑みれば先になるんでしょうけど、も

ーとアクセスプロバイダー相手とする二段階の手

もおっしゃいましたけど、コンテンツプロバイダ

手続であることが望ましいということを二回ぐら

たんですかといったときの答弁で、憲法上の訴訟

であるならば、先ほど何でこの間改正しなかっ

題だと思います。

今回、新たな裁判手続、つまり非訟を取り入れ

続が一本化となるため一定程度の時間短縮は図ら

い繰り返されましたけれども、やはりこの開示判

本改正案で、今は二段階の手続、手続って何回

るということですが、これによってどの程度審理

れると考えますが、実際運用してみればそこまで

断についても、この研究会で現行の訴訟手続が望

しそういう事態が起こったならばしっかり対応し

の時間が短縮されるのか、お伺いします。

変わるのか、甚だちょっと疑問です。で、今も局

ていただきたいと思います。

○政府参考人（竹内芳明君） 新たな裁判手続に

ましいという指摘も実際なされていました。

されますので、一概にお答えすることは難しい面

また、個別の事案によっても事情が異なると想定

じゃないかと思いますが、法務省の見解を伺いま

策を裁判所としても考えていただく必要があるん

にしても、裁判所の判断の迅速化を図っていく方

様々な事案があり得る中で、非訟、訴訟いずれ

の理由なく意見照会を懈怠する場合も考えられる

じられることもあり得ます。プロバイダーが特段

現在よりも簡易迅速な形で発信者情報の開示が命

すが、今後改正法が施行されれば、相当の事件で、

の発信者に対する意見照会義務が規定されていま

長答弁で期待したい、衆議院の答弁でも期待した

があるのは御理解いただきたいと思います。

す。

とも報告書に書かれて、とりまとめに書かれてい

おきまして、開示まで要する期間につきましては、

るということに伴いまして、手続の迅速化という

○政府参考人（金子修君） 裁判所の運用に係る

ます。

現行法の第四条第二項においてはプロバイダー

ことは期待をされるわけでございます。現状、二

問題ではありますが、委員御指摘のとおり、権利

いと、この答弁ぶりも実は引っかかります。

段階合わせて一年程度掛かっているものにつきま

侵害を受けた者の速やかな救済を図るということ

省はどう担保されますか。

今回全く新たな裁判手続を創設するものであり、

して、一本化によりまして数か月から六か月程度

は重要であると考えられますところ、裁判所にお

○政府参考人（竹内芳明君） 御指摘の意見照会

その上で、現状二段階の開示手続が一本化され

で開示が可能となることを私どもとしては期待を

いては、新たな裁判手続が創設されたこの趣旨を

発信者の意見照会が確実に行われるよう、総務

したいと考えております。
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これも何回もこの間やり取りしましたけど、現行

