
番号 規制、制度、慣行、又は手続等の名称 番号 規制、制度、慣行、又は手続等の名称

1 医師法２０条（無診療治療等の禁止） 56 法務省オンライン登記申請システム

2
「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」
に関するパブリックコメントの募集について

57 法務省オンライン登記申請システム

3 印鑑登録制度 58 法務省オンライン登記申請システム

4 地上波放送コンテンツのネット上での再利用 59 法務省オンライン登記申請システム

5 児童ポルノ禁止法 60 法務省オンライン登記申請システム

6 児童ポルノ禁止法 61 法務省オンライン登記申請システム

7 児童ポルノ禁止法、創作物表現規制問題について 62 法務省オンライン登記申請システム

8 児童ポルノ法案 63 法務省オンライン登記申請システム

9
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する
法律

64 法務省オンライン登記申請システム

10
児童売春、児童ポルノにかかる行為の処罰及び児童の保護に関する法律
における児童ポルノの定義の明確化

65 法務省オンライン登記申請システム

11 各種予算制度 66 法務省オンライン登記申請システム

12 利用者の個人認証 67 法務省オンライン登記申請システム

13 個人情報が保存されたパソコン等の紛失時の対応 68 法務省オンライン登記申請システム

14 児童ポルノ禁止法の改正案 69 法務省オンライン登記申請システム

15 行政サービス毎にICカードが作られている慣行と法制度 70 法務省オンライン登記申請システム

16 情報通信機器の本人認証 71 法務省オンライン登記申請システム

17 ＜自宅へのカード読み取り機の設置＞ 72 法務省オンライン登記申請システム

18 慣行：顧客とのメールによる対応の禁止 73 法務省オンライン登記申請システム

19 コピーワンス・ダビング１０・Ｂ－ＣＡＳ 74 法務省オンライン登記申請システム

20 ダウンロード違法化 75 法務省オンライン登記申請システム

21 一般フェアユース条項の導入による著作権規制の緩和 76 法務省オンライン登記申請システム

22 音の商標 77 法務省オンライン登記申請システム

23 官製キャンペーン 78 法務省オンライン登記申請システム

24 携帯電話事業者による差別的なダウンロード容量制限 79 法務省オンライン登記申請システム

25 公職選挙法 80 法務省オンライン登記申請システム

26
国際組織犯罪防止条約・サイバー犯罪条約及びこれらの締結に必要な法
改正

81 法務省オンライン登記申請システム

27 私的録音録画補償金制度 82 法務省オンライン登記申請システム

28 児童ポルノ規制・サイトブロッキング 83 法務省オンライン登記申請システム

29 出会い系サイト規制 84 法務省オンライン登記申請システム

30 青少年ネット規制法・携帯フィルタリング義務化 85 法務省オンライン登記申請システム

31 著作権の間接侵害・侵害幇助 86 法務省オンライン登記申請システム

32 著作権検閲・ストライクポリシー 87 法務省オンライン登記申請システム

33 著作権保護期間 88 法務省オンライン登記申請システム

34 天下り 89 法務省オンライン登記申請システム

35 模倣品・海賊版拡散防止条約 90 法務省オンライン登記申請システム

36 ＤＲＭ回避規制 91 法務省オンライン登記申請システム

37 【非公開】 92 法務省オンライン登記申請システム

38 公的個人認証 93 法務省オンライン登記申請システム

39 育児休業の取得手続・育休給付金の給付申請手続 94 法務省オンライン登記申請システム

40 保育所の入所申請手続 95 法務省オンライン登記申請システム

41 児童ポルノ規制法案、ネット規制法案 96 法務省オンライン登記申請システム

42 タクシー輸送 97 法務省オンライン登記申請システム

43 街路灯番号 98 法務省オンライン登記申請システム

44 祝日（法） 99 法務省オンライン登記申請システム

45 電車等での携帯電話利用の制限 100 法務省オンライン登記申請システム

46 法務省オンライン登記申請システム 101 法務省オンライン登記申請システム

47 法務省オンライン登記申請システム 102 法務省オンライン登記申請システム

48 法務省オンライン登記申請システム 103 旅行行法での旅行代理店規制

49 法務省オンライン登記申請システム 104 代理人がオンラインで納付した登録免許税の還付

50 法務省オンライン登記申請システム 105 ＜e-Gov.のページ＞

51 法務省オンライン登記申請システム 106 ＜電子政府推進に関する意見聴取先＞

52 法務省オンライン登記申請システム 107 ＜パブコメに住所、電話番号、ファクス番号などを記入させる＞

53 法務省オンライン登記申請システム 108 ＜出会いサイト規制等＞

54 法務省オンライン登記申請システム 109 ＜e-Govサイトを通じた質問は無視される＞

55 法務省オンライン登記申請システム 110 道路台帳等の管理方法

パブリック・コメント結果
意見募集期間　平成２１年７月１０日～平成２１年８月６日
提出意見件数　個人：３８者（１３３件）　団体：２７者（７５件）　合計：６５者（２０８件）

参考資料２



番号 規制、制度、慣行、又は手続等の名称 番号 規制、制度、慣行、又は手続等の名称

111 個人情報の範囲 161 請願・陳情における自署または押印の要求

112 青少年保護を目的としたネット規制 162 医薬品（市販薬）の情報提供における対面原則

113 わいせつ物および児童ポルノ（3号）の範囲の曖昧性 163
刑事上の責任に対する特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）の不適用

114 児童ポルノ規制法による過剰な規制や摘発 164 コンテンツの流通・促進のための法制度の未整備

115 2次創作物への規制（現状未法制） 165 インターネット資料の利活用について

116 人権擁護法案（未法制） 166 図書館間における著作物の複製物の送信に関する改善について

117
児童ポルノ修正法案 ダウンロード規制化 凌辱系アダルトゲームの販売禁
止

167 国立国会図書館で電子化される図書館資料の利活用について

118 自動車の各種履歴情報の利活用に関する規制の緩和 168 国立国会図書館で記録されるインターネット資料の利活用について

119 電子出版市場の創出、発展を阻害する業界慣行の見直し 169 匿名化された患者の医療情報の利活用に関する規制の緩和

120 音楽配信に伴うDRM(デジタル著作権管理)技術に関する業界慣行の見直し 170 実効的な電子行政を実現する基盤となる共通コードの実現

121 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認方法の見直し 171 遠隔医療の普及・促進に向けた規制緩和

122 特定検診の保険指導におけるＩＣＴを活用した遠隔面談の実現 172 診療報酬体系の簡素化と診療報酬改定の告示から施行までの期間の確保

123 処方箋の電子化 173
診療報酬請求における地方公共団体自治体が独自に行なう医療費助成事
業の取り扱いについて

124 一般用医薬品のインターネットを含む通信販売規制の見直し 174 特恵原産地証明書の電子発給について

125 電子帳簿保存の承認要件の見直し 175 米国他の船積24時間前ルール規制への対応

126 e-Taxによる消費税申告手続の改善 176 電子納付にかかる指定金融機関制度の改正

127 個人住民税の特別徴収手続の電子化と窓口の一元化 177 書面による納税通知

128 全地方自治体における電子申告(eLtax)の導入 178 地方税の納付書様式等の制定方法

129 公的個人認証サービスの署名検証者の民間事業者への拡大 179 自動車継続検査時の納税証明書の提示

130 廃棄物処理法に係る許可手続きの電子化 180 金融機関の地方公共団体への書面による収納情報の提供

131 特定原産地証明書の電子発給 181 金融機関における労働保険料の申告書受付と回付事務

132
アジアの資源循環に資する特定有害物質含有物の輸入手続のオンライン
化

182 地方税等の収納方法に関する規制

133
輸入食品監視支援システム（FAINS)利用時の食品衛生法に基づく食品輸
入手続の迅速化と進捗状況に関する情報の提供

183
個人データの漏えい事案が発生した場合に本人への通知が省略できる
ケースの明確化

134
住民基本台帳とのリンクによる国民年金第３号被保険者の各種変更届の届
出不要化

184 国税関係帳簿書類の電子保存に関する技術的要件の緩和

135 確定給付企業年金における事務手続の電子化 185 一般用医薬品のインターネットを含む通信販売規制

136 労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁 186 民間企業間におけるネット販売の制限・禁止の慣行

137 ＵＷＢ規制の緩和（屋外利用） 187 選挙におけるＩＴの利活用の制限

138 モバイルWiMAX移動局の技術条件の見直し 188 著作権法第30条改正（ダウンロード規制）。

139 自動車保有関係手続きワンストップサービス 189 ダウンロードの違法化

140 技術的に可能なのにネットワーク型対応をしていない業務全般 190 著作権保護期間延長問題

141 電子帳簿保存法における簡便な対応. 191 ブロッキングを含む児童ポルノ規制

142 電子署名及び認証業務に関する法律 192 ＯＳＳ（自動車保有関係手続ワンストップサービス）

143 国税関係の証憑類の電子化 193 レセプト審査における都道府県ごとの運用基準（ローカルルール）

144 建築図書、図面の電子保存 194
動産・債権譲渡登記制度（法人が行う動産と債権の譲渡について登記によ
る第三者対抗要件の具備を認める制度）

145
デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」
に関するパブリックコメントの募集

195 政府関連調達に関わる全省庁統一資格制度

146 ダウンロード違法化について. 196 B-CASカード支給契約

147 児童買春禁止法、ならびに児童ポルノ規制について 197 「B-CASカード支給契約」

148 青少年ネット規制法、携帯フィルタリング義務化について 198 地理空間情報の利活用に関する規制の緩和

149 児童ポルノ法改正案について. 199 地方公共団体で維持・更新される図面類の電子化の義務化

150 出会い系サイト規制について 200
「意味不明」
＜提出書類のまま。出会い系サイト、フィルタリング、児童ポルノ等＞

151 刑法、不正アクセス禁止法等 201
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する
法律

152
特定健診の保健指導におけるＴＶ会議を活用した遠隔面談の実現、及び支
援ポイントの加算

202 官公庁が実施する建設関連の電子納品

153
レセプト情報の2次利用（分析等）を考慮した電子フォーマットの変更に関す
る要望

203 【非公開】等による架空の創作物に対する規制運動

154
個人データに関する事故が発生した場合における、本人への通知、公表、
および主務大臣への報告の義務

204 テレワーク(在宅勤務)のための、育児休業基本給付金の支給規則の変更

155
個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）第2条第1項に定
められる　「個人情報」の定義.

205 児童買春・ポルノ禁止法（以下児童ポルノ禁止法）

156 ｅ-文書法 206
商業・法人等のオンライン登記手続「商業法人オンライン登記申請につい
て」

157 登記識別情報制度（不動産登記法） 207 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認方法の見直し

158 資格者本人確認情報の利活用に関する規制の緩和 208 自動車継続検査（車検）時の納税証明書提出

159 不動産登記オンライン申請手続におけるPDF添付の省略

160 公職選挙法によるインターネットを用いた選挙運動の禁止

（注）パブリックコメントの募集時に記載している、「個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場
合等には、該当箇所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性のある部分については、当該部分を「【非公開】」と記載しています。

※　＜＞書きについては、提出意見に未記入等の理由により、事務局にて
追記した部分です。



1

提出者名等  特定非営利活動法人日本医療コンシェルジュ研究所 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 医師法２０条（無診療治療等の禁止） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 医師は「自ら診察しないで治療し、診断書、処方箋を交付してはならな

い。」とされている。この規制はテレビ会議等を用いた検査結果説明、セ

カンドオピニオン、症状の安定した患者に対する再診診療、高齢者・身

体障害者・へき地等交通アクセスの困難な患者等に対する、遠隔診療

の実現に対して、重大な障壁となっている。 

また現状では遠隔診察に対しては保健点数が認められていないため、

環境整備のための設備投資と維持費を含め、医療機関側にインセンテ

ィブがない点も問題である。 

 

具体的な問題点 

 上述したような状況において、高齢者・身体障害者・交通アクセスの困

難な患者にとっては、炎天下や荒天時、体調不良時等において、実際

上は１時間程度の待ち時間と数分の診察時間のみで、薬を処方され帰

宅するために、多大な労力を払って通院している現実がある。 

また高齢者や免疫低下患者にとっては、不急の来院による院内感染の

危険性（新型インフルエンザ等）も無視できない。 

また医師や医療従事者は、必ずしも対面診療を行わなくても要件を満

たすような患者に対して、診療時間を裂くことにより外来診療の多忙化

や待ち時間の延長を招き、大きなストレスともなっている。 

また現状の制度では、医療情報の共有を推進する上で、最終的な受益

者である患者に対しての情報提供や意思確認がタイムリーに行えない

問題点も挙げられる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 一般患者、医師／医療従事者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 患者の自宅の薄型ハイビジョンテレビをポータルデバイスとして、ネッ

トワーク接続を前提に、ハイビジョンのリアルタイムの双方向テレビ会議

システムを用いて、遠隔診療を行う。ハイビジョンテレビ会議システムを

用いて、画質／音質、通信の安定性、セキュリティーが診療用途として

適するかどうかを、検証するモデル事業を行う。その上で、有用性のエ

ビデンスが得られた用途に用いることにより、物理的な移動が不要とな

るなどの患者の利便性の向上、自宅に居ながらにして、かかりつけ医

のみならず専門医の意見等を聞くことができる等の医療内容の向上、

病院外来の混雑緩和、院内感染の予防等の安全性の向上などの直接

的な効果が期待できる。 

また在宅医療の推進が政策的に順次遂行されているが、通常の形の



往診のみではなく、必要な際にテレビ会議を用いて担当医療機関と連

絡が取れることは、在宅医療を受けるものにとって大きな安心感につな

がると思われる。 

さらに電子処方箋の普及と併せ、オンライン処方と調剤薬局における調

剤、さらに自宅への配送など、二次的な効果も期待できる。さらに特別

食の処方と管理栄養士による献立作成、給食会社による調理と宅配も

同様に行うことが可能となる。また特定保健指導や健康診断の結果説

明、セカンドオピニオンなどにも適用可能であり、その副次的な広がり

は、限られた医療リソースを有効に用いて、地域格差を合理的に吸収

できる枠組みとして期待される。 

根拠法  医師法２０条 

関連府省等  厚生労働省、総務省 

備考   
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提出者名等 

  

個人１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

 

 

「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に

関するパブリックコメントの募集について 平成21年7月10日 内閣官房IT担当

室 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 「意見提出様式」は、Microsoft Word の形式で提供されているうえ、罫線を使

って表組された様式になっており、提供すべき情報は多く個人情報が含まれ

る。 

 

 

具体的な問題点 

「意見提出様式」は、Microsoft Word の形式で提供されており、しかも罫線で表

組されているので、Microsoft Word もしくは Open Office 等の特定のアプリケー

ションがなければ正しく開くことができない。また、フリーフォーマットに比べ、作

成に手間がかかる。さらに、罫線を使って表組されたデータは、コンピュータに

よる自動処理に馴染み難い。個人情報ほか多くの情報の記載を求めると、記

載及び提出を拒む人は多くなる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 一次的には内閣官房ＩＴ担当室であるが、結局のところ、国民全体の不利益

となる。 

 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 

根拠法   

関連府省等   

備考   

 



3

   

 

提出者名等 

 

  

個人２ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

印鑑登録制度 

（商業登記法 20 条、一般社団・財団法人法 330 条、生協法 92 条） 

（不動産登記令 16 条 2 項、商業登記規則 9 条 1 項ほか多数） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 印鑑登録制度は公的個人認証制度などに置き換わるはずであるが、

進捗していない。 

具体的な問題点 

 １）住民基本台帳カードが普及していない 

 ２）１に関して自治体の足並みが揃わない 

 ３）１に関して政府の自治体に対する指導が足りない 

 ４）厚生労働省が社会保障カードを導入しようとしているが、住民基本

台帳カードとの棲み分けを説明していない。 

 ５）住民基本台帳データは自治体の所有であり、社会保障データは国

の所有であること、そのことがデータの 2 重管理で、無駄である。 

 ６）社会保障カードと住民基本台帳カードの国民に対する説明が足り

ない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全ての納税者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 １）新規の印鑑登録は廃止し、将来的に制度を廃止する 

 ２）住民基本台帳データと社会保障データを統合し、国が管理する 

根拠法  自治体の条例など 

関連府省等  総務省、厚生労働省、自治体 

備考   
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提出者名等  個人３ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
地上波放送コンテンツのネット上での再利用 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現在、総務省情報通信審議会「デジタルコンテンツの流通促進等に関

する検討委員会」にて審議がなされている、地上波放送コンテンツのネ

ット上での再利用について、広告モデルにて成り立っている民放の放送

コンテンツについては、ネット上での再利用にあたって充分な広告収入

が見込めないことから、同コンテンツのネット上での二次利用が促進さ

れにくい状況となっている。 

な具体的な問題点 

 今日現在、既にネット上では北米の「Veoh TV」や韓国の「パンドラＴ

Ｖ」といった動画共有サイトにおいて、日本国内の地上波テレビで放送

された５０分もののドラマなどが、そのままの内容（短縮などされず）で、

かつＨＤ品質で、さらに広告（ＣＭ）をカットされた形にて地上波での放送

後間もなく同コンテンツの視聴が可能となっている。 

特に若者の間では、そういったドラマなどを自宅のビデオレコーダー

などにて録画して視聴する習慣が根付いていたところへ、上記のような

録画予約をすることなく、かつＣＭも既にカットされた形のものが、いつ

でも自分の好きな時間に、ネット環境とパソコンがあればどこでも視聴

することができるようになってきたことから、ますますテレビ離れ、および

ＣＭ離れが助長されてきているといった現状は、日本国内におけるテレ

ビの広告モデルを根底から崩壊させ、ひいては産業経済への悪影響を

も引き起こすものとなってきている。 

 また一方で、世界随一のブロードバンドインフラを整備している日本に

おいて、５０年の歴史を持って国民に慣れ親しんでいる地上波テレビ放

送の番組コンテンツを、過去のものも含めネット上にて自分の好きな時

に好きなものを自由に見ることができる、といったデジタルコンテンツ本

来の利用の形態が、前述の「現状」にて記載した理由から、せっかくの

そのすばらしいインフラ環境を活用できずにいることは、今後のデジタ

ル社会の発展に逆行しており、真剣に取り組まなければならない大きな

問題である。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 広告主（企業）、国民 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 これまで長い間、主要通信キャリアをはじめとした様々な企業や団体

が、ネット上での動画コンテンツ視聴形態であるビデオオンデマンドを、Ｉ

ＰＴＶサービスなどを通していろいろな形にて実サービス、およびトライア

ルを行ってきているものの、アダルトコンテンツを除けば何一つとして成

功といえるサービスが実現できていないのが現状である。 

 その主な原因としては、①視聴可能なコンテンツが映画などの一部の

人にしか視聴されないものが大多数であること、②動画コンテンツを有

料で見るといった習慣が根付いていないこと、そして③地上波放送の番

組コンテンツが法的な縛りもありネット上での再利用が困難であること、

などが挙げられる。 

 これらの原因を有機的に考えた場合、今後期待されるデジタル動画コ

ンテンツ視聴の在るべき姿として、①無料で視聴ができること、②慣れ

親しんだ万人向けの地上波放送コンテンツがオンデマンドで視聴ができ

ること、の２点の実現が望まれるものであると考えられ、またその実現

に向けては以下のような点を改善していく必要があると考えられる。 

 地上波放送用に作られた番組コンテンツを、地上波放送と同様に無

料で視聴者に見てもらうためには、広告モデルの導入が必須となる。し

かしながら、現在の地上波放送での広告料とネット上での広告料には

格段の差が発生しており、このギャップを埋める対策が最大の課題とな

っている。従来のネット上でのコンテンツ市場の状況として、以下のよう

な三すくみの、いかんともし難い状況となっている。 

 ●おもしろいコンテンツがないから視聴者が集まらない 

 ●視聴者がいないからお金（広告）が集まらない 

 ●お金（広告）が集まらないからおもしろいコンテンツが供給されない 

この問題は前述のオンデマンドサービスが成功しない最大の原因でも

あり、この状況を民民の問題として解決することは、これまでコンテンツ

確保のために莫大なミニマムギャランティを支払ったがために、ビデオ

オンデマンドサービスを継続できなくなった例が多数実在していることを

鑑みるに、現状において非常に厳しいことは言うまでもないことである。 

デジタル化社会を日本の国策として位置づけるのであれば、ここは

やはり国策として国が予算を付け、おもしろいコンテンツが供給されるよ

う働きかけることにより、視聴者が集まり、そしてお金（広告）が集まるこ

とにより、その後はコンテンツももっと集まる、といった正のスパイラルが

初めて回り始めるはずであり、この点の解決なくして日本のデジタルコ

ンテンツの流通に関する発展はありえないと言える。 

根拠法 著作権法 他 

関連府省等  総務省、経済産業省、文部科学省（文化庁） 

備考   
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※本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公開とし、「【URL】」と

記載させていただいております。 

  

 

提出者名等 

 

  

個人４ 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

児童ポルノ保護法案改正 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

私は昨今の拡大している政府による国家統制の動きに強い危惧を覚え

ています。 

社会の営み中で当然起こりうるあらゆる問題に対して、全て政府が規制

を行うべきだと言わんばかりの昨今の風潮は国家統制に通じる考えであ

り非常に危険だと思います。 

そのような中で現在検討されている与党の児童ポルノ保護法改正案は子

どもの権利の保護という大義名分の裏で、個人の人権を無視した国家統

制の動きが広がりかねないと危惧しています。 

 

 まず与党案の単純所持規制は二つの点において非常に問題があると

思います。 

 一つめは例えば被写体の合意の下で作られた写真集などそれを手に

入れた当時には合法であったものを、法律が改正されたのだから破棄せ

よという考えは個人の所有権を軽視しすぎなのではないでしょうか？ 

 二つめは冤罪の危険性です。既に単純所持規制を行っているアメリカ

では数多くの冤罪が報告されています。入手の経緯を無視して所持して

いるだけで違法だ、逮捕だという与党案はあまりにも危険だと思います。 

以下実際に発生した冤罪の例を紹介させてもらいます。 

【URL】 

【URL】 

 

 そして与党案のもう一つの問題点は創作物への規制が検討されている

と言うことです。  

 

児童ポルノ保護法案は子どもの人権を守るための法律でしょう。それな

のになぜ人権の無い創作物まで規制となるのでしょうか？それは表現の

自由、内心の自由への重大な侵害なのではないでしょうか？ 

また日本のマンガやアニメがここまで発達したのは自由な表現が許され

ていたからです。  



 

アメリカのマンガ文化がアメコミ一色になったのは、コミック・コードといわ

れる過剰な規制がなされたからです。 

日本もフィクションにまで規制を行うようなことになればマンガやアニメは

間違いなく衰退します。 

 

 私は今回の児童ポルノ保護法案の改正は、国家統制、思想統制の動

きに感じられてなりません。 

蒟蒻ゼリーなどと同じように実際には無視してもいいほど小さい影響を無

理に政府が押さえ込もうとすれば、社会はより大きくゆがむだけだと思い

ます。 

自由な市民社会を守るためにも、現在進んでいる国による規制社会とい

う風潮にブレーキをかけていただきたいです。 

具体的な問題点   

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 

根拠法  

関連府省等   

備考 
   

 

 



６

  

 

提出者名等 

 

 

個人５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童ポルノ禁止法 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
創作物の規制なし/単純所持可 

具体的な問題点 

創作物の規制/単純所持規制に反対 

本来実在の未成年を守るべきものなのになぜ二次元創作物の表現規

制になっているのか。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
漫画、ゲーム、アニメそう言った産業が壊れる。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 規制を行わない。 

根拠法   

関連府省等   

備考   
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

提出者名等 個人６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

児童ポルノ禁止法、創作物表現規制問題について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 児童ポルノ禁止法は児童ポルノの流通を規制している。他ならぬ被

害児童の人権を守るためである。 

 一方、日本国憲法第十九条によって思想・良心の自由が、同二十一

条によって言論・表現の自由が保障されている。よって創作は、いかな

る内容であっても不当に規制を受けない。 

 また、日本国憲法第二十九条によって財産権が保証されている。 

 

具体的な問題点 

 先日廃案となった改正児童ポルノ禁止法案は、児童ポルノの単純所

持禁止、創作物の表現規制が問題となった。 

 実在の被害児童を救済するという発想自体には賛同できるが、単純

所持禁止、創作物表現規制には断固反対である。 

 児童ポルノの定義が曖昧であること。児童ポルノの取得に関する立

証方法も、技術的にも論理的にも立証不可能であること。恣意的な運

用がなされ、客観的に立証できないがために自白が強要されるであろ

うこと。こういった事情を鑑みれば、本法案の与党案・野党案のいずれ

も、多くの冤罪を生み出す危険性をはらんでい ることは明らかである。

 単純所持禁止は適用範囲が広すぎて「国民総犯罪者化」ともいうべき

現象が起きてしまう。 

 適用範囲を被害児童の存在しない創作物にまで広げるのは、本法案

の本来の趣旨からかけ離れている。 

 児童の人権を保護するために多くの無関係な国民の人権を侵害する

のは、到底許される行為ではない。 



 本法案は日本国憲法十九条および二十一条に反する重大な人権侵

害である。 

 児童ポルノに該当する可能性のあるものを国家権力が破棄するよう

に強制するのは、日本国憲法第二十九条に反する重大な人権侵害で

ある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 オタク趣味を持っている人、アダルトゲーム製作企業（【非公開】等）、

成人向けマンガ作者、その他成人向けコンテンツ制作業者、その他創

作業界全般 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 思想・良心の自由、表現の自由、検閲の禁止、財産権の保障は日本

人の宝であり、日本の国益であり、これを侵すことはあってはならない。

 児童の人権を守るために、児童虐待、児童買春・児童売春、実在の

被害児童の存在する児童ポルノの製造・流通の抑止を徹底するべきで

あるが、これらは児童ポルノ法改正ではなく、現行法でも対応可能であ

る。 

 違反者への罰則強化や児童相談所の権限強化などを行えばよいと

思われる。 

根拠法 
改正児童ポルノ禁止法案、日本国憲法第十九条、同二十一条、同二十

九条、児童福祉法第十二条、児童虐待の防止等に関する法律 

関連府省等 
 内閣府、厚生労働省、経済産業省、総務省、法務省、国家公安委員

会、警察庁、検察庁、文部科学省、文化庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人７ 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

児童ポルノ法案 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現行法では児童ポルノの定義の１つとして「衣服の全部又は一部を着

けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」が含ま

れている。 

この定義の上で児童ポルノ画像の単純所持を禁止する旨の改正法案

が７月中旬まで国会で話し合われていた。 

具体的な問題点 

 児童ポルノ法案は現実に性的な被害を受けた児童の権利の保護を目

的としているはずだが、前述の「衣服の全部又は一部を着けない児童

の姿態」という定義では、児童が現実に性的な被害を受けていない画

像(例：海水浴での水着姿など、単に家族が思い出の為に撮影した写真

や、架空創作表現上のもの等 )も児童ポルノという事になる。 

 こういった画像は、大抵の一般家庭で保管されている可能性が高く、

仮にこの定義のまま単純所持禁止が可決されれば、本来の規制対象

であるべき現実に性的被害を受けた児童の画像どころか、それに当た

らない上記のような画像の廃棄までもを全国民に対して強要する事に

なり、本来の「児童の権利の保護」という目的から大きく逸脱する事にな

る。 

 また、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義についても、そ

の「興奮」及び「刺激」する・しないの基準は個人の感覚によって違ってく

るはずで、何より法的な判断をする上で個人の内心に踏み込む事にな

り、憲法の「思想・良心の自由」という観点から絶対に許されない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

上記の定義で単純所持禁止を含めた改正法案が成立した場合に、児

童ポルノに当たる画像を所持している事になる全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮さ

せ又は刺激するもの」という定義は、上記のような問題を引き起こす可

能性を持った曖昧さがある。 

 この定義を見直し、現実の児童の性的被害によって生まれた画像と

いう、本来の目的に沿った具体的なものが規制の対象となるように再検

討する必要がある。 

根拠法 児童ポルノ法 

関連府省等 不明 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人８ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 青少年有害情報の閲覧を制限するため、フィルタリング機関の設立、

携帯電話会社にフィルタリングサービス導入を義務化や 

PC などのプレインストール等を促進する努力義務を課せられている。 

具体的な問題点 

 法制定前から、民間で自主的にフィルタリングなどの導入が図られて

いたにもかかわらず、自主性を重んずるとしながら、実質上は規制を強

制している。また、青少年の情報へのアクセス権を侵害する可能性があ

る。むしろ、官公庁の仕事を増やすための措置と言えるのではないか。

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 IT 関連会社、個人 Web サイト作成者、青少年 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に

関する法律を廃止する。そもそも、デジタル技術・情報の利活用を促進

するというならば、このような法律を作るべきではなかった。 

根拠法 
 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に

関する法律 全体 

関連府省等  内閣府、総務省、経済産業省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人８ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

児童売春、児童ポルノにかかる行為の処罰及び児童の保護に関する

法律における児童ポルノの定義の明確化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現行法の児童ポルノ定義が 

「一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係

る児童の姿態 

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る

行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮さ

せ又は刺激するもの」となっている。 

具体的な問題点 
 児童ポルノの定義は曖昧で広範囲にわたっており、表現活動、コンテ

ンツ文化の促進を大幅に制限している。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 コンテンツの制作者、表現者、芸術家 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 児童ポルノの定義を 

「児童の性的露骨行為に及んでいるもの。性的露骨行為とは 

(１)性的接合交渉(交合接合、肛門性器接合、口淫行為等) 

(２)獣姦行為 

(３)自慰行為  

(４)サドマゾ的虐待行為  

(５)性器あるいは局部の露骨描写 

とする」と改正し、定義を明確化させる。このことによって、違法・合法の

境界線が明確化され、表現活動等の委縮が緩和される。 

根拠法 
 児童売春、児童ポルノにかかる行為の処罰及び児童の保護に関する

法律第 2 条第 3 項 

関連府省等  法務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人９ 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

各種予算制度 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 国、地方とも、行政機関の動きが年度区切りの予算に縛られており、

素早い行動を十分に取れていないように見受けられます。緊急に必要

な出費でさえも「予算上の理由」により翌年度まで持ち越しとなる場合

があるようです。 

具体的な問題点 

 私は、ある地方自治体の運営するウェブサイトにセキュリティ上の脆

弱性を発見し、（独）情報処理推進機構を通じて脆弱性関連情報の届

出を行いました。ウェブサイト運営者は問題を理解し、応急的な措置が

行われましたが、予算上の理由から、根本的な解決は直ちには行えな

いとの回答を得ました。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 地方自治体のウェブサイトに欠陥があるまま運営されているということ

ですので、一般利用者が情報セキュリティ上のリスクに晒されます。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 上記情報セキュリティの件は一例ですが、IT をインフラとして運営する

限り、急な出費はついて回るものです（例えばウェブサイトの利用者数

が予想より大幅に多ければ、設備の増強が必要です）。翌年度の予算

編成までお金の出る枠がない（「お金がない」ではない）から欠陥のある

まま運営し続けるのでは不都合があまりに大きいので、年度途中でも

迅速かつ的確な決裁により支出を可能とする制度が必要です。 

根拠法  不明ですが、多岐に渡るのではないかと想像します。 

関連府省等  不明ですが、多岐に渡るのではないかと想像します。 

備考   
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提出者名等 

 

 株式会社ニーモニックセキュリティ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
利用者の個人認証 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

標準の個人認証手段として使われるＩＤ／パスワードにおいて文字し

か使用できません。 

具体的な問題点 

知力・記憶力に恵まれた一部の人にしか安全には使いこなせず、特

に高齢者・情報弱者は電子行政サービスを断念するか、或いは、安全

を断念するか、という選択を迫られてしまいます。民主主義の公平平等

の原則が根元から腐食しかねません。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
国民全般ですが、特に高齢者・情報弱者で顕著です。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

利用者の選択肢を写真やイラストなど非文字の視覚対象にまで拡張

し、更に昔の懐かしい記憶を活用できるようにすれば、本人認証のプロ

セスにおいて排除されてしまう国民を大きく減らすことが期待できます。

どんな端末でも、どんな環境でも運用可能で、アクセス方法多様化・端

末多様化の要件を満たします。既に商用で利用されている技術であり、

ウェブ上にＳＳＯ型プロキシ認証サーバを構築する方法によれば既存

の文字パスワード認証システムに改変を加えることなく低予算で実現で

きます。 

根拠法   

関連府省等   

備考   
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提出者名等 

 

  

株式会社ニーモニックセキュリティ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
個人情報が保存されたパソコン等の紛失時の対応 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

各種ガイドラインにおいて、個人情報が保存されたパソコンを社外で紛

失した場合、情報漏洩として本人に通知しなければならないと規定され

ているため、テレワークの推進等の障害になっている。 

具体的な問題点 

ご紹介の「資料５」によれば「パソコンに保存されている個人データに関

して高度な暗号化などの安全管理措置を講じている場合は、パソコンを

紛失したとしても本人への通知は必要としないことをガイドライン上、明

確にすることで、テレワークの推進等に寄与する。」となっています。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 パソコンの企業ユーザー全般 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 「高度な暗号化などの安全措置を講じている場合は」を「確実な利用

者認証の下に高度な暗号化などの安全措置を講じている場合は」とす

べきと考えます。スーパーコンピュータで挑戦して何億年もかかるような

暗号化をしていても、利用者認証を破られた場合、例えばパスワード記

載の手帳を盗られた場合には、暗号化の効力はゼロとなるからです。

暗号化されたデータを保存しているパソコンに暗号ソフトも搭載されて

いるという一般的なケースでは、当該パソコン上で暗号ソフトの利用者

認証が破られると暗号化されたデータの復号を阻止できるものはありま

せん。「高度な暗号化などの安全措置」が意味を持つのは「確実な本人

認証の下で利用される限りにおいて」であることを忘れてはならないと

考えます。 

根拠法   

関連府省等   

備考   
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※本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公開とし、「【URL】」と

記載させていただいております 

 

提出者名等 

 

  

個人１０ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童ポルノ禁止法の改正案 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 ① 児童買春・児童ポルノ等禁止法の処罰対象となるか否かを問わ

ず、子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、ア

ニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告･宣伝する行為に反対しま

す。  

② 政府・国会に対し、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正を含め、

下記各点に対する早急な対応を求めます。  

(ア) 他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有（単純所持）

を禁止し処罰の対象とする（第７条）  

(イ) 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待な

どを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化する（第２

条）。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフトおよび１８歳以上の人物

が児童を演じる場合もこれに含む。  

(ウ) 国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深

めるための教育及び啓発を「義務」づける（第１４条）  

(エ) 「児童ポルノ」等の被害から、心身に有害な影響を受けた児童の保

護のための体制を整備する。そのために具体的な計画の策定を国に義

務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課す（第１６条） 

③ メディア、各種通信事業、ＩＴ事業、ソフト・コンテンツ製造・制作・販売

等の各業者、業界、ならびに関連団体による上記①に示す著作物等の

流布・販売を自主的に規制・コントロールする官民を挙げた取り組みを

応援するとともに、より一層の取り組みを求めます。  

④ 検察・裁判所はじめ全ての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノ

が子どもの人権ならびに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本

認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適

用し、刑を科すよう求めます 

（日本ユニセフ提出案） 

 

日本ユニセフを筆頭とする諸団体はこれらの案が新たに児童ポルノ禁

止法に付け加えられるよう求めています。 



具体的な問題点 

  ■改正案の問題点  

（１）定義があいまいである。  

（２）悪用される（冤罪など）  

（３）表現の自由が侵害される  

（４）犯罪抑制効果が期待できない  

（５）アメリカ（51%）が 大の児童ポルノ発信源（日本は、わずか 5%） 

 

特に（２）悪用される（冤罪など）では、  

世界の潮流といわれる単純所持規制によって、実際にどのような問題

が起きているかということが具体的に書かれています。  

正しく、枝野議員や保坂議員が国会で危惧されていたことが、単純所持

規制を行った国で実際に起こっているのです。  

単純所持などという滅茶苦茶な基準が導入されてしまえば、司法が可

視化されていようがいまいが、このような問題が発生するのは避けられ

ないと考えます。  

 

次に（３）表現の自由が侵害される問題ですが、児童ポルノを創作物に

まで拡大することの弊害は想像以上に大きいと考えます。  

例えば、既に小規模ながら実際にそのような問題が発生しています。  

【URL】 

いずれも、漫画賞を取るような日本を代表する名作ですが、それらが規

制の対象に取られてしまいかねないわけです。  

私は日本のマンガが発展したのは自由な表現が保障されていたからだ

と考えます。それらを不当に規制することは世界に誇るマンガ文化を抹

殺する行為に等しいと私は考えます。  

 

現実に、アメリカでは実際にそのような問題に発展してしまい。アメリカ

のコミック業界はアメコミ一色になってしまったという事実もあります  

【URL】 

【URL】 

このような事実は枝野議員や保坂議員など個人の権利の保障を唱える

議員の強力な武器になると思います。  

 

後に、（５）のデーターを見ていただければ分かると思いますが、日本

は児童ポルノの輸出国でも輸入国でも有りません。むしろ先進国の中

では児童ポルノが も少ない国の類だと考えます。  

 

そして、それはいわゆる美少女キャラによるポルノが児童ポルノの代替

品になっているのが原因の一つだと私は思います。  

つまり、ポルノが犯罪を抑止しているかどうかは分かりませんが、美少

女ポルノが被写体が実在する児童ポルノを抑止している効果は有るの



ではないかということです。  

児童ポルノと美少女ポルノの目的はかなり一致します。  

我々が人間である以上性欲や性癖を変えることは非常に困難だと考え

ますが、その矛先を変えることくらいなら可能だと思います。  

ですから、美少女ポルノは魅力的なポルノとして児童ポルノに向くはず

だった関心を引きつける効果があるのではないでしょうか？  

つまり、美少女ポルノは も平和的かつ効率的に児童ポルノ撲滅の役

割を果たしているのではないかと思うわけです。  

したがって、本当に児童ポルノを撲滅したいのであれば美少女ポルノは

黙認した方が効果的であると私は考えます。  

 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 出版社、ゲーム製作会社、テレビ局、マスコミ、日本国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 児童ポルノとする摘発対象は従来の実写媒体のみに限定し、それら

を販売、配布、頒布、アップロードする行為を規制する（これらは現行の

わいせつ物頒布で摘発できます）。児童ポルノを製造しているのは業者

であり、これを摘発して元を断つこと、これが被害児童を守る唯一の方

法です。 

 

 性犯罪被害児童の精神ケア 

 

 

根拠法 
 日本国憲法 19 条 思想信条の自由 

わいせつ物頒布罪（刑法 175 条） 

関連府省等  総務省 

備考 

国民には内心の自由があります。どのような嗜好や性癖を持とうが国

家から規制されるいわれはないはずです。  

であるならば、撲滅すべきは児童ポルノそのものであって、ペドフィリア

であってはならないと思います。  

ですから、本当にペドフィリアではなく児童ポルノを撲滅したいのであれ

ば美少女ポルノは黙認した方が効果的であると私は考えます。 
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提出者名等 

 

 

個人１１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
行政サービス毎に IC カードが作られている慣行と法制度 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

住基カード、市民カード、登記カード、運転免許証、TASPO、（健康保険

証、社会保障カード）等、行政サービス毎に、IC カード及びそのための

情報システムが作られている。 

具体的な問題点 

IC カード及びそのための情報システムを別々に構築することによって、

共通部分にも二重（三重）投資され、巨額の税金が無駄使いされてい

る。 また、住民は、何枚もの IC カードを管理しなければならないので、

紛失の可能性が高くなったり、持ち運びの際にカード入れに入りきらな

いなどの不便を生じている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
住民全員 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
行政サービス用の IC カードは、一枚のカードに集約する。 

根拠法 （仮称）行政サービスカード法 

関連府省等 全省庁、全自治体 

備考 

社会保障カード導入の動きがあるが、用途が社会保障だけに限られる

のであれば反対。国民総背番号制を導入し、それぞれのサービスを一

枚のカードで受けられるようにすべし。 
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提出者名等 

 

 

個人１２ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
情報通信機器の本人認証 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

銀行ＡＴＭ、ネットでの決済サイト等へのログオン、ネットでの会員サイト

等へのログオンにおいて、現在提供されているのはＩＤ＆パスワード方

式か、ＩＣカード＆生体認証方式である。 

具体的な問題点 

ＩＤ＆パスワード方式では生年月日等本人の覚え易いものは危険度が

高く、安全度を高めるには到底覚えきれないようなランダムな文字列の

採用を強いられている。また、生体認証方式では登録する個人情報が

取替えのきかないものなので万一の漏洩・盗難が心配であり、どちらの

方式も利用者にとって使いづらい。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
国民全般 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

本人認証の基本は、本質論からも利便性からも記憶認証方式にあるの

で、認証手段を多様化して使い勝手と安全性をともに高めるべきであ

る。具体的には、パスワードに文字だけでなくイラストや写真など視覚に

訴えるものを使えるようにすればよい。特に高齢者は短期記憶力が衰

えても長期記憶には強いので、エピソード記憶とつながるような写真が

利用できると一挙に可用性が向上する。すでに提供されている技術で

あるが、国民電子私書箱等の国民全体が利用する電子サービスにお

いて利用すれば国民全体が受益者となる。 

根拠法 不明 

関連府省等 不明 

備考 なし 
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提出者名等 

 

 

個人１３ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
不明 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

あらゆる、報告、申請が旧態として、すすんでいるとは言え全然進んで

いない、住民票、戸籍謄本は設置された機械でしか取れない、これだけ

技術が進んでいるのに、何をためらっているのか理解に苦しむ、大金を

かけた住基カードは何のためだったのか、又住民カードしかり全然利用

価値が無い、これの活用をすべきであり、住民票など、印刷は自宅で印

刷できるようにすべきである。 

具体的な問題点 

今こそ、英知を結集してカードの制限をして１～２枚のカードですべての

処理を出来るように、縦系列で無く横断的に縦横無尽に考え、規制、制

度、慣行、又は手続等を簡素化すべきである。費用については、現在い

ろいろなカードもあるので、支払いを自宅にカード読取り機械を義務付

ければよい。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

すべてを機械化すれば、利用できない人がでるが、それは啓蒙と教育

で改善できる。それでも残る人達には手動でやり支援する。問題がでた

らその都度改善していけばよい。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

スピードと人件費の抑制、利用する人達の効果が絶大にある、機械化

は進んでいる、その活用が民間は進んでいるのに、官公庁が進んでな

く費用も莫大にかかっていて税金の無駄である。 

根拠法 

現況法規すべて、法規すべてが遅れているし、多すぎて対処できてい

ない法律は大局を決めればいい。大局にのっとり処理すればいい、法

律が詳細を決めると限が無いし費用も膨大である。これこそ悪しき慣習

である。 

関連府省等 
関連府省は大局を決定してそれに沿って処理されているかを監視すれ

ばこれほど膨大な組織にはならないですむ。 

備考 
要するに何が大事でどうすれば、簡単に処理すればよいかを実行すれ

ばよい。 
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

 

提出者名等 

 

 

個人１４ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
慣行：顧客とのメールによる対応の禁止 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

私が取引きしている【非公開】の４銀行は、メールでの照会、回答の要

請に応えなかった。顧客とのメールによる対応の禁止は銀行界の慣行

と推察される。ある友人によると証券会社でも顧客とのメールは禁止さ

れているとのことである。 

具体的な問題点 

 メールが使えなければ、電話か来店しかないわけで、情報化の推進

に逆行する。 

① 近年、人を減らしているのか、電話をかけると待たされる。担当が出

ても知識不足で、また、待たされる。②誤った情報を聞かされても証

拠がない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
顧客。銀行自身も不利益のはず。（②は短期的には銀行側の利益？） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 政府（内閣官房 IT 担当室？）が銀行の内部ルールを決めるレベルの

人を集め、顧客とのメールによる対応を禁止している理由を聞き、それ

が十分合理的でなければ、然るべき委員会にかけるとか、公表すると

か、銀行局と全銀協とで検討させるとか、適切に対応して頂きたい。 

 効果（電話よりメールが便利なこと）は、自明。 

根拠法  不明（内閣官房に IT 担当室を設置した法でしょうか？） 

関連府省等  総理府、金融庁、 

備考 

「メール(インターネット経由)では、重要な情報が流出する」という反論が

必ず出ると思われるが、諸手続など流出しても問題ない情報について

もメールを使わせないことを問題にしていることにご注意下さい。 
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提出者名等 個人１５ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
コピーワンス・ダビング１０・Ｂ－ＣＡＳ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 無料の地上放送の全てに、昨年まではコピーワンスというコピーを１

個しか認めない異常に厳しいコピー制限がかけられていた。昨年から

わずかに緩和されたが、やはりダビング１０という不当に厳しいコピー制

限が今も維持されている。このようなコピー制限を維持するためとして、

無料の地上放送の全てにＢ－ＣＡＳによりスクランブル・暗号化が施さ

れているという状態が今もなお続いている。 

具体的な問題点 

Ｂ－ＣＡＳシステムは談合システムに他ならず、これは、放送局・権利

者にとっては、視聴者の利便性を著しく下げることによって、一旦は広

告つきながらも無料で放送したコンテンツの市場価格を不当につり上げ

るものとして機能し、国内の大手メーカーとっては、Ｂ－ＣＡＳカードの貸

与と複雑な暗号システムを全てのテレビ・録画機器に必要とすることに

よって、中小・海外メーカーに対する参入障壁として機能している。 

 

以前は総務省令によって、無料の地上放送へのこのようなスクランブ

ル・暗号化の導入は禁止されていたが、総務省は、平成１４年６月にこ

の省令の改正を行い、 本来あまねく見られることを目的とする無料の

地上放送へＢ－ＣＡＳシステムとコピーワンス運用の導入を可能として、

無料地上波本来の理念をねじ曲げ、放送局と権利者とメーカーの談合

に手を貸すと見下げ果てた行為を行っている。コピーワンス問題、ダビ

ング１０問題、Ｂ－ＣＡＳ問題の検討と続く、無料の地上放送のスクラン

ブルとコピー制御に関する政策検討の迷走とそれにより浪費され続け

ている膨大な社会的コストのことを考えても、このような省令改正の政

策的失敗は明らかであり、この省令改正を失策と総務省に明確に認め

させるべきである。 

 

昨年運用が開始されたダビング１０に関しても、大きな利便性の向上

なくして、より複雑かつ高価な機器を消費者が新たに買わされるだけの

弥縫策としか言いようがなく、一消費者・一国民として納得できるもので

は全くない。さらに、ダビング１０機器に関しては、テレビ（チューナー）と

録画機器の接続によって、全く異なる動作をする（接続次第で、コピー

の回数が９回から突然１回になる）など、公平性の観点からも問題が大

きい。 

 