ます。プロバイダーへの開示命令の要件として、

いいたします。

○吉川沙織君 開示判断基準について大臣にお伺

考えております。

対応によって、こうした対応が可能になるものと

賠償請求等を行うことが可能であり、こういった

プロバイダーに対しまして不法行為に基づく損害

務を明文化したものでございます。

イダーが契約上あるいは条理上当然に負うべき義

義務につきましては、開示の請求を受けたプロバ

答弁申し上げましたように、非訟手続におきまし

○政府参考人（竹内芳明君） 先ほど大臣から御

するつもりでしょうか。局長で結構です。

る運用状況については、総務省、どうやって把握

化のためにも必要だと思いますが、裁判所におけ

開示判断の円滑化というのは裁判外の任意の円滑

ども、これ、訴訟、非訟、任意の提出も含めて、

とかから事例の蓄積を図るということでしたけれ

○吉川沙織君 今総務大臣の答弁で、事業者団体

まいりたいと考えております。

このような事業者団体等における取組を促進して

公表することが期待されます。総務省においても、

例の蓄積を図り、ガイドライン化し、これを広く

事業者団体等において開示可否の判断に関する事

ております。このうち、訴訟での開示が十九件、

件数が少なくとも三十件あるというふうに承知し

件について見てみますと、実際に開示が行われた

このうち現段階で集計ができております二百八十

電話番号を含む開示請求、五百件以上あります。

と、引き続き精査が必要な部分もございますが、

国内大手プロバイダーからの聞き取りによります

○政府参考人（竹内芳明君） 三月末の時点で、

によって被害者救済につながった件数を伺います。

されて半年以上経過していますが、この省令改正

ですが、去年の八月に電話番号が開示対象に追加

号の、開示対象に電話番号を追加したということ

けて去年の八月に行われています。これ、電話番

直近の省令改正は、去年五月の痛ましい事件を受

○国務大臣（武田良太君） 新たな裁判手続にお

解を伺います。

することが重要との指摘もありますが、大臣の見

密にも関わることから、開示判断の透明性を確保

事例の蓄積はもちろん、表現の自由や通信の秘

ところです。

積や判断の透明性の確保から懸念が示されている

公開で行われるため、開示可否に関する事例の蓄

のとされていますが、非訟手続は訴訟と違って非

いう指摘もありますので、そこはしっかり見てい

由の要旨はあるけど詳細な理由が示されないとか

○吉川沙織君 今答弁にあったただし書だと、理

いというふうに考えております。

に、私どもとしてもしっかり支援をしてまいりた

な判断、機動的な対応というものにつながるよう

例集として蓄積をし、民間事業者における自主的

でセーファーインターネット協会などにおいて事

ますので、こういったものを私どもも支援する形

ては、その理由の要旨を裁判書において記載され

引き続き、どういう効果と被害者救済が図られた

これをどう考えるかはありますけれども、是非、

際、三十件、まあ五百件以上請求があって三十件、

とを効果の把握のところに書かれておいでで、実

い事例が減少し、被害者救済が図られるというこ

番号を追加することにより、発信者を特定できな

すけど、今回、省令改正によって開示対象に電話

制の事前評価書を引いて質問させていただくんで

○吉川沙織君 私、時々、総務省行政評価局の規

訴訟外での任意開示が十一件となっております。

今回、新たな裁判手続として非訟手続を新設し

この義務を適切に行わない場合には、発信者が

法と同様の権利侵害の明白性の要件を維持するも

いて、裁判所が開示可否の判断を行う際には、非

のかという点についてはこれからも把握をしてほ

しいと思います。個人的な感想としては、三十件

きたいと思います。
今まで四回省令改正がなされたと伺いましたが、

訟事件手続法上、裁判書に理由の要旨を記載する
こととされているところであります。これを基に、
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のうち十九件が訴訟で、それ以外が任意だという