現在の地上無料放送各局の歪んだビジネスモデルによって、放送の

本来あるべき姿までも歪められるべきではない。そもそもあまねく視聴



されることを本来目的とする、無料の地上放送においてコピーを制限す

ることは、視聴者から視聴の機会を奪うことに他ならず、このような規制

を良しとする談合業界及び行政に未来はない。 

 

コピー制限技術はクラッカーに対して不断の方式変更で対抗しなけれ

ばならないが、その方式変更に途方もないコストが発生する無料の地

上放送では実質的に不可能である。インターネット上でユーザー間でコ

ピー制限解除に関する情報がやりとりされる現在、もはや無料の地上

放送にＤＲＭをかけていること自体が社会的コストの無駄であるとはっ

きりと認識するべきである。無料の地上放送におけるＤＲＭは本当に縛

りたい悪意のユーザーは縛れず、一般ユーザーに不便を強いているだ

けである。 

 

情報通信審議会の今年の中間答申において、現行のＢ－ＣＡＳシステ

ムと併存させる形でチップやソフトウェア等の新方式を導入することが

提言されているが、無意味な現行システムの維持コストに加えて新たな

システムの追加で発生するコストまでまとめて消費者に転嫁される可能

性が高く、このような弥縫策は、一消費者として全く評価できないもので

ある。さらに言うなら、これらの新方式は、不正機器対策には全くならな

い上、新たに作られるライセンス発行・管理機関が総務省なりの天下り

先となり、新方式の技術開発・設備投資コストに加え、天下りコストまで

今の機器に上乗せされかねないものである。この審議会において同じく

検討課題とされていた、制度的エンフォースメントにしても、正規機器の

認定機関が総務省なりの天下り先となり、その天下りコストがさらに今

の機器に上乗せされるだけで、しかも不正機器対策には全くならないと

いう最低の愚策である。 

 

無料の地上放送の理念を歪め、放送局・権利者・国内の大手メーカー

の談合を助長している、無料の地上放送にかけられているスクランブ

ル・暗号化こそ問題なのであって、Ｂ－ＣＡＳ類似の無意味なシステムを

いくら併存させたところで、積み上げられるムダなコストが全て消費者に

転嫁されるだけで何の問題の解決にもならず、同じことが繰り返される

だけだろう。基幹放送である無料地上波については、Ｂ－ＣＡＳシステム

を排除し、ノンスクランブル・コピー制限なしを基本とすること以外で、こ

の問題の本質的な解決がもたらされることはない。 

 

法的にもコスト的にも、どんな形であれ、全国民をユーザーとする無料

地上放送に対するコピー制限は維持しきれるものではない。このような

バカげたコピー制限に関する過ちを二度と繰り返さないため、無料の地

上放送についてはスクランブルもコピー制御もかけないこととする逆規

制を、政令や省令ではなく法律のレベルで放送法に入れることを私は

一国民として強く求める。 



問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民（無料の地上放送の全ユーザー） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

１．無料地上波からＢ－ＣＡＳシステムを排除し、テレビ・録画機器にお

ける参入障壁を取り除き、自由な競争環境を実現する。 

 

２．あまねく見られることを目的とするべき、基幹放送である無料地上波

については、ノンスクランブル・コピー制限なしを基本とする。 

 

３．無料地上波については、ノンスクランブル・コピー制限なしとすること

を、総務省が勝手に書き換えられるような省令や政令レベルにではな

く、法律に書き込む。 

根拠法  なし 

関連府省等 総務省、公正取引委員会 

備考   
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

  

 

提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ダウンロード違法化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 文化庁の暴走と国会議員の無知によって、 今年の６月１２日に、「著

作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信であつ

て、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。）

を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら

行う場合」は私的複製に当たらないとする、いわゆるダウンロード違法

化条項を含む、改正著作権法が成立し、来年の１月１日の施行を待つ

状態である。 

具体的な問題点 

一人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「事実を知りながら」

なる要件は、エスパーでもない限り証明も反証もできない無意味かつ危

険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区別がつかない以上、こ

のようなダウンロード違法化は法規範としての力すら持ち得ない。この

ような法改正によって進むのはダウンロード以外も含め著作権法全体

に対するモラルハザードのみであり、これを逆にねじ曲げてエンフォー

スしようとすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突

き進む恐れしかない。改正法は未施行であるが、既に、総務省の 「利

用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」第一

次提言案において、中国政府の検閲ソフト「グリーン・ダム」導入計画に

等しい、 【非公開】による携帯電話における著作権検閲の提案が取り

上げられるなど、既に弊害は出始めている。 

 

 そもそも、ダウンロード違法化の懸念として、このような著作権検閲に

対する懸念は、文化庁へのパブコメ（文化庁ＨＰ

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.html の意見募集

の結果参照。ダウンロード違法化問題において、この８千件以上のパブ

コメの７割方で示された国民の反対・懸念は完全に無視された。このよ

うな非道極まる民意無視は到底許されるものではない）や知財本部へ

のパブコメ（知財本部のＨＰ

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2009.html の個人から



の意見参照）を見ても分かる通り、法改正前から指摘されていたところ

であり、このような著作権検閲にしか流れようの無いダウンロード違法

化は始めからなされるべきではなかったものである。文化庁の暴走と国

会議員の無知によって成立したものであり、ネット利用における個人の

安心と安全を完全にないがしろにするものである、百害あって一利ない

ダウンロード違法化を規定する著作権法第３０条第１項第３号を即刻削

除するべきである。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全インターネットユーザー 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 著作権法第３０条第１項第３号を削除する。 

根拠法  著作権法第３０条第１項第３号 

関連府省等  文化庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人 15 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
一般フェアユース条項の導入による著作権規制の緩和 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 ほぼ全国民が利用者兼権利者となり得、考えられる利用形態が発散

し、個別の規定では公正利用の類型を拾い切れなくなるインターネット

のような場においては、現行の個別の権利制限規制を前提とする著作

権法全体がデジタル技術・情報の公正な利活用を阻害するものとなっ

ている。 

具体的な問題点 

 フェアユースのような一般規定は、ほぼ全国民が利用者兼権利者とな

り得、考えられる利用形態が発散し、個別の規定では公正利用の類型

を拾い切れなくなるインターネットのような場における、現行の個別の権

利制限規制を前提とする著作権法全体によるデジタル技術・情報の公

正な利活用の阻害を解消し、保護と利用のバランスを取る上で重要な

意義を持つものである。 

 

なお、個別の権利制限規定の迅速な追加によって対処するべきとす

る意見もあるが、文化庁と権利者団体がスクラムを組んで個別規定す

らなかなか入れず、入れたとしても必要以上に厳格な要件が追加され

ているという惨憺たる現状において、個別規定の追加はこの問題にお

ける真の対処たり得ない。この６月に成立した法改正においても、図書

館におけるアーカイブ化のための権利制限の対象を国立国会図書館

のみに限り、検索エンジンの権利制限の対象も、「業として行う者」と業

規制をかけた上で、政令でその基準を定めようとし、研究目的の権利制

限についても、大量の情報の統計解析のみを対象としているなど、不当

に厳しい制限が課されており、天下り先の権利者団体のみにおもねる

腐り切った文化庁による法改正の検討の弊害は如実に現れている。 

 

また、権利を侵害するかしないかは刑事罰がかかるかかからないか

の問題でもあり、公正という概念で刑事罰の問題を解決できるのかとす

る意見もあるようだが、かえって、このような現状の過剰な刑事罰リスク

からも、フェアユースは必要なものと私は考える。現在親告罪であること

が多少セーフハーバーになっているとはいえ、アニメ画像一枚の利用で

別件逮捕されたり、セーフハーバーなしの著作権侵害幇助罪でサーバ

ー管理者が逮捕されたりすることは、著作権法の主旨から考えて本来

あってはならないことである。政府にあっては、著作権法の本来の主旨



を超えた過剰リスクによって、本来公正として認められるべき事業・利用

まで萎縮しているという事態を本当に深刻に受け止め、一刻も早い改

善を図ってもらいたい。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

著作権法に、一般フェアユース条項を導入する。 

 

ただし、フェアユースの導入によって、私的複製の範囲が縮小される

ことはあってはならないことである。 

 

なお、一般フェアユース条項を導入している国には、アメリカの他に

台湾やイスラエルもあり、これらの国の条文等も参考になると考えられ

る。 

根拠法  著作権法 

関連府省等  文化庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
音の商標 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 特許庁の新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告

書で、音の商標を新たな保護対象として追加する方針が示されていると

ころである。 

具体的な問題点 

 音の商標は、他の視覚的な商標とは異なる特色を有しているというこ

とが考慮されるべきであり、音に、会社名を連呼するような音だけでは

無く単なる旋律も含まれ得、音の商標の使用に、単なるＢＧＭとしての

使用も含まれ得ることから、音については特に慎重に検討するべきであ

る。登録除外についても検討されているが、公益的な音だけでは不十

分であり、余計な混乱を避けるため、音について、少なくとも、他人の著

名な旋律・楽曲を登録から除外することを検討するべきである、パブリッ

クドメインに落ちた著名な旋律・楽曲の登録のような不当な利得を得る

ための登録が排除されない限り、音について、その保護類型への追加

は決してするべきでない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 音の商標について、少なくとも、他人の著名な旋律・楽曲を登録から

除外することを検討する。パブリックドメインに落ちた著名な旋律・楽曲

の登録のような不当な利得を得るための登録が排除されない限り、音

について、その商標の保護対象への追加をしないこととする。 

根拠法  商標法改正（特許庁で検討中） 

関連府省等  特許庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
官製キャンペーン 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 「ｅ－ネットづくり！」宣言として、総務省への参加申請・登録の要請や

総務省製のロゴマークの販促といった、ニーズを無視した官製キャンペ

ーンを総務省が行おうとしているところである。 

具体的な問題点 

 総務省への参加申請・登録の要請や総務省製のロゴマークの販促と

いった、ニーズを無視したいつもの官製キャンペーンに過ぎない「ｅ－ネ

ットづくり！」宣言について、そもそも民間が求めていない、「民間による

自主的な取組」など取りやめるべきである。検討が必要であるとしたら、

今ですら訳が分からないほど沢山ある通信関係の各種ガイドラインの

整理削減のみである。今以上に、規制よりにしかならないだろう官製

「自主憲章」やガイドラインなども不要である。天下り利権の強化・税金

のムダな浪費にしかつながらない、ニーズを無視した「相談センター」の

拡充などされるべきでない。インターネット・ホットラインセンターという警

察庁の半官検閲センター自体廃止が速やかに検討されるべきものであ

り、「違法・有害情報通報受付」と称して、総務省版の半官検閲センター

をさらに作ることなど論外である。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全インターネットユーザー 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 「ｅ－ネットづくり！」宣言について、規制よりにしかならないだろう官製

「自主憲章」やガイドラインも含め、そもそも民間が求めていない、「民間

による自主的な取組」を取りやめる。 

 

 今ですら訳が分からないほど沢山ある通信関係の各種ガイドラインの

整理削減のみを行う。 

根拠法  なし 

関連府省等  総務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
携帯電話事業者による差別的なダウンロード容量制限 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 一部の携帯電話事業者が、公式サイト以外のサイトからダウンロード

できるファイルの容量制限を行っている。（総務省の「利用者視点を踏

まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」第一次提言案によ

る。） 

具体的な問題点 
 携帯電話事業者による、このような容量制限は、公平性の観点から

も、独禁法からも明らかに問題がある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 一部の携帯電話事業者のユーザー 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 携帯電話事業者による公式サイト以外のサイトからダウンロードでき

るファイルの容量制限を排除する。 

根拠法  なし 

関連府省等  総務省、公正取引委員会 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
公職選挙法 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 公職選挙法によって、選挙運動期間中にネットを選挙運動に用いるこ

とが完全に禁止されている。７月２１日に閣議決定された答弁書

（http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/toup/t1

71234.pdf 参照）により、twitter の利用まで公職選挙法違反であるという

政府見解が示されたところである。 

具体的な問題点 

 選挙運動期間中の選挙運動に関するネット上の掲示は全て、公職選

挙法の第１４６条で規制の対象となっている文書図画の掲示とされ、完

全に禁止されているが、これは、インターネットにおける正当な情報利用

を阻害する一大規制となっている。 

 

 第１４８条で、選挙の公正を害しない限りにおいて新聞・雑誌に対し報

道・評論を掲載する自由を妨げるものではないと明文で規定している

が、新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、

号を逐つて定期に有償頒布するものであり、第三種郵便物の承認のあ

るものであり、当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年以来そ

うであったもので、引き続き発行するものと、ブログ等は無論のこと、大

手ネットメディアですら入らない、あまりにも狭い規定となっている。第１５

１条の３で放送についても同様の規定があるが、放送法を参照しており、

当然のことながら、動画サイトなどは入らないと考えられる。 

 

 紙媒体であろうが、ネットだろうが、実名だろうが、匿名だろうが、報道・

批評・表現の本質に変わりはない。表現の自由は、憲法に規定されてい

る権利であり、民主主義を支える最も重要な自由として、その代表を選

ぶ選挙において、その公平を害しない限りにおいて、あらゆる媒体に最

大限認められなくてはならないものであることは言うまでもない。もし、公

職選挙法が杓子定規に解釈され、各種ネットメディアに不当な規制の圧

力がかけられるようなら、公職選挙法自体憲法違反とされなくてはならな

い。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 第１４２条と第１４３条の認められる文書図画の頒布・掲示の中に、電

子メール・ブログ・動画サイト等様々なネットサービスの利用類型を追加

すること等により、公職選挙法第１４６条の規制を緩和し、ネット選挙を解

禁する。 

 

 公職選挙法第１４８条の規制を緩和し、新聞等に加えてネットにおける

報道及び評論の自由も明文で認め、民主主義を支える最も重要な自由

として、その代表を選ぶ選挙において、その公平を害しない限りにおい

て、ネットメディア、動画サイト、ブログ等における表現の自由を最大限確

保する。 

根拠法  公職選挙法 

関連府省等  総務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

国際組織犯罪防止条約・サイバー犯罪条約及びこれらの締結に必要な

法改正 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 前国会に提出されていた、国民の基本的な権利に対する致命的な問

題を抱えていると考えられる、国際組織犯罪防止条約及びサイバー犯

罪条約の締結のための法改正案は、解散により一旦廃案となったが、

選挙後の国会において、再提出される可能性は高い。また、法改正の

問題以前に、締結が目指されているこれらの条約自体、やはり国民の

基本的な権利に対する致命的な問題を抱えている。 

具体的な問題点 

 国際組織犯罪防止条約の締結には、共謀罪の創設が必要とされてい

るが、現状でも大規模テロなどについてはすでに殺人予備罪があるの

で共謀罪がなくとも対応でき、その他、個別の立法事実があればそれ

に沿った形で個別の犯罪についての予備罪の適否を論ずるべきであっ

て、広範かつ一般的な共謀罪を創設する立法事実はない。実行行為に

直接つながる行為によって、法益侵害の現実的危険性を引き起こした

からこそ処罰されるという我が国の刑法学の根幹を揺るがすものであ

る共謀罪は、決して導入されてはならない。組織要件の厳密化にして

も、今現在国会に提出されている修正案のような、その目的や意思の

みによる限定は客観性を全く欠き、やはり恣意的な運用しか招きようの

ない危険なものである。このような危険な法改正を必要とする国際組織

犯罪防止条約は日本として締結するべきものではない。 

 

 サイバー犯罪条約は、通信記録や通信内容等の情報の保全・捜索・

押収・傍受等について広範かつ強力な手段を法執行機関に与えること

を求めているが、このような要請は、我が国の憲法に規定されている国

民の基本的な権利に対する致命的な侵害を招くものであり、この条約も

日本として締結するべきものではない。前国会に提出されていた法改

正案中でも、差し押さえるべき物がコンピューターである場合には、この

コンピューターと接続されているあらゆる記録媒体とそこに記録されて

いる情報を差し押さえ可能であるとされていたが、昨今のインターネット

の状況を考えると、差し押さえの範囲が過度に不明確になる懸念が強

く、裁判所の許可無く捜査機関が通信履歴の電磁的記録の保全要請を

することが出来るとしていた点も、捜査機関による濫用の懸念が強く、こ

のような刑事訴訟法の枠組みの変更は、通信の秘密やプライバシー、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明



示する令状がない限り、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利、

といった我が国の憲法に規定されている国民の基本的な権利に対する

致命的な侵害を招くものと私は考える。また、ウィルス作成等に関する

罪についても、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべ

き動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令

を与える」電磁的記録という要件は、客観性のない人の意図を要件にし

ている点でやはり曖昧に過ぎ、このような客観性のない曖昧な要件でウ

ィルス作成等に関する刑罰が導入されるべきではない。 

 

 留保・解釈を最大限に活用しても、憲法に規定されている国民の基本

的な権利に対する致命的な侵害を招くことになるだろう、これらの条約

は、日本として締結するべきものではないものである。前国会に提出さ

れていた法案は廃案のままにするとともに、条約からの脱退を検討する

べきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 前国会に提出されていた、国際組織犯罪防止条約及びサイバー犯罪

条約の締結のための法改正案は廃案のままにすると閣議決定を行う。

同時に、条約からの脱退を検討する。 

根拠法 

 国際組織犯罪防止条約（正式名称は、「国際的な組織犯罪の防止に

関する国際連合条約」） 

 サイバー犯罪条約（正式名称は、「サイバー犯罪に関する条約」） 

関連府省等  外務省、法務省、警察庁 

備考   

 



27

  

提出者名等 個人１５ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 私的録音録画補償金制度 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 私的複製によって生じる著作権者の経済的不利益を補償するため、

ＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の分離型録音録画専用デジタル録音録画

機器・媒体に私的録音録画補償金が賦課されている。文化庁文化審議

会において、数年に渡り縮小・廃止に向けた検討が行われ、補償金の

そもそもの意義が問われた中で、その解決をおざなりにしたまま、去年

の６月にダビング１０解禁のために文部科学大臣と経済産業大臣の間

で暫定的な措置としてブルーレイ課金の合意がなされ、消費者不在の

中、今年の５月に著作権施行令の改正によってブルーレイへの課金ま

で実施された。 

具体的な問題点 

 確かに今はコピーフリーのアナログ放送もあるが、ブルーレイにアナ

ログ放送を録画することはまずもって無いと考えられるため、アナログ

放送の存在もブルーレイ課金の根拠としては薄弱であり、そのアナログ

放送も２０１１年には止められる予定となっている。 

 

 特に、権利者団体は、ダビング１０への移行によってコピーが増え自

分たちに被害が出ると大騒ぎをしたが、移行後１年以上経った今現在

においても、ダビング１０の実施による被害増を証明するに足る具体的

な証拠は全く示されておらず、ブルーレイ課金に合理性があったとは私

には全く思えない。 

 

 わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダビング

１０という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質

的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しい制限を課している機器と

媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不当の上塗りである。こ

のような不当に厳しいコピー制限が維持される限り、私的録画補償金

は廃止するべきである。 

 

 

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補

償金のそもそもの意義についての意義が問われたが、今に至るも文化

庁は、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する

根本的な検討を怠っている。（今年、文化庁は、基本問題小委員会を設

けたが、始めからメンバーが権利者団体のみに片寄っており、このよう

な腐った小委員会で著作権の根本に関わる問題など検討できないこと



は明白である。） 

 

 世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っていると

いうことはカケラも無く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪

んだ「複製＝対価」の著作権神授説に基づき、不当に対象を広げ料率

を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表

向きはどうあれ、大きな家電・ＰＣメーカーを国内に擁しない欧州各国

は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を還流する手段、つまり、

単なる外資規制として使っているに過ぎない。 

 

 この制度における補償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な

基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、ほぼ権利者団体

の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつ

ながっている。機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製

＝対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体への賦課を基礎とする私

的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象

範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻

害し、デジタル録音録画機器・媒体における正常な競争市場を歪めて

いるという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題と

して明確に認識されなくてはならないことである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 デジタル録音録画機器・媒体の全ユーザー 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

１．そもそも、著作権法の様な私法が私的領域に踏み込むこと自体が

おかしいのであり、私的領域での複製は原則自由かつ無償であること

を法文上明確にする。また、刑事罰の有無に関わらず、外形的に違法

性を判別することの出来ない形態の複製をいたずらに違法とすることは

社会的混乱を招くのみであり、厳に戒められるべきである。 

 

２．特に、補償金については、これが私的録音録画を自由にすることの

代償であることを法文上明確にする。すなわち、私的録音録画の自由

を制限するＤＲＭ（コピーワンスやダビング１０ほどに厳しいＤＲＭ）がか

けられている場合は、補償措置が不要となることを法文上明確にする。

 

３．また、タイムシフト、プレースシフト等は、外形的に複製がなされてい

るにせよ、既に一度合法的に入手した著作物を自ら楽しむために移し

ているに過ぎず、このような態様の複製について補償は不要であること

を法文上明確にする。実質権利者が３０条の範囲内での複製を積極的

に認めているに等しい、レンタルＣＤやネット配信、有料放送からの複製

もこれに準じ、補償が不要であることを明確にする。 

 



４．私的録音録画の自由の確保を法文上明確化するとした上で、私的

録音録画を自由とすることによって、私的複製の範囲の私的録音録画

によってどれほどの実害が著作権者に発生するのかについてのきちん

とした調査を行う。 

 この実害の算定にあたっては、補償の不必要な私的複製の形態や著

作権者に損害を与えない私的複製の形態があることも考慮に入れ、私

的録音録画の著作権者に与える経済的効果を丁寧に算出する。単に

私的録音録画の量のみを問題とすることなど論外であり、その算定に

当たっては入念な検証を行う。 

 

５．この算出された実害に基づいて補償金の課金の対象範囲と金額が

決められるべきである。特に、その決定にあたっては、コンテンツ産業

振興として使われる税金や受信料・電波の割当といった各種の公的に

与えられている既得権益も補償金の一種ととらえられることを念頭に置

くべきである。この場合でも、将来の権利者団体による際限の無い補償

金要求を無くすため、対象範囲と金額が明確に法律レベルで確定され

る必要がある。あらゆる私的録音録画について無制限の補償金要求権

を権利者団体に与えることは、ドイツ等の状況を見ても、社会的混乱を

招くのみであり、ユーザー・消費者・国民にとってきちんとセーフハーバ

ーとして機能する範囲・金額の確定が行われなくてはならない。 

 あるいは、実害が算出できないのであれば、原則にのっとり、私的録

音録画補償金制度は廃止されるべきである。 

 

６．集められた補償金は、権利者の分配に使用されることなく、全額違

法コピー対策やコンテンツ産業振興などの権利者全体を利する事業へ

使用されるようにするべきである。 

 

 なお、天下り先の権利者団体のみにおもねり、国益を無視して暴走す

る腐り切った文化庁には、もはや、この問題の検討能力は完全に無い。

上記のような方向性で検討する必要があると私は考えているが、無理

なようであれば、この制度を現行のまま完全に凍結すると閣議決定す

ることも、合わせ検討するべきである。 

根拠法 

著作権法第３０条第２項 

著作権法第５章 

著作権法施行令第１章 

関連府省等  文化庁 

備考   
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※本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公開とし、「【URL】」と

記載させていただいております 

  

提出者名等 個人１５ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童ポルノ規制・サイトブロッキング 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現行の児童ポルノ規制法により。「衣服の全部又は一部を着けない児

童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」という非常に曖

昧な第２条第３項第３号の規定によって定義されるものも含め、児童ポ

ルノの提供及び提供目的の所持まで規制されている。最近も、この４月

に、アフィリエイト広告代理店社長が児童ポルノ規制法違反幇助容疑で

送検され（【URL】参照）、５月に、児童ポルノサイトへのリンクを張ること

について、児童ポルノ公然陳列幇助容疑で２名が送検され（【URL】、

【URL】参照）、６月には、女子高生の水着を撮影したＤＶＤを児童ポルノ

として製造容疑でビデオ販売会社社長他が逮捕されるなど（【URL】参

照。なお、水着を撮影したＤＶＤを児童ポルノとするケースは去年もあ

り、今も裁判が続いているようである）、警察による法律の拡大解釈・恣

意的運用は止まるところを知らず、現行法の運用においてすら、インタ

ーネット利用の全てが極めて危険な状態に置かれている。 

 

 このような全く信用できない警察の動きをさらに危険極まりないものに

しようと、与党である自民党と公明党は、児童ポルノ規制法の規制強化

を企て、「自身の性的好奇心を満たす目的で」という主観的要件のみで

児童ポルノの所持を禁止する、いわゆる単純所持規制を含む法改正案

を第１７１回国会に提出し、民主党はやはり危険な反復取得罪を含む

法改正案を提出し、国会で審議が行われた。第１７１回国会の解散によ

って、これらの改正法案は一旦廃案となったが、選挙後の国会で再提

出される可能性も高く、今なお、インターネットにおけるあらゆる情報利

用を危険極まりないものとする法改正の検討が今後も続けられかねな

いという危うい状態にあることに変わりはない。 

 

 また、児童ポルノ規制強化の一環として、この６月に、警察庁、総務省

などの規制官庁が絡む形で、検閲にしかなりようがないサイトブロッキ

ングを検討する児童ポルノ流通防止協議会が発足している（【URL】参

照）。 



具体的な問題点 

  閲覧とダウンロードと取得と所持の区別がつかないインターネットに

おいては、例え児童ポルノにせよ、情報の単純所持や取得の規制は有

害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知る権利」

を不当に害するものとなる。「自身の性的好奇心を満たす目的で」、積

極的あるいは意図的に画像を得た場合であるなどの限定を加えたとこ

ろで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明することも反証する

こともできないため、このような情報の単純所持や取得の規制の危険

性は回避不能であり、思想の自由や罪刑法定主義にも反する。繰り返

し取得としても、インターネットで２回以上他人にダウンロードを行わせ

ること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も、何ら危

険性を減らすものではない。 

 

 児童ポルノ規制の推進派は常に、提供による被害と単純所持・取得を

混同する狂った論理を主張するが、例えそれが児童ポルノであろうと、

情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得えない。現行法で、ネット

上であるか否かにかかわらず、提供及び提供目的の所持まで規制され

ているのであり、提供によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、

収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根本的なプライバシーに

属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知るこ

とは、通信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基

本的な権利からあってはならないことである。 

 

 アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大も議

論されているが、このような対象の拡大は、児童保護という当初の法目

的を大きく逸脱する、異常規制に他ならない。アニメ・漫画・ゲームなど

の架空の表現において、いくら過激な表現がなされていようと、それが

現実の児童被害と関係があるとする客観的な証拠は何一つない。いま

だかつて、この点について、単なる不快感に基づいた印象批評と一方

的な印象操作調査以上のものを私は見たことはないし、虚構と現実の

区別がつかないごく一部の自称良識派の単なる不快感など、言うまで

もなく一般的かつ網羅的な表現規制の理由には全くならない。アニメ・

漫画・ゲームなどの架空の表現が、今の一般的なモラルに基づいて猥

褻だというのなら、猥褻物として取り締まるべき話であって、それ以上の

話ではない。どんな法律に基づく権利であれ、権利の侵害は相対的に

のみ定まるものであり、実際の被害者の存在しない創作物・表現に対

する規制は何をもっても正当化され得ない。民主主義の最重要の基礎

である表現の自由や言論の自由、思想の自由等々の最も基本的な精

神的自由そのものを危うくすることは絶対に許されない。 

 

 単純所持規制にせよ、創作物規制にせよ、両方とも１９９９年当時の



児童ポルノ法制定時に喧々囂々の大議論の末に除外された規制であ

り、規制推進派が何と言おうと、これらの規制を正当化するに足る立法

事実の変化はいまだに何一つない。 

 

 サイトブロッキングにつても、総務省なり警察なり天下り先の検閲機

関・自主規制団体なりの恣意的な認定により、全国民がアクセスできな

くなるサイトを発生させるなど、絶対にやってはならないことである。例

えそれが何であろうと、情報の単純所持や単なる情報アクセスではい

かなる被害も発生し得えないのであり、自主的な取組という名目でいく

ら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由（知る権利・情報ア

クセスの権利を含む）や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵

害するものとならざるを得ないサイトブロッキングは導入されてはならな

いものである。 

 

 児童ポルノ規制法に関しては、既に、提供及び提供目的での所持が

禁止されているのであるから、本当に必要とされることは今の法律の地

道なエンフォースであって有害無益な規制強化の検討ではない。児童

ポルノ規制法に関して検討すべきことは、現行ですら過度に広汎であ

り、違憲のそしりを免れない児童ポルノの定義の厳密化のみである。 

 

ただし、警察の恣意的な運用によって、現行法においてすら児童ポル

ノ規制法違反幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚大な萎縮効果・有害

無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険な状態にあるこ

とを考え、今現在民事的な責任の制限しか規定していないプロバイダ

ー責任制限法に関し、刑事罰リスクも含めたプロバイダーの明確なセー

フハーバーについてはきちんと検討がなされなくてはならない。 

 

 違法コピー対策問題における権利者団体の主張、児童ポルノ法規制

強化問題・有害サイト規制問題における自称良識派団体の主張は、常

に一方的かつ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害す

るばかりか、インターネットの単純なアクセスすら危険なものとする非常

識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規制強

化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ

規約にも含まれている国民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全

に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベルで明文で書き

込むべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、技術

的な著作権検閲やサイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通

信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。 

 

 また、児童ポルノの閲覧の犯罪化と創作物の規制まで求める「子ども



と青少年の性的搾取に反対する世界会議」の根拠のない狂った宣言を

国際動向として一方的に取り上げ、児童ポルノ規制の強化を正当化す

ることなどあってはならない。児童ポルノ規制に関しては、最近、ドイツ

のバンド「Scorpions」が３２年前にリリースした「Virgin Killer」というアル

バムのジャケットカバーが、アメリカでは児童ポルノと見なされないにも

かかわらず、イギリスでは該当するとしてブロッキングの対象となり、プ

ロバイダーによっては全 Wikipedia にアクセス出来ない状態が生じたな

ど、欧米では、行き過ぎた規制の恣意的な運用によって弊害が生じて

いることも見逃されるべきではない。アメリカだけを取り上げても、ＦＢＩが

偽リンクによる囮捜査を実行し、偽リンクをクリックした者が児童ポルノ

がダウンロードしようとしたということで逮捕、有罪にされるという恣意的

運用の極みをやっている（【URL】参照）、単なる授乳写真が児童ポルノ

に当たるとして裁判になり、平和だった一家が完全に崩壊している

（【URL】参照）、日本のアダルトコミックを所持していたとして、児童の性

的虐待を何ら行ったことも無く、考えたことも無い単なる漫画のコレクタ

ーが司法取引で有罪とされている（【URL】参照）などの、極悪かつ非人

道的な例が知られている。単純所持規制を導入している西洋キリスト教

諸国で行われていることは、中世さながらの検閲と魔女狩りであって、

このような極悪非道に倣わなければならない理由は全く無い。 

 

 しかし、欧米においても、情報の単純所持規制やサイトブロッキング

の危険性に対する認識はネットを中心に高まって来ており、アメリカに

おいても、この１月に連邦最高裁で児童オンライン保護法が違憲として

完全に否定され、この２月に連邦控訴裁でカリフォルニア州のゲーム規

制法が違憲として否定されていることや、つい最近からのドイツ国会へ

の児童ポルノサイトブロッキング反対電子請願（【URL】）に１３万筆を超

える数の署名が集まったこと、ドイツにおいても児童ポルノサイトブロッ

キング法は検閲法と批判され、既に憲法裁判が提起されていること

（【URL】参照）なども注目されるべきである。スイスにおいて最近発表さ

れた調査でも、２００２年に児童ポルノ所持で捕まった者の追跡調査を

行っているが、実際に過去に性的虐待を行っていたのは１％、６年間の

追跡調査で実際に性的虐待を行ったものも１％に過ぎず、児童ポルノ

所持はそれだけでは、性的虐待のリスクファクターとはならないと結論

づけており、児童ポルノの単純所持規制の根拠は完全に否定されてい

るのである（【URL】参照）。 

政府・与党内の検討においては、このような国際動向もきちんと取り上

げるべきであり、一方的な見方で国際動向を決めつけることなどあって

はならない。 

 

 かえって、児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的



な規制を導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そ

もそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的

な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の

秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般

的に認められている基本的な権利からあってはならないことであると、

日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかけるべきであ

る。 

 

 選挙後の国会において、児童ポルノ規制法の改正案が再び提出され

る可能性も高いが、政府において、児童ポルノを対象とするものにせ

よ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキ

ングは極めて危険な規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対

に行わないこととして、前国会のような危険な法改正案が２度と与野党

から提出されることが無いようにするべきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 違憲のそしりを免れない現行の児童ポルノ規制法について、速やか

に児童ポルノの定義の厳格化のみの法改正を行う。 

 

 プロバイダー責任制限法に関し、被侵害者との関係において、刑事罰

リスクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討す

る。 

 

 児童ポルノ流通防止協議会を解散し、サイトブロッキングに関する検

討を完全に停止する。 

 

 憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国

民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする

権利として、通信法に法律レベルで明文で書き込むこと、及び、憲法に

規定されている検閲の禁止から、技術的な著作権検閲やサイトブロッ

キングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き

込むことを検討する。 

 

 児童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を

導入している諸国は即刻このような規制を廃止するべきと、そもそも最

も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な情報

所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の秘密や

情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認

められている基本的な権利からあってはならないことであると、日本政

府から国際的な場において各国に積極的に働きかける。 



 

 児童ポルノを対象とするものにせよ、いかなる種類のものであれ、情

報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な規制であるとの

認識を深め、このような規制を絶対に行わないことと閣議決定する。 

根拠法 
 児童ポルノ規制法（正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等

の処罰及び児童の保護等に関する法律」） 

関連府省等  警察庁、総務省、厚生労働省 

備考   
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※本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公開とし、「【URL】」と記

載させていただいております 

  

提出者名等  個人１５ 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
出会い系サイト規制 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

 出会い系サイト事業者の届け出を義務化する、出会い系サイト規制法の

改正法が去年の５月に成立し、同年１２月から施行されている。その後、今

年の２月から３月にかけて、警視庁が、ＳＮＳ各社に対して書き込みの削除

要請をし、あるＳＮＳでは内容の精査も無いまま「出会い」に関するコミュニ

ティが全て削除されるということが起こった（【URL】参照）。５月には、やはり

警視庁が、ＳＮＳサイトの年齢確認の厳格化を要請しており（【URL】参照）、

６月には、無届け出会い系サイト運営容疑で逮捕者まで出ている（【URL】、

【URL】参照）。 

具体的な問題点 

 警察による出会い系サイト規制法の拡大解釈・恣意的運用によって、ネッ

ト利用における不必要かつ有害な萎縮効果が既に発生していることは、一

般サイト事業者に対する警察からの要請とその反応から明らかである。 

 

 この出会い系サイト規制法の改正は、警察庁が、どんなコミュニケーショ

ンサイトでも人は出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の

対象としては事実上定義不能の「出会い系サイト事業」を定義可能と偽り、

改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他の重要

法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて

可決され、成立したものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそ

もそも違反しており、表現の自由などの国民の最重要の基本的な権利をな

いがしろにするものである、今回の出会い系サイト規制法の改正について

は、今後、速やかに元に戻すことが検討されなくてはならない。 

 

 既に逮捕者まで出ているが、出会い系サイト規制法は、その曖昧さから

別件逮捕のツールとして使われ、この制度によって与えられる不透明な許

認可権限による、警察の出会い系サイト業者との癒着・天下り利権の強化

を招く恐れが極めて強い。出会い系サイト規制法を去年の改正前の状態に

戻すまでにおいても、この危険な法律の運用については慎重の上に慎重

が期されるべきである。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 全インターネットユーザー 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 出会い系サイト規制法を改正前の状態に速やかに戻す。 

根拠法 
 出会い系サイト規制法（正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用

して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」） 

関連府省等  警察庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
青少年ネット規制法・携帯フィルタリング義務化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 携帯電話におけるフィルタリングの義務化を中心とする、青少年ネット

規制法が、去年の６月に成立し、この４月から施行されている。 

具体的な問題点 

 そもそも、フィルタリングサービスであれ、ソフトであれ、今のところフィ

ルタリングに関するコスト・メリット市場が失敗していない以上、かえって

必要なことは、不当なフィルタリングソフト・サービスの抱き合わせ販売

の禁止によって、消費者の選択肢を増やし、利便性と価格の競争を促

すことだったはずである。一昨年から昨年にかけて大騒動になったあげ

く、ユーザーから、ネット企業から、メディア企業から、とにかくあらゆる

者から大反対されながらも、有害無益なプライドと利権の確保を最優先

する一部の議員と官庁の思惑のみから成立した今の青少年ネット規制

法による規制は、一ユーザー・一消費者・一国民として全く評価できな

いものであり、速やかに法律の廃止が検討されるべきである。 

 

 青少年ネット規制法の規制は、フィルタリングソフト・サービスの不当

な抱き合わせ販売を助長することにつながる恐れが強く、廃止するまで

においても、政府全体で、特に公正取引委員会において、規制を理由

にした不当な便乗商法に対する監視を強めるべきであり、フィルタリン

グソフト・サービスの不当な抱き合わせ販売について独禁法の適用が

検討されるべきである。 

 

 フィルタリングについても、その過去の政策決定の迷走により、総務

省は携帯電話サイト事業者に無意味かつ多大なダメージを与えた。こ

の問題については、フィルタリングの存在を知り、かつ、フィルタリング

の導入が必要だと思っていて、なお未成年にフィルタリングをかけられ

ないとする親に対して、その理由を聞くか、あるいはフィルタリングをか

けている親に対して、そのフィルタリングの問題を聞くかして、きちんと

本当の問題点を示してから検討するべきである。 

 

 フィルタリングで無意味に利権を作ろうとしている総務省と携帯電話事



業者他の今の検討については、完全に白紙に戻されるべきである。携

帯フィルタリングについて、ブラックリスト方式ならば、まずブラックリスト

に載せる基準の明確化から行うべきなので、不当なブラックリスト指定

については、携帯電話事業者がそれぞれの基準に照らし合わせて無料

で解除する簡便な手続きを備えていればそれで良く、健全サイト認定第

３者機関など必要ないはずである。ブラックリスト指定を不当に乱発し、

認定機関で不当に審査料をせしめ取り、さらにこの不当にせしめた審

査料と、正当な理由もなく流し込まれる税金で天下り役人を飼うのだと

したら、これは官民談合による大不正行為以外の何物でもない。このよ

うなブラックリスト商法の正当化は許されない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全インターネットユーザー、全携帯ユーザー 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 青少年ネット規制法を廃止する。 

 

 廃止するまでにおいても、規制を理由にしたフィルタリングに関する不

当な便乗商法に対する監視を政府において強め、フィルタリングソフト・

サービスの不当な抱き合わせ販売について独禁法の適用を検討する。

 

 合わせ、フィルタリングで無意味に利権を作ろうとしている総務省と携

帯電話事業者他の今の検討については、完全に白紙に戻す。 

根拠法 
 青少年ネット規制法（正式名称は、「青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律」） 

関連府省等  総務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
著作権の間接侵害・侵害幇助 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 動画投稿サイト事業者がＪＡＳＲＡＣに訴えられた「ブレイクＴＶ」事件

や、レンタルサーバー事業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によっ

て姑息にも略式裁判で５０万円の罰金を課された「第（３）世界」事件等

を考えても、今現在、著作権の間接侵害や侵害幇助のリスクが途方も

なく拡大し、甚大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねな

いという非常に危険な状態にある。 

具体的な問題点 

 今現在、著作権の間接侵害・侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、

甚大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常

に危険な状態にあり、民事的な責任の制限しか規定していないプロバ

イダー責任制限法に関し、被侵害者との関係において、刑事罰リスクも

含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討するべきで

ある。 

 

 さらに、著作権の間接侵害事件や侵害幇助事件においてネット事業

者がほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうことを考えると、プロバイ

ダー責任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵

害や著作権侵害幇助罪も含め、著作権侵害とならないセーフハーバー

の範囲を著作権法上きちんと確定することが喫緊の課題である。 

 

 セーフハーバーを確定するためにも間接侵害の明確化はなされるべ

きであるが、現行の条文におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件

などで示されたことの全体的な整理以上のことをしてはならない。特に、

今現在文化庁の文化審議会で検討されているように、著作権法に明文

の間接侵害一般規定を設けることは絶対にしてはならないことである。

確かに今は直接侵害規定からの滲み出しで間接侵害を取り扱っている

ので不明確なところがあるのは確かだが、現状の整理を超えて、明文

の間接侵害一般規定を作った途端、権利者団体や放送局がまず間違

いなく山の様に脅しや訴訟を仕掛けて来、今度はこの間接侵害規定の

定義やそこからの滲み出しが問題となり、無意味かつ危険な社会的混

乱を来すことは目に見えているからである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全インターネットユーザー 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 プロバイダー責任制限法に関し、被侵害者との関係において、刑事罰

リスクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討す

る。 

 

 合わせ、今現在文化庁の文化審議会における、著作権法に間接侵害

一般規定を設けることに関する検討を停止し、間接侵害や著作権侵害

幇助罪も含め、著作権侵害とならないセーフハーバーの範囲を著作権

法上きちんと確定するための検討を開始する。 

 

 ただし、このセーフハーバーの要件において、標準的な仕組み・技術

や違法性の有無の判断を押しつけるような、権利侵害とは無関係の行

政機関なり天下り先となるだろう第３者機関なりの関与を必要とすること

は、検閲の禁止・表現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなる

ものであり、絶対にあってはならないことである。 

根拠法 

 著作権法第７章及び第８章 

 刑法第６２条 

 プロバイダー責任制限法（正式名称は、「特定電気通信役務提供者

の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」） 

関連府省等  文化庁、総務省 

備考   
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特定

の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇所

を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいており

ます。また、本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公開とし、

「【URL】」と記載させていただいております。 

 

  

 

提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
著作権検閲・ストライクポリシー 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 まだ実施されてはいないが、総務省の 「利用者視点を踏まえたＩＣＴサ

ービスに係る諸問題に関する研究会」第一次提言案において、携帯電話

においてダウンロードした音楽ファイルを自動検知した上でそのファイル

のアクセス・再生制限を行うという、【非公開】の著作権検閲の提案が取

り上げられており、今現在、このような著作権検閲の提案が政府レベル

で検討されかねない非常に危険な状態にある。 

 

 これも実施されていないと思うが、同じく、著作権検閲に流れる危険性

が極めて高い、フランスで今なお揉めているネット切断型のストライクポ

リシー類似の、ファイル共有ソフトを用いて著作権を侵害してファイル等

を送信していた者に対して警告メールを送付することなどを中心とする電

気通信事業者と権利者団体の連携による著作権侵害対策の検討が、警

察庁、総務省、文化庁などの規制官庁が絡む形で行われている。 

具体的な問題点 

 通信の秘密という基本的な権利の適用は監視の位置がサーバーであ

るか端末であるかによらないものであること、特に、機械的な処理であっ

ても通信の秘密を侵害したことには変わりはないとされ、通信の秘密を

侵害する行為には、当事者の意思に反して通信の構成要素等を利用す

ること（窃用すること）も含むとされていることを考えると、【非公開】が提

案している著作権対策は、明らかに通信の秘密を侵害するものである。 

 

 また、本来最も基本的なプライバシーに属する個人端末中の情報につ

いて、内容を自動検知し、アクセス制限・再生禁止等を行うことは、それ

自体プライバシー権を侵害するものであり、プライバシーの観点からも、

このような措置は導入されるべきでない。 

 

 最も基本的なプライバシーに属する個人端末中の情報について、内容

を自動検知し、アクセス制限・再生禁止等を行う【非公開】が提案してい

る違法音楽配信対策は、技術による著作権検閲に他ならず、憲法に規



定されている表現の自由（情報アクセス権を含む）や検閲の禁止に明ら

かに反するものである。ここで、表現の自由や検閲の禁止という観点か

らも、このような対策は決して導入されてはならないものである。 

 

 付言すれば、【非公開】の携帯端末における違法音楽配信対策は、建

前は違えど、中国でＰＣに対する導入が検討され、大騒ぎになった末、今

現在導入が無期延期されているところの検閲ソフト「グリーン・ダム」と全

く同じ動作をするものであるということを政府にははっきりと認識してもら

いたい。このような検閲ソフトの導入については、日本も政府として懸念

を表明しているはずであり（日経のネット記事【URL】参照）、自由で民主

的な社会において、このような技術的検閲が導入されることなど、絶対許

されないことである。 

 

 このような提案は、通信の秘密や検閲の禁止、表現の自由、プライバ

シーといった個人の基本的な権利をないがしろにするものである。【非公

開】が提案している、検閲に該当するこのような対策は絶対に導入される

べきでなく、また技術支援・実証実験等として税金のムダな投入がなされ

るべきではない。 

 

 フランスで導入が検討された、警告メールの送付とネット切断を中心と

する、著作権検閲機関型の違法コピー対策である３ストライクポリシーに

ついても、この６月に、憲法裁判所によって、インターネットのアクセス

は、表現の自由に関係する情報アクセスの権利、つまり、最も基本的な

権利の１つとしてとらえられるものであるとして、著作権検閲機関型の３

ストライクポリシーは、表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシー

といった他の基本的な権利をないがしろにするものとして、真っ向から否

定された。フランスでは今なおストライクポリシーに関して揉め続けてい

るが、日本においては、このようなフランスにおける政策の迷走を他山の

石として、このように表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーと

いった他の基本的な権利をないがしろにする対策を絶対に導入しないこ

ととするべきであり、警察庁などが絡む形で検討が行われている違法フ

ァイル共有対策についても、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス

権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重する形で検討を進めることが

担保されなくてはならない。 

 

 これらの提案や検討からも明確なように、違法コピー対策問題におけ

る権利者団体の主張、児童ポルノ法規制強化問題・有害サイト規制問題

における自称良識派団体の主張は、常に一方的かつ身勝手であり、ネッ

トにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純

なアクセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、こ

のような一方的かつ身勝手な規制強化の動きを規制するため、憲法の

「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国民の「知る



権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、

通信法に法律レベルで明文で書き込むこと検討するべきである。同じく、

憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な著作権検閲やサイトブ

ロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書

き込むことを検討するべきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全携帯ユーザー、全インターネットユーザー 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 総務省における【非公開】の著作権検閲の提案の検討を止め、憲法の