について、事案の事情に即した迅速かつ適正な解

かって施行になって、そこから五年だと、何年先、

この期間を五年とした理由は、新たな裁判手続

結構先になります。どんどん権利侵害事案が増え

この規制の事前評価書に、発信者情報開示にお

が広く普及し、その利用実績が十分に蓄積される

そこで、大臣にお伺いいたします。

決に資するものとなっているのか、一定期間経過

ける電話番号の開示対象の追加の際、これについ

までに五年程度を要すると予想されるためでござ

改正法施行後においては、非訟手続による発信

ことも、なかなかこれ、任意開示多いのであれば、

て施行後五年以内に事後評価をすると書いていま

います。もとより、期限の到来前におきましても、

者情報開示の手続に関して、裁判所の後見的な役

ている中で、やはり五年と言わず、見直すべきタ

すが、何で五年見るんですか。

見直しの検討が必要な状況が生じましたら臨機に

割や業務負担など、先ほども答弁ありました、運

後に見直す旨を規定してございます。

○政府参考人（竹内芳明君） 一般に、電話番号

対応してまいりたいと考えております。

用状況とともに、手続の活用だけではなく、悪用、

やはり事例の蓄積は大事だと思います。

の開示には訴訟により請求を行う必要があります

○吉川沙織君 去年、省令改正して、電話番号を

濫訴が懸念される事案などを的確に総務省として

イミングが来れば直ちに見直しをしていただきた

ので、その利用実績が十分に蓄積されるまでには

開示対象に追加した省令改正も五年で、今回の法

把握して、制度の改善につなげていく必要があり

いと思います。

五年程度を要すると見込まれるためでございます。

律全体も五年。

ます。開示対象の電話番号についても、被害者救

なお、事後評価の実施時期が到来する前であり

何か、三年とかは考えなかったんですか。
布の日から施行がいつかという点もございますけ

見直しに向けて、効果の検証及び制度見直しの

ましても、制度の見直し検討の必要が生じた場合
ございます。

れども、やはり一定のこうした新たな手続の利用

際にどのようなデータが必要となると考えている

済にこれからもどの程度効果的だったのかを調査

○吉川沙織君 まあこれ、事案として恐らく法改

の蓄積があり、その実施状況、実態について一定

のか、伺います。

○政府参考人（竹内芳明君） 先ほど来、本法公

正施行以降は増えるでしょうし、五年以内であっ

の把握をし、分析をし、見直し検討ができる時期

○国務大臣（武田良太君） 五年後見直しにおけ

には、もちろん適切に対応を図ってまいる所存で

ても、適切なタイミングで是非見直しをしてほし

ということで五年という期間を置いてございます。

る新制度の効果検証の際には、例えば、従来の裁

いたします。

されていますが、この理由について局長にお伺い

の検討の時期を施行後五年を経過した時点と明記

ついて検討を加える検討規定が入っています。そ

成立をすると思われます。そうなって、まあ公布

決されれば、恐らくあしたの参議院本会議で可決、

○吉川沙織君 この改正案は、今日、委員会で採

きたいと考えております。

その以前であっても必要な検討は当然に行ってい

また、総務省としては、これらのデータなどを

で検討していくことになろうかと考えております。

傷等に関する相談件数などのデータを把握した上

ける申立てから開示決定までの所要日数、誹謗中

示件数、従来の裁判手続及び新たな裁判手続にお

判手続及び新たな裁判手続における請求件数や開

していく必要があると思います。

いと思います。

ただ、先ほども申しましたが、状況によっては、

○政府参考人（竹内芳明君） 本改正法では、こ

がいつか分かりませんけど、公布から一年以上掛

一方で、この改正法全体について、施行状況に

の法律が適切に運用され、発信者情報の開示請求
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基にして、改正法が適切に運用され、発信者情報

注視していきたいと思いますので、引き続きよろ

終わってないんですよ。終わってない、始まった

万ぐらいですよ。これは一四、五％なんですよ。

う高齢者を打ち始めているんですよ。これは並走

ばっかりなんですよ、医療従事者は。これ、今も

しくお願いいたします。
ありがとうございました。

の開示請求について、その事案の実情に即した迅
速かつ適正な解決に資するものとなっているか検
○片山虎之助君 維新の片山です。

してやるんですね。医療従事者が全部終わらない

証を行い、本制度の見直しについて検討を実施し

法案の質問の前に、コロナワクチンについて何

○副大臣（山本博司君） 医療従事者に関しまし

てまいりたいと考えております。

まず、コロナワクチンなんですが、私は、ワク

ては、五月十日の週に一千箱ということで、四百

のに高齢者を打って、まあ危ないという言葉もお

す。ＥＢＰＭというのは、あらかじめどういうデ

チンができると一遍にコロナウイルスは制圧でき

八十万人分の配送が完了する見込みでございます

点か質問させていただきたいと思います。時間は

ータが必要かというのをそろえた上で効果検証し

ると、収束が近いと、こういうふうに思っており

けれども、もし、高齢者は今始まりましたけれど

○吉川沙織君 平成二十九年から、政府は証拠に

たり次の施策につなげていくのが筋ですので、あ

ましたけれども、しかし、ワクチンを打ち出して

も、例えば、医療従事者まだ接種を終えていない

かしいけど、危なくないんですか。

らかじめ法が施行される前に、今大臣が答弁いた

からの方が広がっているんですね、感染は。どん

場合に関しましては、接種会場に届いた高齢者用

そう長くないんですが、一生懸命やります。

だいたようなデータ、それ以外にも有益だと思わ

どん広がっている。大変心配なんですが、最初に

基づく政策立案、ＥＢＰＭというのを掲げていま

れるものをピックアップして、多分こういう権利

いた上で高齢者の接種を始めていただくことも含

のワクチンを活用して医療従事者自ら接種いただ

二月の半ばぐらいから、二月の初めかな。どのく

めて、その自治体におきまして柔軟に対応してい

打ち出したのは医療従事者ですね、医療従事者。

すので、どのようなデータが必要なのかというの

らい進んでいますか。そのことを言いましたら、

侵害事案なかなか減る方向には行かないと思いま
をこれから、今から、今の段階から精査をして、

ただく形になっておる次第でございます。

そうして、一番まだ、もう本当に地方の人に会

今日発表したんですか、昨日発表したんですか、

ては、二月の十七日から接種を開始しておりまし

うたびに言われているのは情報の不足なんですよ。

大臣が替わろうとも、局長が替わろうとも、ちゃ

今回の改正案は、新たな裁判手続の新設を通じ

て、四月十六日時点での接種実績は約百九十二万

いつ幾ら送る、きちっと送る、後がどうなるとい

○片山虎之助君 それは工夫しないともうしよう

て迅速な被害者救済につなげるものであると認識

回の接種を行っておりまして、このうち七十二万

うことを常に教えていないと。市町村が中心でや

政府は。簡潔に答えてください。

していますが、先ほどから何回も申し上げており

回は二回目の接種となっている次第でございます。

るんだけれども、大変不安なんですが、その体制

んとした運用と見直しがなされるようにやってい

ますとおり、被害者救済と、表現の自由と通信の

○片山虎之助君 私の見たものでは、大体、一回

は整っていますか。こういうことを、私みたいな

がないわね、両方打たないと。

秘密とも関連する難しい課題です。施行までの間

が四分の一なんですよ。対象者四百八十万人の四

ことを言う人が大勢いるから大分状況は変わって

○副大臣（山本博司君） 医療従事者につきまし

も、法が施行されてからの間も、見直し規定入っ

分の一というと百二十万人。それで、二回が七十

ただきたいと思います。

ておりますので、行政監視の観点からこれからも
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