「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国民の「知る

権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、

通信法に法律レベルで明文で書き込むこと、及び、憲法に規定されてい

る検閲の禁止から、技術的な著作権検閲やサイトブロッキングのような

技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むことを検討

する。 

 

 閣議決定により、警察庁などが絡む形で検討が行われている違法ファ

イル共有対策についても、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権

等の国民の基本的な権利をきちんと尊重する形で検討を進めることを担

保する。 

根拠法  なし 

関連府省等  文化庁、総務省、警察庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
著作権保護期間 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現行の日本の著作権法において、著作権の保護期間は著作者の死

後５０年とされている。実演、レコード及び放送に関する著作隣接権に

ついては、それぞれ実演を行った時、音を最初に固定した時、放送を行

った時から５０年とされている。文化庁の文化審議会において、延長の

検討がなされて来ており、権利者団体と文化庁を除けば、延長を否定

する結論が出そろっているにもかかわらず、文化庁は保護期間延長に

関して継続して検討するとしているところである。 

具体的な問題点 

１．著作権そのものの保護期間について 

著作権そのものに関しては、現行でも著作者の死後５０年という極め

て長い期間に渡って著作権が保護されることになっている。また、著作

者人格権については保護期間が切れるということはない。 

 

文化的に、ひ孫の孫くらいのことまで考えて創作をしている人間がい

るとも思われず、文化の多様化のためにはこれ以上の延長はほとんど

何の役にも経たず、経済的にも、著作者の死後５０年を経てなお権利処

理コストを上回る財産的価値を保っている極めて稀な著作物のために、

このコストを下回るほとんど全ての著作物の利用を阻害することは全く

妥当でない。 

 

 また、保護期間延長問題は金銭的な話でないとするリスペクト論もよく

権利者側が持ち出すのだが、創作者が世に出したいと思う形のまま、

創作者の名前を付けて著作物を流通させるために、同一性保持権や氏

名表示権といった著作者人格権が、既に保護期間が切れることのない

権利として規定されているのであり、人格権と財産権を混同した主張は

取り上げるに値しない。延長問題は、あくまで権利の財産的な側面のみ

を考慮して考えられなくてはならない。 

 

これほど長期間に渡る著作権の保護期間は、過去の圧倒的多数の

著作物の新たな技術による公共利用、 過去の大多数の著作物のデジ

タル情報としての公共利用に対する一大阻害要因となっており、著作権

者の個々のメリットに比して社会的デメリットがあまりにも大きな有害な

規制として機能している。このような著作権の保護期間については、短



縮が検討されてしかるべきである。 

 

 また、権利者団体と文化庁を除けば日本国内では、この点に関しては

延長しないということでほとんど結論が出そろっているのであり、文化庁

の保護期間延長に関する検討は完全に止められるべきである。 

 

２．実演家の著作隣接権の保護期間について 

 同一性保持権や氏名表示権などの実演家の人格権も特に保護期間

と一緒に切れるということはないので、 実演家の著作隣接権の保護期

間についても人格権と財産権をごっちゃにするリスペクト論は全く当て

はまらない。 

 

 実演から５０年を超えて保護期間を延長することが、文化的な実演

を多く生み出すためのインセンティブとなり、このインセンティブが、保護

期間延長によって生じる公共利用に対するディスインセンティブを超え

るという明確な論拠が示されるならばともかく、実演から５０年という期

間はかなり著名かつ長命の実演家でなければ切れることがない期間で

あり、今のところ、実演家の著作隣接権の保護期間延長についても、こ

れを是とするに足る根拠は何一つなく、これも延長されるべきでない。 

 

なお、著作隣接権の中でも、実演家の権利と、レコード製作者・放送

事業者の権利は大きく性質が異なっているものであり、これらを混同す

ることは百害あって一利ないものである。 

 

３．レコード製作者あるいは放送事業者の著作隣接権の保護期間につ

いて 

 レコード製作者と放送事業者という創作者ではない流通事業者の著

作隣接権は、単にレコード会社や放送局が強い政治力を持っていたこ

とから無理矢理ねじ込まれた権利に過ぎず、その目的は流通コストへ

の投資を促すことのみにあったものである。インターネットという流通コ

ストの極めて低い流通チャネルがある今、独占権というインセンティブで

流通屋に投資を促さねばならない文化上の理由もほぼ無くなっている

のであり、これらの保護期間は速やかに短縮することが検討されるべき

である。 

 

 なお、放送事業者の権利の保護期間については、今でもローマ条約

及びＴＲＩＰＳ協定）で放送から２０年と規定されているだけであり、短縮

するのに国際的障害はない。合理的な理由無く決められた保護期間を

短縮することが憲法上問題になる訳もない。 



問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

文化庁における著作権保護期間延長の検討を閣議決定により停止す

る。 

 

放送に関する著作隣接権に関しては、速やかに保護期間を放送を行

った時から２０年とする。 

 

合わせ、現行ですら余りに長い著作権及びレコード製作者あるいは放

送事業者の著作隣接権の保護期間短縮のため、日本政府からベルヌ

条約他の関係条約の改正提案を行うことを、政府レベルで検討する。 

 

なお、過去、保護期間の短縮を行った国としては、ポルトガルとスペイ

ンが存在しており、保護期間の短縮は国際的に見て完全に不可能とさ

れるものでは無い。 

根拠法 

著作権法第２章第４節 

著作権法第４章第６節 

ベルヌ条約第７条 

万国著作権条約第４条 

ローマ条約第１４条 

レコード製作者の保護に関する条約第４条 

実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約第１７条 

ＴＲＩＰＳ協定第１２条及び第１４条 

関連府省等  文化庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
天下り 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 一昨年の６月２３日号の週刊ダイヤモンドの「天下り全データ」という

特集で、天下りとして２万７８８２人という人数が示されている。中には他

愛のない再就職も含まれているだろうが、２万５千人を超える元国家公

務員が各省庁所管の各種独立行政法人や特殊法人、公益法人、企業

などにうごめき、このような天下り利権が各省庁の政策を歪めていると

いうのが、今の日本のおぞましい現状である。 

具体的な問題点 

 法改正によって得られる利権・行政による恣意的な許認可権を盾に、

役に立たない役人を民間に押しつけるなど、最低最悪の行為であり、一

国民として到底許せるものではない。さらに、このような天下り役人が国

の政策に影響を及ぼし、国が亡んでも自分たちの利権のみ伸ばせれば

良いとばかりに、国益を著しく損なう違憲規制を立法しようとするに至っ

ては、単なる汚職の域を超え、もはや国家反逆罪を構成すると言っても

過言ではない。 

 

 知財・情報政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めている

ことは間違いなく、政策の検討と決定の正常化のため、文化庁から著

作権関連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警察庁

から各種協力団体・自主規制団体への天下りの禁止を決定するべきで

ある。これらの省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁

も含めて決定するべきである。 

 

 また、人事院の「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会」におい

て提案されている、６０歳を過ぎてから公務員の身分のまま公益法人な

どに出向するといった新たな天下りルートも許されるべきでない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 閣議決定により、国家公務員法で規定されている再就職等監視委員

会を凍結し、６０歳を過ぎてから公務員の身分のまま公益法人などに出

向するといった新たに提案されている天下りルートも含め、天下りを完

全に禁止する。 

根拠法  国家公務員法 

関連府省等  全省庁、特に、文化庁、総務省、警察庁などの規制官庁 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
模倣品・海賊版拡散防止条約 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 詳細は不明であるが、模倣品・海賊版拡散防止条約の検討が政府レ

ベルで行われている。 

具体的な問題点 

 模倣品・海賊版拡散防止条約について、検討中であり、詳細は不明で

あるが、税関において個人のＰＣや携帯デバイスの内容をチェック可能

とすることや、インターネットで著作権検閲を行う機関を創設することと

いった、個人の基本的な権利をないがしろにする条項が検討される恐

れがある。他の国が、このような危険な条項をこの条約に入れるよう求

めて来たときには、そのような非人道的な条項は除くべきであると、か

えって、プライバシーや情報アクセスの権利といった国際的・一般的に

認められている個人の基本的な権利を守るという条項こそ条約に盛り

込むべきであると日本から各国に積極的に働きかけるべきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 他の国が、税関において個人のＰＣや携帯デバイスの内容をチェック

可能とすることや、インターネットで著作権検閲を行う機関を創設するこ

とといった、個人の基本的な権利をないがしろにするような危険な条項

をこの条約に入れるよう求めて来たときには、そのような非人道的な条

項は除くべきであると、かえって、プライバシーや情報アクセスの権利と

いった国際的・一般的に認められている個人の基本的な権利を守ると

いう条項こそ条約に盛り込むべきであると日本から各国に積極的に働

きかける。 

根拠法  なし 

関連府省等 
 警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産

省、経済産業省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 ＤＲＭ回避規制 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現状、不正競争防止法と著作権法でＤＲＭ回避機器等の提供等が規

制され、著作権法でコピーコントロールを回避して行う私的複製まで違

法とされている。  

具体的な問題点 

昨年７月にゲームメーカーがいわゆる「マジコン」の販売業者を不正

競争防止法に基づき提訴し、さらにこの２月にゲームメーカー勝訴の判

決が出ていることなどを考えても、現時点で、現状の規制では不十分と

するに足る根拠は全くない。  

 

かえって、著作権法において、私的領域におけるコピーコントロール

回避まで違法とすることで、著作権法全体に関するモラルハザードとデ

ジタル技術・情報の公正な利活用を阻む有害無益な萎縮効果が生じて

いるのではないかと考えられる。 

 

デジタル技術・情報の公正な利活用を阻むものであり、そもそも、私

的なＤＲＭ回避行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を

一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすることは困難だったにもかかわ

らず、文化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私

的領域でのコピーコントロール回避規制（著作権法第３０条第１項第２

号）は撤廃するべきである。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコ

ントロールしている技術を私的な領域で回避しただけでは経済的損失

は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公

衆送信権によって既にカバーされているものであり、その被害とＤＲＭ

回避やダウンロードとを混同することは絶対に許されない。それ以前

に、私法である著作権法が、私的領域に踏み込むということ自体異常

なことと言わざるを得ない。 

 

 また、知財計画２００９で今年度にＤＲＭ回避規制に関する検討を行う

こととされているが、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要

に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のＤＲＭ回避規制の強

化は検討されるべきでない。 



問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

著作権法第３０条第１項第２号を削除する。 

 

合わせて、ＤＲＭ回避規制に関して、ユーザーの情報アクセスに対す

るリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上の規制

強化をしないと閣議決定する。 

根拠法 

著作権法第３０条第１項第２号 

著作権法第１２０条の２ 

不正競争防止法第２条第１項第１０号、第１１号 

関連府省等  文化庁、経済産業省 

備考   
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、ご意見の内容の一部を非公開とさせてい

ただきます。 また、本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公

開とし、「【URL】」と記載させていただいております。 

  

 

提出者名等 

 

 

個人１５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 【非公開】 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 単なる民間団体に過ぎないにもかかわらず、一般からの違法・有害情

報の通知を受けて、直接削除要請を行っている、【非公開】という名の

半官検閲センターが存在している。 

 

 同じく民間団体に過ぎないにもかかわらず、【非公開】という団体が、

犯罪に関する情報を匿名で受け付け、解決に結び付いた場合に情報

料を支払うということを行っており、この７月からネットでの受理まで開始

している（【URL】参照）。 

 

 また、【非公開】は、【非公開】等の根拠無く一般的かつ網羅的な表現・

情報弾圧を唱える危険な児童ポルノ規制強化プロパガンダに募金を流

用し、さらに、この【非公開】でも、感情論のみで根拠無く児童ポルノの

単純所持規制の導入を訴えるなど、【非公開】の目的を大きく逸脱し、

明白に公益を害する行為を繰り返し行い、インターネットにおけるあらゆ

る情報利用を危険極まりないものとしようとしている。 

具体的な問題点 

 サイト事業者が自主的に行うならまだしも、何の権限も有しない【非公

開】などの民間団体からの強圧的な指摘により、書き込みなどの削除

が行われることなど本来あってはならないことである。このようなセンタ

ーは単なる一民間団体で、しかもこの団体に直接害が及んでいる訳で

もないため、削除を要請できる訳がない。勝手に有害と思われる情報を

収集して、直接削除要請などを行う民間団体があるということ自体おか

しいと考えるべきであり、このような有害無益な半官検閲センターは即

刻廃止が検討されて良い。このような無駄な半官検閲センターに国民

の血税を流すことは到底許されないのであって、その分できちんとした

取り締まりと削除要請ができる人員を、法律によって明確に制約を受け

る警察に確保するべきである。 



 

 【非公開】についても同断であり、直接害が及んでいる訳でもない単な

る一民間団体が、直接一般からの通報を受け付け、刑事事件に関与し

て、解決に結び付いた場合に情報料を支払うということ自体異常であ

る。【非公開】にせよ、この【非公開】にせよ、警察の本来業務を外部委

託することがそもそもおかしいのであり、【非公開】に無駄に国民の血税

を流すべきでは無く、その分できちんとした情報受け付けと事件の解決

ができる人員を、法律によって明確に制約を受ける警察に確保するべ

きである。また、このようなことに手を染めている【非公開】。 

 

 また、【非公開】は、【非公開】等の根拠無く一般的かつ網羅的な表現・

情報弾圧を唱える危険な児童ポルノ規制強化プロパガンダに募金を流

用し、さらに、この【非公開】でも、感情論のみで根拠無く児童ポルノの

単純所持規制の導入を訴えているが、【非公開】（【URL】参照）におい

て、根拠無く焚書と表現弾圧を叫ぶことは、【非公開】の趣旨には入って

いないと考えられ、このようなことが事業としてあげられている訳も無く、

このような行為は【非公開】違反である。さらに、民主主義の基礎中の

基礎である表現の自由等の精神的自由の重要性を考えると、【非公開】

違反を超えて、このような行為は明白に公益を害するものである。【非

公開】に対して、所管の外務省から【非公開】を出すべきである。【非公

開。（URL を含む）】 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 【非公開】を廃止する。 

 

 【非公開】における警察の委託事業を停止する。また、同時に、【非公

開】に対して、【非公開】 

 

 【非公開】に対して、所管の外務省から公益を害する活動を止めるよう

【非公開】を出す。【非公開】 

根拠法  【非公開】 

関連府省等  警察庁、外務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
公的個人認証 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

多くのサービスで住基カードを使わなければならないことが大きな制

約になっている。 

具体的な問題点 

住基カードを使うためにはカードリーダーを購入し面倒な登録作業を

行うか、或いは、カードリーダーがあるところに行かなければならないこ

とが行政サービスにおける IT 普及の大きな制約になっている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全ての国民、特にＩＴ知識の乏しい過半の国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

住基カードはネット上なら他人にでも使えてしまう。本当に本人確認の

役に立っているのは住基カードではなく一緒に使っているＩＤ/パスワー

ド。住基カードはなくても良いのではないか？パスワードだけで不安とい

うなら費用がかからず手間もかからない他の方法を考えるべきだ。例え

ば大阪市立図書館でも使っている乱数表カードのようなものならカード

リーダーは不要でどこでも使える。 

根拠法   

関連府省等   

備考   
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提出者名等 

 

  

個人１７ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
育児休業の取得手続・育休給付金の給付申請手続 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 育児休業の取得開始時および取得中（2 か月ごと），書類を育休取得

者・事業主・公共職業安定所の間でやり取りしなければならない． 

 また，保育所における保育の実施が行われないなどの理由により育

休を延長する場合も，同様の手続が必要となるほか，保育所入所不承

諾通知などの添付書類が必要となる． 

 「パパ・ママ育休プラス」の適用を受ける場合にはさらに手続が煩雑と

なることが想定される． 

具体的な問題点 

 個別の育休取得者ごとに育休関連スケジュールを管理し，2 か月ごと

に事務処理をしなければならない上，申請後の処理状況が共有されな

いため，処理結果について随時問い合わせを行う必要がある． 

 よって育休取得者および事業主の負担が大きい． 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 育児休業等取得者 

 同取得者を雇用する事業主 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 育休取得者・事業主・職安がログインして使用するワークフローシステ

ムをインターネット上に構築し，当該システムを育休プラットフォームとし

て活用する． 

 ワークフローシステムは，民間企業内において，意思決定や受注生産

品のオーダー管理に使用されている．添付書類は原本をスキャンしたも

のをアップロードすることで代替する． 

 これにより，事務処理負担が軽減される． 

根拠法  育児休業法・雇用保険法 

関連府省等  厚生労働省 

備考 
育児休業以外に，病気休暇，産前産後休暇，失業に伴う基本給付等に 

関連する手続についても同様の改善が可能と考えます．  
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提出者名等 

 

  

個人１７ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
保育所の入所申請手続 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 保育所への入所申請には，所得状況・家庭の状況・児童の状況等を示す

書類を添付しなければならない． 

 所得税の確定申告を電子申告で行っていても，申告画面のプリントアウト

を提出しなければならない． 

 また両親の勤務証明書を紙で提出しなければならない． 

 これらの書類は毎年 1 回および転居時に作成・提出しなければならない．

具体的な問題点  児童の保護者および各市町村の事務処理負担が大きい． 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 児童の保護者および各市町村 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 児童の保護者・事業主・各市町村がログインして使用する保育申請プラッ

トフォームをインターネット上に構築する． 

 当該システムに入力した情報は年度をまたいで保存されるようにする．申

請の処理状況を随時確認可能とする．添付書類は原本をスキャンしたもの

をアップロードすることで代替する．所得税の電子申告システムと接続し，

保護者の承諾があれば税務申告データを自動流通できるようにする．勤務

証明書の発行も電子的に行う． 

 これにより，事務処理負担が軽減される． 

 さらには別途提案の育休プラットフォームとの間で一体のものとしてシス

テムを整備することで，さらなる事務処理負担の軽減およびシステム整備

費用の削減が可能となることが期待できる． 

根拠法  児童福祉法 

関連府省等  厚生労働省 

備考 
保育所以外に，介護施設等の入所手続についても同様の改善が可能

と考えます．  
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提出者名等 

 

 

個人１８ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童ポルノ規制法案、ネット規制法案 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
ネット規制法案、児童ポルノ規制法案は現在は成立に至っていない。 

具体的な問題点 

ネット規制法案、児童ポルノ規制法案は現状に見合ってない危険性の

高い法案だと思われる。 児童ポルノ規制法案にはアニメ、漫画やゲー

ムなどの規制が盛り込まれているがこれは今後発展していくコンテンツ

産業やネット産業に致命的な打撃を与えることになるであろう。 そし

て、これら実際に性犯罪被害者のいない創作物の規制は犯罪率の低

い性犯罪の規制としては過剰な上、児童に対する性暴力を防ぐという

目的にもかなっていないように思われる。 ネット規制法案は責任を持ち

自由な発言を許されるはずのインターネット上の発言などを規制してし

まうのは思想統制とも取れる政策で抑圧された社会を招くであろう法案

であり、さらに現状にまったく見合っていない。 これから成長していく産

業を潰すことは日本にとって有益でない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
コンテンツ産業、ネット産業に関わるすべての人々 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

小学校教育から情報との関わり方を教育する。 児童ポルノ規制法案

は児童性虐待対策法などと名称を改めその本来の目的から外れない

ような法案になるように審議する。 

根拠法 表現の自由、思想の自由(日本国憲法) 

関連府省等 国会 

備考  特になし 
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提出者名等 

 

 

個人１９ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
タクシー輸送 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
行き先の申し出。 

具体的な問題点 
同じ乗り場（ＪＲ駅等）から自宅までの帰り道を指定するのに、毎回同じ

道順を唱えるのはトラブルの元。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
消費者一般。とくに道幅の狭い、入り組んだ地点に住居を構える者。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

行き先を事前に設定（プリセット）しておき、申し出の際にＧＰＳケータイ・

ＳＤメモリーカード・ＩＣカードなどからタクシーの助手席に設置されたカー

ナビゲーションに送信する。 

根拠法 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法 

関連府省等 国土交通省 

備考 
 利用を繰り返す度に段々と、運転手と利用者の両者がぞんざいになり

がちで、便利なアプリができると喜ばしい。 
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提出者名等 

 

 

個人１９ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
街路灯番号 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
修繕を要する旨の申告時（不点灯・倒壊など）  

具体的な問題点 夜間暗い中での番号の読み取り、書き取りは困難を極めます。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
夜間の歩行者。  

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

設置場所・目標物などが携帯電話などを用いて検索できる装置を取り

付けると便利で確実な申告が可能となる。 

根拠法 路法施行令 

関連府省等 総務省 

備考  ケータイ画面に表示されれば１１９番、１１０番通報時にも有効。 
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提出者名等 

 

 

個人１９ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
祝日（法） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

カレンダーを組み込んだケータイ（スマートフォン等）に、祝日を意味す

る赤色日付を与えることができない。 

具体的な問題点 
カレンダーを組み込んだケータイに赤色日付を与えることができないた

め、画面を一見して、平日／休日の区別ができない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
ビジネスマン。若者。その他。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

休日（祝日）プログラム・共通もしくは汎用の年次毎の祝日データは、出

勤しない日である市民も多く、平日とは生活リズムも異なるものである

ので、作成されれば、起床時間のアラームなど繰り返しの設定時に便

利である。 

根拠法 国民の祝日に関する法律 

関連府省等 内閣府 

備考  当分の間、パソコン用ソフトは除外としても良い。 

 



45

  

 

提出者名等 

 

 

個人２０ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
電車等での携帯電話利用の制限 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
電車等での携帯電話利用の制限 

具体的な問題点 

携帯電話がペースメーカー等に実害を与えるには、ペースメーカーが作

動する状況下で特定の周波数帯の携帯を胸に押しつけるぐらいの行為

が必要であり、多くのハードルを越えないと害がないことを一般の者に知

らされていない。そのため、過剰な反応をする者がおり、車中で口論にな

ったり、暴力沙汰までに進展することが見受けられる。今後もユビキタス

環境の発展の妨げになることが考えられる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

ユビキタス環境を広める者、ユビキタス環境を求める者、埋め込み型医

療機器を使用する者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

車内での通話の制限と医療機器への影響を分離して説明をするよう公

共交通機関に指導する。携帯電話、通信機器を使ってはいけない場所、

状況を明確にした説明をし、デジタル通信機器の安全性を国民にアピー

ル。携帯電話の安全性を再確認する。 

根拠法 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2006/060530_1.html 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/080530_9_bt2.pdf

関連府省等 総務省、厚生労働省 

備考 

 過剰に反応する公共交通機関や利用者が未だにいる。安全なのか危

険なのか、ペースメーカー利用者も不安に思っている。国民にわかるよう

に正しい情報を広く伝えるべきだ。 
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

半ライン申請に関する平成２０年１月１１日法務省民二第５７号通達の、

第３（３）については、規則第６３条第２項カッコ書きに、「申請人から登記識

別情報を知ることを特に許された者に限る。）とあることから、代理人の権限

を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が

必要であるとされた。 

具体的な問題点 
しかしながら、第３（２）については、登記識別情報の提供に関する規則

第６６条には、通知の場合の第６３条のような詳細な規定は無い。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

前記通達第３の（２）について、合理的な説明をする必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

平成２０年１月１１日法務省民二第５７号通達第３の（２）で、（１）の方法に

より登記識別情報を提供するときは、代理人の権限を証する情報に「登記

識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされ

た。 

具体的な問題点 

この、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項は、今

回の通達で突然出てきたものであるが、登記識別情報の提供に関する規

定である不動産登記規則第６６条は変更されていない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

根拠となる規則第６６条、又は、先の通達を変更する必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

 特例方式に関するＱ＆Ａより 

Ｑ 資格者代理人が添付書面を普通郵便で送付した場合は？ 

Ａ 資格者代理人は、法令を遵守する義務があるので、、、、 

具体的な問題点 

法令を遵守する義務があるのは、資格者代理人だけでなく、登記所職員

も含めて国民全員である。 

特例方式の場合は、ＰＤＦで送付した登記原因証明情報については、一

切の補正を認めず、法令により却下することになっているが、一部登記所で

はＰＤＦを再送する等の補正を認め、ボールペンによる補正を認めた登記

所もあるらしい。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

資格者代理人に法令遵守を言う前に、 

法務省が法に基づいた取扱いをする必要がある 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式によるオンライン申請の場合、申請情報とともに提供するＰＤＦ

を写しとして原本還付を認めないのは、「原本に相違ない旨」の文言を必要

とするため。と、説明されているらしい。 

具体的な問題点 
そうであれば、ＰＤＦに「原本に相違ない旨」を追記して電子署名すれば

認められるのか？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

 合理的な説明ができないのであれば、即時、ＰＤＦの添付を不要とすべき

である 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式によるオンライン申請の場合、 

なぜ、登記識別情報はオンラインで提供しなければならないのか？ 

具体的な問題点 

登記申請は、申請情報と必要な添付情報を提供すればよいことになって

いる。登記識別情報は登記名義人を特定するための添付情報である。オン

ライン申請の場合であっても、書面（登記識別情報通知）で交付するのも合

理的であると考えるなら、書面での提供を認めないとする合理的な理由は

ない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記識別情報制度を今後も採用するのであれば、特例方式によるオンラ

イン申請の場合は、登記識別情報の書面での提供を認めるべきである 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式によるオンライン申請の場合、 

ＰＤＦ化して送信する登記原因証明情報は、「登記原因の内容を明らかにす

る部分」（原則として登記事項すべて）が明らかにされている必要があるらし

いが、法定相続の場合にＰＤＦで提供する登記原因証明情報は、相続関係

説明図であると説明されている。 

具体的な問題点 

相続関係説明図は、戸籍等の原本還付を受ける際に作成する書面で、

作成者の記名（署名）・押印は必要ない。相続人の住所の記載も、不動産

の記載も必要ない。 

それでも、登記事項すべてが明らかにされていることになるのか？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

馬鹿な説明をするのではなく、何らかの情報を提供する必要があるので

あれば、合理的な理由を示す必要がある。 

合理的な説明ができないのであれば、添付不要とすべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

オンライン申請した場合、登記識別情報は原則としてオンラインで交付さ

れ、代理人がオンラインで交付を受ける場合は、復号に関する特別な授権

が必要とされている。 

別途、書面での交付を希望する場合は、その旨を申請情報に記載して申

出ることになっている。 

しかし、委任状に復号に関する特別な授権の記載がない場合は、書面で

の交付の申出がなくても、書面で交付されるらしい。 

具体的な問題点 
申出がなくても書面で交付されるのであれば、申出させる必要もないの

ではないか？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

申請人に対し、不適切な説明をしないよう、 

登記所職員に、法令・通達等を改めて指導する必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 
 
 
 
 



 
 

53

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記所から、登記原因証明情報のＰＤＦが添付されていないので取下げ

るよう電話があった際、ＰＤＦは添付したので取り下げはしないと回答した。 

具体的な問題点 
登記所から、印刷はできなかったが画面で確認できたので処理しますと

電話あり。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記所サイドの問題を理由に取下げの指導をすることは極めて不適切で

ある。申請人に通知する前に、登記所サイドでできる範囲の確認作業をす

べきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「申請書作成支援ソフト」は、「支援」とは名前だけで、実態は、「まったく

支援してくれない」ソフトである。 

また、申請情報を作成するソフトと申請情報を送信するシステムが連動し

ていない。 

具体的な問題点 

申請情報を保存するためのフォルダを申請人が作成しなければならな

い。１件の申請をするために、数個のフォルダを作成する必要があり、いく

つかの登記をまとめて、一連の手続きとして申請する「連件申請」では、先

の数個のフォルダを申請件数分、申請人が作成する必要がある。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

申請書作成支援ソフトで申請人が作成した申請情報は、当然に、システ

ムが認識し、自動的に読み込むシステムにすべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 
 
 
 



 
 

55

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

申請情報とともに提供すべきＰＤＦについては、一切の補正を認めないこ

とになっており、現実に却下された事例もあるようである。 

具体的な問題点 

不備のあるＰＤＦを添付してオンライン申請をした場合、添付情報を提供

しないまま、即日取下げている事例がある。 

添付情報を提供する前に取下げる場合は、補正のためであっても、取下

げの権限を証するための委任状の提供が必要である。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

却下すべき申請を、何らの添付情報の提供も無いまま取下げを認める登

記所の取扱には問題がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

誤って送信した申請情報の取下げについて登記所に電話。 

「取下げはオンラインでないとだめですか？」 

「書面でいいですよ。」 

具体的な問題点 オンライン申請の取下げは、オンラインに限定されているはずである。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

不適切な指導をしないよう、登記所職員を教育する必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 
 
 
 



 
 

57

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記識別情報（１２桁の記号）を誤って入力したものを提供して、取下げ

るよう指導された。 

具体的な問題点 

再度、正しい登記識別情報を提供すれば良いのでは？ 

仮に、正しい登記識別情報を提供できない場合は、本人確認情報を提供

する。本人確認情報を提供できない場合は、事前通知になるのでは？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

いずれにしても、取下げる必要は無いのでは？ 

不適切な指導をしないよう、登記所職員を教育する必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 
登記識別情報の再発行を認めた、法律上の規定はない。 

具体的な問題点 

再発行した事例として、不適切な登記識別情報に関するものと、不適切

なパスワードに関するものがある。 

どちらの場合も、法的な根拠も無く、職権で失効させて、職権で再発行し

た。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

一方で厳格な取扱いをするフリをしながら、一方で何らの法的根拠も無く

再発行することは極めて不適切である。 

不適切な取扱いしかできないのであれば、登記識別情報制度を廃止す

べきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

オンライン申請システムには、「登記識別情報の複写」と言う機能があ

る。 

具体的な問題点 

不動産ごと・名義人ごとに決めるはずの、登記名義人を特定するための

登記識別情報を、複数の不動産に複写して、交付したことにする理由は何

か？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

不適切な取扱いしかできないのであれば、登記識別情報制度を廃止す

べきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

オンラインで取得した登記完了証の目的が違うので、紙に印刷したもの

を提示して訂正を求めたら、登記官の職印で訂正した事例がある。 

具体的な問題点 
オンラインで取得した、電子公文書の原本はそのままで、紙に印刷したも

のを訂正して、原本である電子公文書を訂正したことになるのか？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記所職員に対して、オンライン申請に関する再教育が必要である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 
 
 
 



 
 

61

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

常にオンラインで提供することが可能な登記識別情報については、申請

情報とともにオンラインにより提供しなければならないこととされた。 

具体的な問題点 

登記識別情報の提供方法をオンラインに限定するのであれば、当然に、

交付の方法もオンラインに限定すべきであり、書面で交付するのが合理的

であるならば、書面での提供を認めない合理的な理由は無い。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

書面での交付を可能とするならば、書面での提供も認めるべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記所における適正かつ効率的な事務の遂行という観点から、「法務局

使用欄」を付加した規則別記第１３号様式を使用することとした。 

具体的な問題点 

一部登記所では１３号様式が改正されたことを知らず、一部登記所では

オンライン申請専用の受領印照合票を作成して司法書士に利用するよう要

請している。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記所に対し、改正後の１３号様式の利用方法を指導すべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 



63

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記識別情報を提供する場合、司法書士はシールを剥がして１２桁の記

号を確認し、写しを封筒に入れて提供している。オンライン申請の場合に登

記識別情報提供様式を作成することは、書面申請の場合に登記識別情報

を封筒に入れるのと同じことである。 

具体的な問題点 

書面申請の場合に、登記識別情報を確認し写しを封筒に入れるために

特別な授権を必要としないのであるから、オンライン申請の場合も、登記識

別情報提供様式を作成するために特別な授権は必要ないと考える。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

暗号化に関する特別な授権を必要とする通達は、法的根拠の無い誤っ

た推定に基づく不適切なものである。 

暗号化に関する特別な授権は不要とすべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 



64

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

送付の方法による登記識別情報通知書の交付を求めるときは、送付を

求める旨及び送付先の別を申請情報の内容とするものとされた。 

具体的な問題点 

登記が完了した時点で、申請情報と１３号様式（添付書面を含む）は申請

情報つづり込み帳につづり込まれ、登記識別情報通知（書）は１３号様式の

写しと一緒に保管され、送付又は窓口で交付される。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記識別情報通知（書）の交付方法に付いての申出は、申請情報に記載

するよりも、１３号様式に記載するほうが合理的である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式による申請の取下げについては、オンライン申請の取下げの手

続と同様に取り扱うこととされた。 

具体的な問題点 

特例方式であっても、オンライン申請した場合の取下げは、オンラインに

限定されている。しかしながら、取下書（書面）を提出させて、取下を認めて

いる事例もある。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記所の勝手な判断による便宜的な取り扱いは止めるべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省、法務局及び資格者代理人等が連携・協力して、運用の過程で生

じた様々な問題点を着実に解消していくことによって、政府が目標とする利

便性やサービスの向上が実感できる電子行政が実現できる。 

具体的な問題点 
司法書士と登記所が連携・協力して問題を解決するためには、司法書士

と登記所が、オンライン申請について共通の認識をもっている必要がある。

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記所で使用している手引書の公開を要望する。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式実施に伴う通達で、「登記識別情報の暗号化に関する一切の

権限」の委任条項が、代理権限証明情報として提供される必要があるとさ

れた事情は、書面申請の場合は名義人本人が封筒に入れているであろう

と、勝手に推定した結果のようである。 

具体的な問題点 
司法書士は、登記識別情報を確認する必要はないと言っているに等し

く、実務をまったく理解していない、馬鹿げた、間違った推定である。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

実務をまったく理解せずに勝手に解釈するのではなく、 

先に、登記識別情報制度を廃止すべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記所が保有している法人の代表者事項証明等の証明書を添付情報と

して提供する必要がある。 

また、照会番号制度が利用できるのはオンライン申請の場合に限定され

ている。 

具体的な問題点 

添付書類のうち行政機関が作成・発行するものについては、申請を受理

する行政機関が当該書類を作成・発行している行政機関から情報を取得す

ることによって添付書類の省略を可能とするバックオフィス連携について検

討するものとする。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

特定の登記所で資格証明情報の添付省略を認めることを予定している

が、オンライン申請利用促進のために、すべての登記所で、（登記所の作

成・発行する）資格証明情報の添付省略を認めるべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

規則第６３条第２項は、代理人としてオンライン申請をする者が、申請人

から登記識別情報を知ることを特に許されている場合には、登記官は、登

記識別情報が第三者に知られないようにするための措置を講ずる必要は

ないとされた。 

具体的な問題点 

交付した時点で、名義人以外の者が知っている可能性のある登記識別

情報は、本人だけが知っている情報ではなく、登記名義人を特定することが

できる情報ではない。 

また、申請代理人が特別な授権を受けた場合であっても、そのことによっ

て、登記官の登記識別情報の秘密保持義務がなくなるわけでは無い。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記識別情報は、オンライン申請の阻害要因であり、登記名義人を特定

するための情報としての存続理由もなくなったのであるから、オンライン申

請の利用促進のためにも、直ちに廃止すべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

平成２０年６月２５日午後２時ごろ、設立登記を申請しようとした代理人

は、オンライン申請システムにログインできなかった。 

オンライン申請できないのであれば、書面申請にしようかと、管轄登記所

に問合せたところ、オンライン申請用の申請情報の画面プリントを登記所に

ＦＡＸすれば、翌日（２６日）に対応するという回答を得て、代理人としては、

当然に、２５日付で処理してくれるものと思い、書面申請はしなかった。 

具体的な問題点 

２６日、○○出張所に対応状況を確認するため電話したところ、管轄登記

所の回答は、「東京法務局経由で法務省に問合せた結果、２５日付けで処

理することはできない。」 

結局、本件については、２６日付の登記申請となった。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

○○出張所の申請人に対する対応は、結果として不適切なものであった

ので、同様な問題が起きないように、登記所に対し適切な対処方法を指導

するとともに、申請人（代理人）に対しても、適切な対処方法について説明

する必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 

 

法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

ＰＤＦに電子署名した本人確認情報をオンラインで提供したところ、「書面

の本人確認情報が提供されていない。」と言う理由で補正になった事例が

ある。 

具体的な問題点 

作成名義人である資格者代理人が電子署名したＰＤＦは原本であること

を説明しても、補正通知を出した登記官は理解できなかったらしい。 

「照会番号」を申請情報に記載して申請したところ、「資格証明情報が提

供されていない。」と電話してきた登記所もある。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

このような対応は、オンライン申請を阻害するものであり、極めて不適切

である。登記所職員の再教育が必要である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記申請書作成支援ソフトウェア試行版(V4.0Z)の配布について 

６月２３日から配布を始めて、「新着情報」で公表したのは６月２７日。即

日申込をして、配布できないとの返事が来たのが７月２日。 

具体的な問題点 

利用者に対しては、先のインストローラ入替えのときも、次回のソフトの入

替えも、夜間休日に作業するように通知しておいて、法務省は、夜間休日

はメールを受信しても読まないし、読んでもすぐには返信しない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

司法書士に対して「オンライン申請の利用促進に協力を」 

何て言うのであれば、試行版(V4.0Z)の配布をすべきではないか？ 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

オンライン申請した際に、システムからお知らせメールが自動配信され

る。 

具体的な問題点 
これらのメールは、申請人が電子納付等の一連の作業をしている間に配

信されているので、必要の無い、無駄なお知らせメールである。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

補正の場合も、お知らせメールが配信されるが、事件を特定するような事

項は記載されていないので、オンライン申請システムにログインして、処理

状況画面を表示して、補正コメントを確認する必要がある。 

せめて、登記の目的を記載するとか、ログイン画面へのリンクの設定ぐら

いしても良いだろうに。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記識別情報をオンラインで提供するためには、申請書作成支援ソフト

で登記識別情報を提供するためのファイルを作成する必要がある。 

具体的な問題点 

この登記識別情報提供用ファイルを作成するソフトは、申請情報を作成

するソフトとセットで提供されているが一体化されていないので、申請情報

を作成する際に入力した情報を、登記識別情報提供用のファイル作成に流

用できない問題がある。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

電子情報として利用するための登記識別情報が、電子情報として利用す

ることが困難であるなら、登記識別情報制度そのものを見直す必要があ

る。 

当面の現実的な対応として、特例方式を採用している間は、書面として

利用できる旧登記済証の復活を提案する。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１３ 

【誤】登記識別情報は、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定め

られます。 

 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】土地を分筆した場合、分筆前の登記識別情報が分筆後の土地に複写

されるので、多数の不動産について、同じ登記識別情報が発行されている

ことになる。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１４ 

【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、

次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情

報を記載した部分を覆う目隠しシール（はり直すことができないもの）をはり

付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合に

は、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本

人を確認した上で交付する方法で通知することになります。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見ても、その痕

跡が残らないように貼りなおすことが可能であり、秘密保持の方法としては

極めて不適切なものである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 
 
 
 
 



 
77

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１６ 

【誤】オンライン申請では、登記識別情報だけでなく、電子署名及び電子証

明書を併せて提供することとし、二重の本人確認手段を採っています。書面

申請においても、登記識別情報だけでなく、印鑑及び印鑑証明書を提出す

ることになります。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】担保権の抹消登記を申請する場合、オンライン申請の場合は電子署

名することになっているが、書面申請の場合は１２桁の符号をメモ書きした

ものだけを提出すればよく、印鑑証明書を提出する必要は無い。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１６ 

【誤】登記識別情報は，それ自体を偽造することは，事実上不可能であり，

登記済証の制度よりも，安全性が高まると考えています（Ｑ１５参照）。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】偽造することはできなくても、書き写すことは可能であり、メモ書きした

ものであっても本物として利用することができるので、安全性については不

安がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１７ 

【誤】登記識別情報は、登記完了時に通知するものとされているため、その

再通知は、認められません（Ｑ２２参照）。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】制度上再通知は認められていないが、法務省は、現在までに２度再通

知をしている。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１８ 

【誤】登記識別情報は，本人だけが知っている情報であることが前提となる

ものです。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】登記所に提出する際には目隠しシールを剥す必要があり、目隠しシー

ルを剥した時点で、「本人以外の者が知ることができる情報」になるので、

「本人だけが知っている情報」であるとの前提は成立しない。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「新不動産登記法Ｑ＆Ａ」より引用 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html 

具体的な問題点 

Ａ１９ 

【誤】登記識別情報は、権利の一部の移転や担保物権の設定の登記等に

おいて、繰り返し本人確認手段として利用することが予定されています。そ

のため、登記所に提供する際にも、秘密性を保持する必要があります。そこ

で、オンライン申請の場合には、登記識別情報を登記所の公開鍵を用いて

暗号化して送信することになります。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

【正】本人だけが知っている情報であることが前提となるものであるならば、

繰り返し本人確認手段として利用することは極めて不適切である。また、申

請者とオンライン申請システムとの間の通信は暗号化されているのである

から、登記識別情報だけを個別に暗号化する必然性は無い。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

促進策の実施により、資格者代理人が代理人となって登記識別情報に

関する証明を請求する場合には、法人が請求人であるときの代表者の資

格を証する情報（令７条１項１号）、代理人の代理権限を証する情報（令７条

１項２号）の提供が不要とされた（規則６８条７項）。 

具体的な問題点 

実務において重要なのは、請求した時点で有効であるかどうかの証明で

はなく、確実に登記することができるかどうかである。有効であるとの証明

書の交付を受けても、失効制度があるために、確実に登記できることを保

証することができない制度上の欠陥がある。 

 １件に付き２０分程度の時間がかかることも問題である。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記識別情報制度を廃止しないのであれば、少なくとも、取引現場で瞬

時に有効性の確認ができ、確実に登記できることを保証することができる制

度にする必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登記識別情報を提供しなければならない登記について、資格者代理人

の本人確認情報を提供して完了した登記の割合は、わずか１．１２％にすぎ

ない。 

具体的な問題点 

登記官は、有効な１２桁の記号の提供を受ければ、面談することもなく、

申請人が登記名義人であると特定できることになっているが、司法書士の

場合は、本人確認情報を提供できるのは申請代理人に限定されており、面

識がある場合でも確認のための面談が要求されるなど、提供するための要

件が必要以上に厳格である。 

また、必要な情報を提供した場合であっても、登記官が相当と認めなかっ

たときは事前通知され、一部登記所では、本来提供する必要のない「確認

資料」の写しを要求している例もあり、登記所の対応にも問題がある。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

司法書士は、必要な場合は本人確認情報を提供しており、必要でない場

合も本人確認情報の提供を要求するのであれば、面談の要件を緩和する

など、利用しやすい制度にする必要がある。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式が実施された後もオンライン申請が利用されない主な理由の一

つは、登記識別情報の提供方法が煩わしいことである。 

具体的な問題点 

書面の申請書に添付した登記識別情報は、申請情報とばらばらになる可

能性があり、申請人の氏名等を記載することも必要であろうが、オンライン

申請の場合は申請情報に添付して（申請情報と一体で）提供するのである

から、申請人の氏名等を入力する必然性はない。申請情報に１２桁の記号

が入力されていれば充分である。 

また、登記識別情報が登記名義人を特定するためのものであれば、物件

全部についての登記識別情報を提供させる必要はなく、いずれか１個の情

報を提供すれば充分である。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登記識別情報を廃止しないのであれば、一部入力項目の省略を認める

などの便宜的な対応も必要である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

９月２６日、不動産登記の完全オンライン申請をして、１０月１５日完了し

た。 

完了までに２週間以上かかった理由を登記所に聞いたところ、「添付書類が

届くのを待っておりました。」 

具体的な問題点 

不動産登記のオンライン申請は、すべての添付情報を電子情報として提

供することになっている。電子化されていない添付情報を書面のまま提供

できるのは「特例」で認められていることを忘れてしまっているようだ。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

特例方式が始まった際の通達では、添付書類を別送する場合は、申請

情報の添付情報の欄に、「特例」とか「別送」とか記載するようになっている

が、そんな記載をしても登記所では確認していないようだ。 

また、添付情報は２日以内に提供することになっているが、実際は２週間

以上遅れても却下されないようだ。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省は、登記識別情報の提供及び交付方法はオンラインに限定してい

た。特例方式の実施に伴い、希望すれば、書面での交付も認めることとした

が、提供方法はオンラインに限定したままである。 

具体的な問題点 

特例方式実施後も、登記識別情報を提供する場合は、出来損ないの申

請書作成支援ソフトを利用して、オンラインで提供するための「登記識別情

報提供様式」を作成し、申請情報とともに提供しなければならず、この作業

は非常に煩雑であり、オンライン申請が利用されない要因の一つになって

いる。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

更なる利用促進策として、登記識別情報通知（書）の写しを、ＰＤＦ又は書

面で提供することを認めるよう提案する。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

本人確認情報を作成する際に申請人から提示を受ける資料は限定的に

規定されており、写真付の証明書を所持していない申請人に対しては、事

前に住民基本台帳カードの交付を受けるよう依頼し、申請人から住民基本

台帳カードの提示を受けて本人確認情報を作成し、提供している事例も多

い。 

具体的な問題点 

資格者代理人が申請人から公的個人認証カードの提示を受けて本人確

認情報を作成し、登記識別情報の提供に代えて提供することが可能である

なら、申請人自身が委任状等に住民基本台帳カードを利用して電子署名し

た情報を提供し、登記識別情報の提供に代えることも不合理ではない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

電子署名の普及のためにも申請人を特定するための情報として電子署

名を利用することを考慮すべきであり、特例方式の更なる利用促進のため

に、申請人が電子署名した場合は登記識別情報の提供を不要とする取扱

いを提案する。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

照会番号とは、「行政機関等に対してされる申請等に関する法令の規定

において申請等の書面に添付し、又は申請等の際に提出すべきこととされ

ている書面が登記事項証明書である場合において、行政機関等の定める

ところに従い、行政機関等が本制度によって送信される登記情報をもってこ

れに代える（ことができる）としているときに、 

具体的な問題点 

行政機関等は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律第２条第２号に定める機関であって、法務局は、内閣府設置法第 43 条及

び第 57 条、国家行政組織法第 9 条に規定されている国の行政機関（法務

省）の所掌事務を分掌する地方出先機関で、法務省設置法（平成 11 年法

律第 93 号）第 18 条に基づき設置されている機関であり、行政機関等には

含まれない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

要は、確認番号を書面の登記申請で利用できないのは、法務局は法務

省の出先機関であって、行政機関等ではないからってこと？ 

 これって変でしょう？ 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 
外字の問題 

具体的な問題点 

申請人が作成し申請情報として登記所に送信した外字ファイルはそのま

ま登記情報として利用することができず、登記所で独自のものに置き換え

て登記情報として手入力している。この外字を一定の範囲で特定すれば、

省力化とオンライン申請の利用促進に効果がある。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

「戸籍統一文字」を、登記で使用できる文字として指定することを提案する。

 又は、登記所で使用している外字のコードを公開すべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

申請書作成支援ソフトで申請情報を作成し、オンライン申請システムで送

信した申請情報は、電子データーとしてそのまま登記情報として利用（入

力）されず、登記所では、電子データーである申請情報を直接入力すること

はせず、すべて手作業によって入力しているそうである。 

具体的な問題点 

申請情報作成用ソフト（通称Ａソフト）と登記識別情報関係のソフト（通称

Ｂソフト）の一体化もされないままである。平成２１年３月９日からのバージョ

ンアップでは、Ｂソフトの登記識別情報（記号）の入力画面は改良されたが、

申請人の住所氏名・物件情報等を個別に入力しなければならない点は、改

良されていないようである。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

法務省が本気でオンライン申請の利用促進を考えているのであれば、主

な利用者である司法書士の意見を真剣に聞き、適切な改良をすべきであ

る。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

 

具体的な問題点 
シールを剥すことができず、見ることができない情報であっても、登記所

にとっては、本人（登記名義人）を特定することができる情報なのか？ 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

目隠しシールを剥すことができなければ、提供することもできないでしょ

う。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

特例方式の実施により、登記官の秘密保持義務が一部免除され、登記

識別情報は本人以外の者が知ることができる情報になったのであるから、

登記官が申請人と登記名義人が同一人であることを確認できる情報では

無くなった。 

具体的な問題点 

不動産登記制度上、申請人と登記名義人の同一性は、住所と氏名が一

致することであり、完全オンライン申請をするためには申請人の電子署名

が必要なのであるから、電子署名を検証することによって、申請人と登記名

義人の同一性は確認できる。 

よって、完全オンライン申請のために登記識別情報を存続させる必要は

ない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

典型的な例として、戸籍を全て電子化することはできないのであるから、

完全オンライン申請のためには、添付書面を個別に電子情報に置き換える

のではなく、オンライン申請のための申請方式を考えるべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   

 
 
 
 



 
93

  

 

提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信すること

ができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知 

具体的な問題点 
登記の申請は、オンライン申請と書面申請に限定されており、メールで申

請情報を送信することは認められていない。（不動産登記法第１８条） 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきで

あり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取

扱いをすることは極めて不適切である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信すること

ができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知 

具体的な問題点 

メールで送信した情報は、法務局・地方法務局から管轄登記所に転送さ

れ、管轄登記所では、当日の 終の受付番号の枝番を使って、当日受付

番号を確保することになっているが、管轄外の登記所へ申請することは却

下事由である。（不動産登記法第２５条） 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきで

あり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取

扱いをすることは極めて不適切である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信すること

ができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知 

具体的な問題点 

登記官は、申請情報が提供されたときに受付番号を記録することになっ

ており、申請情報が提供されない段階で受付番号を記録することは明らか

に違法である。（不動産登記規則第５３条） 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきで

あり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取

扱いをすることは極めて不適切である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省オンライン申請システムに障害が発生し申請情報を送信すること

ができない場合に、当日中の受付番号を確保するための通達と依命通知 

具体的な問題点 

緊急事態であっても実質書面申請である特例方式によるオンライン申請

についてだけ受付時間を２時間延長することは、権利の保全と取引の安全

を脅かすことになり、本件通達は不動産登記法第１条に違反するものであ

る。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

システム障害に対応するためには、予備の受付システムを準備すべきで

あり、実質書面申請の特例方式によるオンライン申請のために、違法な取

扱いをすることは極めて不適切である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

平成２１年３月２３日午前９時頃から午後２時３０分頃まで、和歌

山地方法務局橋本支局で、不動産登記システムの障害が発生した。 

具体的な問題点 

法務省は、平成２１年３月１７日オンライン申請システムに障害が

発生し、申請情報を送信できない場合の救済策を発表したが、「システ

ムが申請情報を受信後、管轄登記所に転送できない障害が発生した場

合は、復旧後受付処理をすることが可能であるから、救済策は講じな

い。」としている。 

しかしながら、オンライン申請システムに送信した申請情報が管轄

登記所に転送されないということは、登記所窓口に提出した申請が放

置され後から提出された申請が先に処理されるのと同じことであり、

登記制度上極めて重大な問題である。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

システム障害の全てに対し適切な対応をすることができないのであ

れば、オンライン申請を中断すべきである。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省は日本司法書士会連合会に対し、「オンライン申請システムに障

害が発生した場合は、新着情報で公表すると共にログイン画面にもその旨

表示する。」と通知している。 

具体的な問題点 

法務省作成の「法務省オンライン申請システム 申請者操作ガイド」のロ

グイン画面には「お知らせ」について記載されていないので、次回手引書作

成時に訂正を求めたところ、 

「修正の必要はないと考えております。」と、回答があった。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

法務省の担当者がこのような認識であるなら、システムに障害が発生し、

受付時間の延長とかメールの仮受付を実施した場合、利用者に対して、確

実に通知することなどできないであろう。 

先の通知の意味も理解せず、危機感の欠片も無い、とぼけた回答であ

る。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

５月２５日の２回目の障害について、サポートデスクに問い合わせたとこ

ろ、次の回答があった。 

「この不具合は，法務省オンライン申請システムに関連する通信機器に

生じた不具合の影響により発生したものでした。」（法務省オンライン申請シ

ステム操作サポートデスク） 

具体的な問題点 

通信機器に障害が発生して申請情報を送信できなかったことは、調査す

るまでも無く判っているので、法務省は、何が原因で障害が発生したのか知

らせる必要がある。 

申請情報が午後５時１５分以降に登記所に到達したときは、翌業務日の

受付として処理されることになっているので、今回のように、法的根拠も無

い内部の事務連絡だけで当日受付けの処理をすることは違法である。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

一方では登記原因証明情報の PDF に付いて補正を一切認めずに、通信

障害が発生したときは、法律も通達も関係なしに、事務連絡だけで違法な

処理をすることは極めて不合理である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いに

ついて（依命通知） 

具体的な問題点 

法務省は、「特例方式により、登録免許税を電子納付した登記の申請を

取り下げたものについて、書面申請の場合の再使用証明と同様に、再度登

記の申請をする際の便宜のために認められるもの。」として、依命通知を出

したが、この取扱いでは代理人の口座に還付されるのに相当な日数がか

かる。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

直ちに再申請する必要がある場合は、電子納付は利用できないことにな

り、特例方式の場合であっても印紙納付したほうがよいことになる。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省民事局長は国税庁長官に対し、登録免許税の還付金を代理受領

する場合の取扱いについて照会し、平成２１年４月１４日回答を得て、

「登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いに

ついて（依命通知）」を発した。 

具体的な問題点 

今回法務省が通知を出すことになった現場の事情は、登録免許税を

印紙納付した場合は、申請を取下げたとき未使用証明（再使用証明）

を受け直ちに再申請するときに利用できるが、電子納付した場合は、

そのような取扱いがされないので、同様の効果を求めたのであって、

後日、代理人が還付を受ける仕組みの確認を求めたのではない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

登録免許税を電子納付して取下げた場合、先の取扱いがされるので

あれば、特例方式で申請した場合であっても、電子納付しないで印紙

納付したほうが無難である。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２１ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 
法務省オンライン登記申請システム 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

法務省は、システム障害時に「受付時間延長」と「メール仮受付」の対応

策（特別措置）を実施することにしている。しかしながら、この対応策は現実

に障害が発生したときに機能しないものであることは、５月２５日、明白にな

った。 

具体的な問題点 

午前８時３０分の業務開始時から障害が発生している場合、申請人は何

時回復するかも分からないままパソコンの前で待機し、午後４時になって「メ

ール仮受付措置」が実施されたらメールで送信すると、法務省は考えてい

るのであろうか？ 

メールで送信した後も障害が復旧するかも知れないので、パソコンの前

で待機していると考えているのであろうか 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
登記申請人（登記申請代理人・司法書士） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

違法を承知で緊急時の対応策を実施するのであれば、障害発生時に直

ちに「メール仮受措置」を実施し、仮に復旧した場合は受付時間を延長し、

オンラインでの再申請を促すべきである。 

そうすれば、とりあえずメールで受付番号を確保した申請人の多くが、夕

方システムが復旧していることを確認して、登録免許税の軽減を受けるた

めにオンラインで再申請することを期待できる。 

根拠法 不動産登記法 

関連府省等 法務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

ＢeＢ協議会(アットマークベンチャー内) 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
旅行行法での旅行代理店規制 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 グローバルではネットからのホテル、エアー、などの予約サイトが 

共通基盤になっているが、ＭＩＣＥ（コンベンション）推進施策推進に対し

て企業や団体が主催する海外、国内旅行の募集、運営に旅行代理店 

免許を要する現状。 

具体的な問題点 

 アジア圏でＬＣＣ（ローコストキャリア）航空はＷＥＢ代理店のみの航空

会社が台頭し、またホテルポータルも同様で、個人旅行は問題ないが

団体旅行には既存旅行代理店募集しか不可能。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

ＭＩＣＥビジネスは新興国（ソウル、上海、マカオ、クアルンプル）が急成

長しており、理由は日本の団体旅行規制にある。 

既存代理店コスト（２，３０％ｎｏマージン）やＬＣＣ非取り扱い代理店が大

多数の現状ＭＩＣＥ主催企業が不利益を被る。 

 

またＬＣＣも航空券とホテルパッケージは旅行代理店のみの許諾で、国

際競争力に 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

ＭＩＣＥ特区対象（沖縄、北海道、）の設置や海外ＭＩＣＥに関しては自由

化（代理店免許制から届出制） 

根拠法  ＩＡＴＡ 

関連府省等  国土交通省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２２ 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

代理人がオンラインで納付した登録免許税の還付 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

代理人によりオンライン申請を行い、代理人がオンラインで登録免許税

を納付した場合、申請を取り下げると、登録免許税は、代理人ではなく

本人に還付される。 

具体的な問題点 

例えば、不動産登記、商業登記について代理人（弁護士、司法書士等）

が委任を受けると、これに伴う登録免許税の納付も代理人が申請と同

時に行うことになる（不動産登記法２５条１２号、商業登記法２４条１６号

等）。 紙ベースの登記申請においては、印紙や納付書を申請書に貼付

し、代理人が申請の取下をすると、印紙等は再使用証明がなされて申

請書と一緒に代理人に還付される（登録免許税法３１条３項）。 しかし、

オンライン申請の場合で、登録免許税が代理人により納付された場合

であっても、代理人が申請を取り下げても、登録免許税は、申請人本人

に還付される（同条１項２号）。 通常、司法書士等の代理人は、登録免

許税相当額を本人から預かるなどして、登録免許税を納付している。申

請の取下げは、申請書の内容に錯誤や誤謬があった場合に多く用いら

れるが、一旦本人に登録免許税が還付されてしまうと、再申請時に代

理人が預かり金なしに登録免許税を納付する危険を負うことになり、あ

るいは、還付された資金が再度代理人に預けられるまでの期間は再度

の登記ができないことになる。これらのことは、税額が高額になるとき

は、きわめて大きな問題となる。 このことから、比較的複雑な登記で後

日取下げの可能性がある申請では、登録免許税の還付で問題が生じ

るため、オンライン納付が避けられる傾向にある。登記以外の、登録免

許税の納付が必要な手続についても同様である。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
司法書士、弁護士、弁理士、行政書士、税理士 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

（１）登録免許税法３１条に代理人ないしオンラインによる納付について

の規定を整備する。 （２）オンライン納付あるいはオンライン申請の時

に、登録免許税の還付先を代理人とすることについて指定できるよう、

システムを整備する。 

根拠法 登録免許税法３１条１項、３項 

関連府省等 国税庁、法務省 

備考 

 現行の登録免許税法についても、再使用証明をした印紙の還付先が

代理人となることについて、明確な根拠規定がないため、法文の整理

が必要かと考えます。 
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提出者名等 

 

 個人２３ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 e-Gov のページでは、利用者個々の問題を解決するという設計になっ

ていない。 

具体的な問題点 

 電子政府の Web ページは、制度の説明をわかりにくく示している。利

用者は、Web ページにアクセスすることで、目前の問題を解決したいと

願っているが、どのメニューに進めば問題を解決してもらえるのかわか

らない。また、リンクをクリックしても、制度の説明ばかりで、サービスを

受けることができない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 一般国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 利用者の視点で、電子政府のポータル、サービスの構造自体を全面

的に見直し、府省ごとの縦割りとしないことが必要である。 

 府省担当者の都合で作られているのであって、利用者中心の考え方

が感じられない。 

根拠法   

関連府省等  全府省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人２３ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 電子政府推進に関する意見聴取先が、一般国民ではなく、ＩＴベンダ

ー、士業者などに偏っている。 

具体的な問題点 

 このような業者は、自分たちの収益を維持・向上させる意見を示す傾

向にあり、それを政策に反映させれば、一般国民等利用者ではなく、業

者を利することにより国民の負担が増加するおそれがある。 

 例えば、「電子申請は士業者を通じて行うことで、利用率を向上させ

る。」、「士業者にとって使いやすいものの、直接国民がサービスを受け

るのに便利ではないシステム。」、「個々の利用者が直接に電子政府の

サービスを受けるのに障害となる仕組み。」などである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 一般国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 通常の国民（素人）が、「便利」と感じるシステムを構築する。そのため

には、システムを提供する官側の担当者（少なくとも同一官庁の管理職

以上）は、そのシステムを利用しなければならないというルール（法律）

を作ることにより、真に利用者の立場を理解することができるようにな

る。 

 現状では、システムを提供する立場の政府の担当者（少なくとも管理

職以上）は、自分自身を利用者のひとりとは認識していない。 

根拠法   

関連府省等  全府省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人２３ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 このようなパブコメに住所、電話番号、ファクス番号などを記入させ

る。 

具体的な問題点  直接業務に必要のない情報を収集する意味が示されていない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 一般国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 双方向に連絡がとれればいいので、最低限、業務に必要な情報はど

れであるかを明示すべき。 

根拠法   

関連府省等  首相官邸 

備考   
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

 

提出者名等 

 

個人２４ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
不明 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
不明 

具体的な問題点 

（１）出会いサイト規制について  一方的サイト削除や恣意的な逮捕者

が頻発する現在の法制定は馬鹿馬鹿しいの一言。駅前の待ち合わせ

場所やナンパ場所を突然封鎖するのと変わらない。  恋愛とも買春と

も全く無関係なのに該当の書込みがなされる可能性もあるＢＢＳを、安

心して持つこともでいないような法律は改正が必要。 （２）青少年ネット

規制法・携帯フィルタリング義務化  メディアリテラシー教育の観点か

らも、絶対に反対。価値観の押し付けや偏見の温床にもなりかねない。

たとえばゲイ悩み相談のサイトがはじかれたりするのがいい例で、また

内政干渉で欧米の価値観が入れば原爆や捕鯨賛成のサイトがブラック

リストに乗りかねない。中国の行っているフィルタリングのおぞましい実

情を鑑みれば尚更。  ブラックリスト認定機関なんてもっての他。１件

の審査料ごとに天下り職員が潤うような機関の設立は絶対に許されな

い。【非公開】は今すぐ解体すべきである。 （３）児童ポルノ規制・サイト

ブロッキング  実在する児童（未成年）の性表現の規制にも問題があ

る。性虐待行為を防止するべきであって性表現を禁止すべきではない。

ここをあやふやにすると、ティーンの水着グラビアや家族のアルバムの

所持すら危険が伴う。  また、リンクを貼った、貼られていた、画像のメ

ール添付などで罪を問うことは断固反対。インターネットでは所持も閲

覧も送受信もすべてユーザーの意識しないうちに行われるもの。冤罪

の温床に他ならない。  また、漫画キャラ・アニメキャラのような、戸籍

も年齢も実質性皆無のものを児童ポルノ範疇に加えることは、あきれる

ほど問題外。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
上記のとおり 

根拠法 不明 

関連府省等 不明 

備考  国民の意見を聞くにしては、このパブコメは敷居が高すぎないか？ 
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提出者名等 

 

  

個人２３ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 電話での問い合わせには直ちに回答を得ることができるが、e-Gov サ

イトを通じた質問は無視される。 

具体的な問題点 

 １年以上前に、e-Gov サイトから質問をしたが、自動応答システムか

ら、「ご意見等を拝見しました。 いただきました件は、関係する省庁へ

送付させていただきます。   首相官邸ホームページ「ご意見募集」コ

ーナー担当」というメールを受け取っただけで、全く反応がない。 

 なお、この質問した数ヶ月後に、この質問がどの部門で処理中なのか

についても質問したが、同様に無視し続けられている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 一般国民、あるいは、わたしだけかもしれない。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 返事をするくらいは人（社会人）としての常識であり、「改善」を議論す

るまでもない。 

根拠法   

関連府省等  首相官邸 

備考   
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提出者名等  個人２５ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
道路台帳等の管理方法 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現在、都道府県・市区町村は、道路法に従い道路台帳を整備している

が、近年の測量技術の発展により測量結果の座標は電子化されている

にもかかわらず、道路台帳管理規程、測量作業規程・要領、測量委託

標準仕様書等が昔の手書き図面の管理手法のものがある。 

具体的な問題点 

測量会社等が道路台帳の整備や更新作業を受託した際に、手書きの

管理手法のままであると、測量した結果のCADデータを紙に出力し、発

注者から預かった紙の図面にトレースする業務が行われている。また、

その後の建設工事の基礎資料として設計時に使用する際も紙のデータ

（又はラスターデータ）であるため、設計時には再度 CAD データにする

ためにトレースをしなければならないなどの無駄を生んでいる。 

（手書き図面の管理規程の例） 

(加除修正) 

第 3 条 道路の形状変更があったときは、次の各号に掲げることにより

道路台帳の加除修正を行なわなければならない。 

(1) 提出されたしゅん工図をもとにして、第 2 原図(マイラー)の写しに鉛

筆をもって転写すること。 

(2) 前号の転写をしたときは、理地を踏査し、しゅん工図と相違のない

ことを確認した後、第 2 原図に墨入れを行なうこと。 

(3) 前号の第 2 原図への墨入れが終ったものについては、定期的に第

1 原図の加除修正を行なうこと。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 測量会社、建設コンサルタント、建設業界 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

自治体で定めている標準仕様書、規程、要領等において一例のような

記載（墨入れ、清絵、写真植字等）のあるものがないか再点検していた

だきたい。今後整備や維持管理される管理台帳や設計図面が測量座

標を持った電子データとしてきちんと管理されることにより GIS への移行

や設計品質の向上、設計～施工～管理までの本来の CALS の実現が

可能になると考える。 

根拠法  道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 28 条 

関連府省等  国土交通省、国土地理院、地方自治体 

備考  

 



111

 

※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

  

提出者名等  個人２６ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
個人情報の範囲 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現在、個人情報保護法において個人情報取扱事業者は、自らが保有

する個人情報に関し、その利用目的の明確化や第三者機関に対して情

報を提供に関して、厳しく制限されている。ただし、付随する情報として

その事業者が収集している情報（例：購入履歴、購入場所、購入日時

等）は「個人情報ではない」という事業者の判断の基、「利用目的」に記

載されることなく収集されている。 

具体的な問題点 

インターネット等で購入した購入履歴等は、消費者から見た場合、保護

される情報として認識している消費者が多い。しかし、実際にはこれら

は「個人情報」ではないため、個人情報保護法の範囲内で個人情報を

第三者に提供する際に、「個人情報」に加え、これらの情報を合わせて

提供しても法に抵触することはない。しかし、消費者から見れば、知ら

ぬ間にプライバシーに関する情報を無許可でやり取りされていることに

なる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 個人情報取扱事業者に個人情報を保有されている個人 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

案 1）個人情報に付随する情報は個人情報とし、個人情報保護法内で

保護される情報とすべきである（利用目的に明記し保護する） 

案 2）個人情報に付随する情報を第三者機関に提供する場合におい

ては、付随情報を個人情報として取り扱うことを法則化する。（利用目

的に記載されていない情報で、かつ個人情報でない情報でも第三者

機関に提供する場合は「個人情報」として保護される情報とする） 

根拠法  個人情報の保護に関する法律(15 条～18 条、及び 23 条) 

関連府省等  不明 （内閣府・総務省に関連性が高い） 

備考 

 【非公開】から警察・検察当局の照会に基づき、【非公開】で収集して

いる個人情報とそれに付随する情報（購入場所・日時）が合わせて提供

されたという背景から、非常に問題であると判断したため、このコメント

を提出いたしました。 
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提出者名等 

 

  

個人２６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
青少年保護を目的としたネット規制 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 青少年保護を目的とし、インターネットサービスで様々なフィルタリング

サービスやゾーニングなどの措置がとられているが、現状どの程度の

効果が上がっているかは不明、かつ行過ぎた規制の為に一般の健全

なサービス運営にまで影響を及ぼしている。 

具体的な問題点 

インターネットはひとつのサイトを規制しても、次々に新たなサイトが作

成される。そのため、フィルタリングを行っても結局はいたちごっことなっ

てしまう。また、昨今、出会い系サイトを規制し、出会い系サイトでの児

童買春などは減少しているが、一般の健全なサイト（例：mixi 等）での児

童買春等の摘発件数は増加している。このため、一般の健全なサイト

にまで規制を設ける動きがでており、一般の健全な利用者に対してまで

が規制の影響を受けることとなる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
インターネットサービス事業社及びサービス利用者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

フィルタリング規制・出会い系サイト規制、そして一般サイトにまで規

制が及んでくるのは、明らかにインターネットの発展を妨げ、ネットの

自由な活動を阻害する物である。さらに、このまま目に付いたところに

規制を広げても、いたちごっことなるだけである。 

この問題は規制で解決できる問題ではなく、学校教育、及び家庭教育

で指導すべき問題である。技術的に可能である点として、親や親に委

託を受けた学校、教育機関等が端末におけるアクセスログ解析を行う

ことを可能とし（ただし検閲になる為、プロバイダが行ってはならない。

あくまで端末側でのログ解析）、規則を破ってアクセスしている青少年

に対しては、端末の一次利用停止等の、青少年自身に対するペナル

ティを導入すべきである。 

根拠法 
 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に

関する法律 

関連府省等  不明 （内閣府・総務省・経済産業省に関連性が高い） 

備考 
パブリックコメント 112～116 はそれぞれの相関関係において関連性が

高い 
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提出者名等 

 

  

個人２６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
わいせつ物および児童ポルノ（3 号）の範囲の曖昧性 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現状、法令上での「わいせつ物」および「児童ポルノ(3 号)」の定義が

非常に曖昧である。このため、取り締まりは捜査機関の主観的意思に

より取り締まられているのが現状であり、何が法に抵触するのかといっ

た具体的な線引きがない。  

具体的な問題点 

コンテンツ製作者及び消費者側は、そのコンテンツが果たして「わいせ

つ物」なのか「児童ポルノ」なのか判断ができかねるようなコンテンツの

場合、捜査機関の主観により（恣意的捜査）により、摘発することも、し

ないことも可能である。また、仮に摘発されても、それが実際に法に抵

触するかどうかの判断は、個別の件ごとに裁判にて是非を問わなくて

は適法か否か不明である。このような状況下で、クリエイターは安心し

てコンテンツを作成することが難しくなる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
コンテンツ作成事業者・クリエイター及び消費者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

･刑法 175 条内の「わいせつ物」の定義を明確化し、法律内で名文化

すること。 

･児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

する法律内の 2 条 3 項 3 号の定義を明確化し、法律内で名文化する

こと。 

根拠法 

･刑法 175 条 

･児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す

る法律 

関連府省等  不明 （厚生労働省・警察庁に関連性が高い） 

備考 
パブリックコメント 112～116 はそれぞれの相関関係において関連性が

高い 
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提出者名等 

 

  

個人２６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童ポルノ規制法による過剰な規制や摘発 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 実際の児童保護を目的としているはずの児童ポルノ法が、現状、実際

に被害にあった児童の救済措置や対策が置き去りにされ、「児童ポル

ノ」を社会的に撲滅するための、インターネット規制や表現規制ばかり

が過剰に議論及び摘発されている。 

具体的な問題点 

児童ポルノ法は実際に被害にあった児童や、被害にあいそうな児童を

救済する為の法律である。しかし、昨今では（前国会内の議論が紛糾し

た）、「児童ポルノ」というメディアコンテンツをどのようにして規制するか

等の議論ばかりが集中しており、実際の児童保護が置き去りにされて

いる。また、警察において実施している「児童ポルノ撲滅重点プログラ

ム」で、プロバイダの協力の元、フィルタリングの実施を視野に入れてい

るが、実際にどのようなサイトを規制するのかなどが不透明であり、警

察機関の主観により、反警察的であるとして本来フィルタリングされるべ

きでないサイトまでフィルタされるという恣意的な運用も非常に懸念され

る。また、フィルタにマッチしたユーザに対し、検閲行為などを行う等の

違法かつ過剰な捜査等が行われる可能性も否定できない。また、児童

福祉法で摘発すべき件を、児童ポルノ法違反として摘発するような、見

せしめ、恣意的な摘発が行われていることも事実である。（児童ポルノ

法違反で摘発したが、起訴時に訴因を児童福祉法違反に切り替えて起

訴している事実等） 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
被害児童・インターネットサービス利用者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

・本法律が、個人法益保護法である点を留意し、所轄官庁を警察庁か

ら厚生労働省に変更する。 

･現状では見えない捜査に関し、可視化を行い、公にどのような規制

（フィルタリング等）を行うのか公開する。 

･本法を警察機関の恣意的な運用をされない為に、法律内で恣意的

運用を行った場合に対する罰則を設ける。 

根拠法 
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す

る法律 

関連府省等  厚生労働省・警察庁 

備考 
パブリックコメント 112～116 はそれぞれの相関関係において関連性が

高い 
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提出者名等 

 

  

個人２６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
2 次創作物への規制（現状未法制） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 昨今、性暴力ゲームに対し規制を設けるべきという動き（自民党女性

局による「性暴力ゲームの規制強化に向けた提言」等）、及び前国会で

議論された改正児童ポルノ法（与党案）内で、2 次創作物への規制に関

し取り沙汰されている。 

具体的な問題点 

･2 次創作物に実在の被害者は存在しない 

･2 次創作物が犯罪を助長しているという根拠やデータは存在しない 

･日本の文化にまで発展したと言える漫画やアニメの成長にストップを

かけてしまう。 

･憲法で保護されている表現の自由及び言論の自由、極論すれば思想

の自由まで規制することになる 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

2 次創作物による表現を行っている団体・個人全て（国民全員と言って

も良い） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

･2 次創作物は規制しない 

･個別の作品が適法か否かの判断は、その個別の作品ごとに司法の

場で判断すればよい 

根拠法 

･児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す

る法律の一部を改正する法律案（第 171 回国会 議案番号 32） 

･性暴力ゲームの規制強化に向けた提言（自民党女性局） 

関連府省等  不明 

備考 
パブリックコメント 112～116 はそれぞれの相関関係において関連性が

高い 
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提出者名等 

 

 

個人２６ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
人権擁護法案（未法制） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

第 154 回国会に提出され、廃案となった人権擁護法案ではあるが、民

主党のマニフェスト等にも書かれているように、今後国会で成立に向け

再議論される可能性が高い。 

具体的な問題点 

この法案が、154 回国会提出時の案とさほど改変無く成立した場合 

･言論の自由を著しく侵害する恐れがある 

･罰則の施行に対し、司法の判断を必要としない 

･人権委員会による恣意的な活動が非常に懸念される 

等の問題が発生する。特に、自由なネットでの発言を「差別」ととらえら

れる事を恐れ、ネットでの自由な活動の発展の阻害となる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
全日本国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

･154 回国会提出時の案と変わらないような要綱の法案を成立させな

い。 

根拠法 ･人権擁護法案（第 154 回国会 議案番号 56） 

関連府省等  不明 

備考 
パブリックコメント 112～116 はそれぞれの相関関係において関連性が

高い 
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

 

提出者名等 

 

  

個人２７ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

児童ポルノ修正法案 ダウンロード規制化 凌辱系アダルトゲームの販

売禁止 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

  

一部の国会議員や【非公開】がしきりに成立させようとしている児童ポ

ルノ法案並びに児童ポルノ修正案には、さまざまな問題を抱えていま

す。しかし、法案の情報に関して国会議員や【非公開】は、国民にはそ

の問題点を慎み隠し、法案の都合のよい情報だけをマスメディアを通じ

て国民に流しています。この児童ポルノ法案および児童ポルノ修正法

案以外にも、日本国民の情報統制につながるダウンロード規制問題、

諸外国並びに国内のセックスヘイター集団【非公開】によって法案化も

されず国民の意見にも耳を傾けずにに行われた凌辱系アダルトゲーム

の販売禁止。これらは決して一部の議員や権力者の独断や偏見で実

行してよいものではありません。 

 

具体的な問題点 

  

一部の国会議員や【非公開】がしきりに成立させようとしている児童ポ

ルノ法案並びに児童ポルノ修正案には、さまざまな問題を抱えていま

す。しかし、法案の情報に関して国会議員や【非公開】は、国民にはそ

の問題点を慎み隠し、法案の都合のよい情報だけをマスメディアを通じ

て国民に流しています。その問題点とされている内容は次の通りとなり

ます。 &#61548;  児童ポルノ法の“児童ポルノ“の定義が、「衣服の全

部又は一部を着けない児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激

するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と

ありますが、この定義では具体的でなく抽象的であり、児童ポルノとそう

でない所の線引きが出来ていません。 &#61548;  先ほどの児童ポル

ノの定義では、実在する人物はおろか、実在しない人物（例：漫画、アニ

メ、ゲーム等）、いわゆる、人が想像で作り上げた二次創作物も児童ポ

ルノの対象となってしまいます。また、二次創作物以外にも、グラビアア

イドルやジャニーズの DVD から、家族写真まで児童ポルノの対象とされ

ることになります。 &#61548;  児童ポルノの定義が曖昧で、かつ対象



と出来るものが多いため、児童ポルノ法の“児童ポルノ法の児童ポルノ

に当たる物を単純所持していた場合、問答無用で処罰される”という性

質を利用して、「他者のパソコンに画像を忍ばせる」など、児童ポルノ法

を悪用する者が出る危険性があります。また、警察が別件逮捕などの

恣意的運用を行う可能性もありえます。これらの事から、「痴漢冤罪」の

ような冤罪が多発することが容易に想像できます。 &#61548;  現行法

でも本当に児童保護目的とはいえないような条文があるのに、 漫画、

アニメ、ゲーム類へと規制が拡大する事で、表現の自由が侵害される

恐れがあります。 これらの表現物を麻薬などと扱いにするには、犯罪

との因果関係が科学的に証明されなければなりません。 例えマンガ・

小説などの登場人物で 18 歳未満が性行為を行っていても、これらの

表現物自体は、 憲法第 21 条「表現の自由」により保障されていなけれ

ばなりません。 &#61548;  民主党が児童ポルノ法の修正案で起用し

ようとしている“取得罪“（買ったり何度も入手したりする行為を処罰する

というもの）は、結局与党が主張する”単純所持の禁止”と同じです。単

純所持の禁止・取得罪そのものが憲法第２９条で保障された「財産権の

保護」、憲法第３９条で保障された「遡及処罰の禁止」に違反します。 

&#61548; また、児童ポルノによって犯罪が近年増加しているというデ

ータは、警察庁からも発表がありません。発表が無い事はすなわち、児

童ポルノが犯罪増加にはつながらない事にもなります。また、不審者・

知障による子供殺害数が年間約一人である事に対し、親による子供殺

害数は年間130人～160人に及んでいます。以下に記述するデータは、

実際に警察庁の公式ホームページの統計データに記載してあったもの

です。 2009 年度  不審者・知障による子供殺害 1 人  親による子供

殺害 ６９人  2008 年度 不審者・知障による子供殺害 1 人  親によ

る子供殺害 １５９人  2007 年度 不審者・知障による子供殺害 0 人  

親による子供殺害 １３６人  2006 年度 不審者・知障による子供殺害

1 人  親による子供殺害 １５８人  児童ポルノ法の問題点に関して、

御理解頂けたでしょうか。児童ポルノ法には表現の自由を始めとした、

日本国憲法の数々の条項に違反し、その上警察からの誤認逮捕の可

能性もある非常に危険な法案です。しかし、この法案に対して論理的に

法案の問題点に関して追求せず、ただの性に対する嫌悪感だけで、つ

まり論理を欠いた“感情的”になって行動し、児童ポルノ法の成立を行

おうとする国会議員がいます。  彼らの行動を、私は黙って見る事が

出来ません。法案とは、常に論理的で、なおかつ、どの国民から見ても

問題点や矛盾点が無いものであるべきです。法案とはルールです。ル

ールに矛盾や問題点があってはなりません。そのルールを一時の感情

で作ってはならないのです。  この児童ポルノ法案および児童ポルノ修

正法案以外にも、日本国民の情報統制につながるダウンロード規制問

題、諸外国並びに国内のセックスヘイター集団【非公開】によって法案



化もされず国民の意見にも耳を傾けずにに行われた凌辱系アダルトゲ

ームの販売禁止。これらは決して一部の議員や権力者の独断や偏見

で実行してよいものではありません。ダウンロード規制問題やアダルト

ゲームの販売規制は児童ポルノ法と同じく、自由と権利に関する日本

国憲法の項目に深くかかわるのです。それを一部の人間の意見で勝手

に遂行してはならないのです。  繰り返し述べますが、児童ポルノ法の

説明で述べたように、この日本に児童ポルノによって犯罪が近年増加し

ているというデータは、警察庁からも発表がありません。発表が無い事

はすなわち、児童ポルノが犯罪増加にはつながらない事にもなります。

また、不審者・知障による子供殺害数が年間約一人である事に対し、親

による子供殺害数は年間 130 人～160 人に及んでいます。  凌辱系ア

ダルトゲームが日本で販売されている中で、警察庁から児童ポルノや

凌辱系アダルトゲームによって犯罪が増加しているというデータを国民

に公開されたという出来事は、今日に至るまでに一度も無いのです。こ

の事実は、警察庁からのデータを基にして言っています。  しかし、【非

公開】を始めとしたセックスヘイター集団は、この凌辱系アダルトゲーム

と児童ポルノが犯罪に結びついたというデータが警察庁から一度も公

開されていないという事実を隠ぺいし、さも凌辱系アダルトゲームと児

童ポルノが有害であるかのように国民に新聞やテレビなどのマスメディ

アを通じて宣伝しているのです。私はこの横暴な行為を決して許しませ

ん。許すわけにはいきません。 私は、児童ポルノ法案並びに児童ポル

ノ修正法案の成立に断固反対致します。 並びに、ダウンロード規制化

に断固反対致します。 更に、凌辱系アダルトゲームの販売禁止に断固

反対致します。 そして、国民の意見を蔑にして己が独断と偏見で児童

ポルノ法案の成立させようとした【非公開】と凌辱系アダルトゲームの販

売禁止を勝手に行った【非公開】を決して許しません。  

 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

セックスヘイター集団である【非公開】に属さない、並びにセックスヘイト

の思考を持っていない日本国民全般 

  

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

児童ポルノ修正法案を成立させない。 凌辱系アダルトゲームの販売を

再開する。 ダウンロード規制化法案を成立させない。 

  

根拠法 

先にも述べたように、児童ポルノ法や凌辱系アダルトゲーム販売禁止

は国民の事由と権利に関する日本国憲法の項目に反する為。また、国

民はこれらの法案や禁止化された事項に多大な不満を抱いている 

  



関連府省等 

ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会 IT 戦略の今後の在り方に

関する専門調査会  

【非公開】 

 

備考 

  

ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会 IT 戦略の今後の在り方に

関する専門調査会 

【非公開】 これらの組織はセックスヘイターである人物が多く存在し、過

去に児童ポルノ法案を成立させかけたり、凌辱系アダルトゲームの販

売禁止を行った事がある。 
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提出者名等 

 

 

社団法人 車両情報活用研究所(車両電子情報有効活用研究会) 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

自動車の各種履歴情報の利活用に関する規制の緩和 

（資料５・座長代理ペーパー９ 自動車関連情報の参照） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 

国土交通省、経済産業省、警察庁、消防庁等が持つ自動車履歴関連

データが、自由に活用できるよう開放されれば、民間の自動車関連産

業（メーカー、ディーラー、整備業者、損害保険会社等）の持つ履歴デー

タと統合する事により、統合的な自動車履歴データベースが構築可能と

なり、多くの活用方法が考えられます。 

 

しかしながら、現在行政の持つ自動車履歴情報の中で民間が利用可能

となっているのは、国土交通省の自動車登録検査情報（MOTAS 情報）

ならびに軽自動車検査情報のみであり、その方法についても、限定的

かつ利活用が困難な方法でのみ提供されている。 

 

この自動車登録検査情報（以下、MOTAS 情報）は、他の行政や民間の

自動車履歴情報を統合しデータベース化する際に、なくてはならない基

盤となるデータです。この情報は、これまでリコール（回収・無償修理）

通知や、犯罪捜査などにのみ活用されてきたが、調査やマーケティング

会社など民間企業には実質的には門戸を閉ざしていました。２００３年

頃より当研究会を中心に、国土交通省に対し積極的にこのデータの民

間開放を提言し続けてまいりました。その結果、２００５年に「社会経済

の変化、情報通信技術の進展等に対応した登録制度の見直しに関す

る検討会」が発足し、当研究会もこの検討会において登録検査情報の

電子的利活用についてのプレゼンテーションを行いました。（平成１７年

７月２１日・国土交通省１１階共用会議室）その後、国会論議を経て、２

００７年に法令が交付され、２００８年４月より（財）自動車検査登録情報

協会による MOTAS 情報の有償提供が開始されました。（法令：４０号 

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ） 
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具体的な問題点 

 

＜問題点① － 国交省のＭＯＴＡＳ情報ならびに軽自動車検査協会

のみ民間開放されている＞ 

国土交通省の MOTAS 情報以外にも、国交省のリコール情報、警察庁

の事故情報や盗難情報、消防庁の水害情報など、自動車履歴にとって

有益なデータは多い。民間の各業界や個別企業に賛同・協力してもら

い、より魅力的な自動車統合履歴データベースの構築を実現する為に

は、これらの行政の自動車履歴関連データの民間開放が必要条件とな

りますが、民間への開放はされていません。 

 

例えば米国では、これらのデータは全て民間開放されています。当研

究会の設立前、私が中心者として設立した「CARFAX Japan」は、米国

の CARFAX 社の日本における合弁会社として２００３年に設立されまし

た。行政データの民間企業による活用の先進事例として、米国

CARFAX の自動車履歴統合データの活用ビジネスの紹介と、その実現

に向けた活動を展開致しました。しかしサービス提供制度の壁により収

益事業開始の目処が立たなかった為、CARFAX Japan の活動は一旦

停止しました。（現在その活動は「社団法人車両情報活用研究所」とし

て続けております。） 

 

＜問題点② － ＭＯＴＡＳ情報の提供方法が現実的でない＞ 

先述のとおり、このＭＯＴＡＳ情報は、他の行政や民間の自動車履歴情

報を統合しデータベース化する為に、なくてはならない基盤となるデータ

です。全車両のデータを活用できる事、および、各車両のできる限り多く

の履歴情報が必要となります。しかしながら、全車両のデータを活用す

るにはそのデータ利用料が高額すぎる（問題点②－１）上に、開放され

ている履歴情報が非常に限定的であるという問題点（問題点②－２）が

あります。 

 

問題点②－１ 

統合データベースの基礎データとして利用する為には、全車両約７９０

０万台のデータが必要であり、現在の件数単位の従量課金制ではあま

りに高額な利用料となってしまいます。１件の取得料金は自検協及び国

交省に支払う手数料の合計が最低でも７．６２７円であり、全車両７９００

万台のデータを取得する為には、初期コストとして最低６億円、更新情

報は１件あたり１１．２０５円を払い続ける必要があります。これは、民間

において履歴統合データベースを構築・維持するにはハードルとして高

すぎる金額です。 

これは軽自動車検査サ―ビス提供にも同様の問題が存在します。 
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問題点②－２ 

（ブラウザにより１件毎の閲覧方式でない）電子データとして開放される

MOTAS 情報は非常に限定的で、あくまで自動車の「住民票」に相当す

る基礎データを開示したに過ぎません。MOTAS 情報に含まれる車両の

価値や健康状態を確認する為に有益なデータの多くは、非公開となっ

ております。特に、開放されるデータは４ヶ月前からの情報しか公開さ

れず、初年度登録からの登録情報の履歴（個人情報を除くオーナー履

歴や自動車の利用用途履歴など）が確認できない内容となっています。

 

 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

一般消費者 

中古自動車販売業 

自動車整備業者 

損害保険業界 

自動車メーカー、ディーラー 

行政情報を利活用して新たなビジネスの創出を目指している企業 

自動車の安全・安心に関わる行政機関 

 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 

＜問題点① － 国交省のＭＯＴＡＳ情報のみ民間開放されている＞ 

国土交通省の MOTAS 情報以外に、国交省のリコール情報、警察庁の

事故車両情報と盗難情報、消防庁の水害情報について、民間利用へ

開放をする。 

 

＜問題点② － ＭＯＴＡＳ情報の提供方法が現実的でない＞ 

問題点②－１ （料金体系） 

自動車登録検査情報は公的な情報であり、消費者の安心・安全や民間

企業、また行政にいたっても有効に活用できるので、当該データの利用

について最低限の必要コストで公開するのが合理的と考えます。ブラザ

ーによる閲覧方式については１件毎に人的業務処理が発生する為、現

行の料金でも非合理ではないと考えられる。しかし、初期接続時以外に

は継続的な人的業務処理がなく、システムの運用にごく一部のコストの

みが掛かる電子データによる提供については、現在の料金はあまりに

非合理的と考えられる。初期のシステム接続に要する費用として数百

万円程度、継続的な更新データの自動配信で数万円／月程度が現実

的なコストではないかと考えます。 
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問題点②－２ （公開される情報） 

閲覧が可能であるデータが、電子的に開放されていないのは合理的で

ない。個人を特定する個人情報を除き、他の全ての情報についても電

子データとして開放すべきと考えます。 

 

（ＩＴの利活用を拒む規制・制度・慣行、サービス等について抜本的に見

直すとの方針に、心より賛成したい。２００９年度を目処とする方針も適

切だと思います。出来るなら見直しの結果を具体的な改革へと結びつ

けて欲しいし、そのためには、ＩＴ戦略本部の強力なリーダーシップが不

可欠です。 

中古車販売業界・自動車整備業界は地道なジミな業界であるが、安全・

安心な社会産業・地域の活性化のカギを握っており、アフターマーケット

の普及促進につなげたい。） 

根拠法 道路運送車両法施行規則等の一部を改正、他 

関連府省等 国土交通省・経済産業省・警察庁・環境省・総務省 

備考 

 

＜自動車履歴情報の活用によるメリット＞ 

自動車の履歴情報を統合的に連携する「車両電子情報統合データベー

ス」（仮称）を構築する事に、どのように利活用が可能であるか、誰にど

のようなメリットがあるのか、当研究所は以下の通り考えております。 

 

★中古車売買 → 消費者にとって安心な取引 

中古車売買取引において、車両単体のみならず車両カルテを添付する

ことにより、中古車売買取引の信頼性、車両の品質保証機能を提供す

ることが可能であると考えます。既に諸外国では、政府機関、及びその

他機関からの情報を統合して、中古車の状態、登録履歴等を広く消費

者に提供し、中古車判断材料として活用されています。 

例） アメリカ カーフアックス／オートチエック 

イギリス オートチェック／HPI Limited 

イタリア オートチェツク 

オーストラリア Ｃｈｅｃｋ Ｉｔ Ｏｕｔ 

ニュージーランド ＡＡ Ｌｅｍｏｎ Ｃｈｅｃｋ 

★整備事業 → 消費者の安全・利便性、整備業者の作業効率／品質

アップ 

整備事業者間で車両カルテを介することで情報共有を行い、各整備事

業者の作業効率/品質を向上させるとともに、顧客の利便性を向上させ
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る。 

★保険料率算定 → 消費者と保険業界の適正な取引 

車両カルテを蓄積した情報を参照/分析できるようにすれば、保険業界

の保険料率算定業務において有効な活用ができ、保険料も車両の状

態に基づいた適正な価格になります。 

★リコール制度の強化 → 消費者の安全、行政の効率化 

事故を未然に防ぐリコール制度に対する社会の信頼を高めるために、

車両情報のカルテ化は、欠陥車両の情報収集機能の強化を支援する

ための有効な手段となります。 

★車両検査業務 → 消費者の安全、行政の効率化 

車両はその利用方法／走行状態等に応じて、同じ車種でも全く異なる

状態となります。そのような異なる特性を持つ車両に対して、安全／環

境水準を向上させるためには、本来であればその車両の特性に応じた

対応が必要であるが、車両情報のカルテ化により実現可能となります。

★盗難の防止 → 消費者の安心、行政の効率化 

車両窃盗団・暴走族等による近年の車両盗難件数の増加はすさまじ

く、早急に防衛手段を講じる必要があります。車両盗難の現場をおさえ

るための警報システムは既に普及していますが、車両情報のカルテ化

は、現時点で不充分である「盗難後の速やかな車両発見・捕捉」を支援

するための有効な手段となります。 

★車両相関分析機能 → 消費者の安全、メーカーの開発業務、保守

業務の効率化 

車両カルテにより、個別車両の履歴情報が蓄積されれば、これまで不

可能であった車両の相関分析が可能となり、問題発生を未然に防ぐ施

策の立案を支援するための有効な手段となります。例えば、個別車両

毎の履歴情報から不具合項目だけを抽出して、その傾向に共通性があ

るものをマッピングし、不具合イベント間の関連性を捕らえることで、不

具合の要因分析/相関分析を実施できます。また、車両情報を車種や

利用状況等に応じてセグメンテーションし、セグメント化された分類毎に

車両の特性を把握し、傾向を分析することで、きめ細かな対応策の立

案や予防安全の視点に立った対策に役立つことが考えられます。 

 

このように、行政の自動車履歴情報が解放されうまく利活用できる環境

が整えば、消費者には安心・安全の多くのメリットが提供でき、民間事

業者には新しいビジネスの創出や業務効率化が期待でき、また、行政

にとっても業務効率化に大きな貢献をするものと確信しております。 
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提出者名等 

 

 

団体Ａ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
電子出版市場の創出、発展を阻害する業界慣行の見直し 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

電子出版に必要な 終稿のデータが版元に存在せず、かつ、そのフォ

ーマットも統一されていない。 

具体的な問題点 

印刷に使用する文字や図表などのデータが散在したり、印刷段階で

終校正を行う場合もあったりするため、 終稿のデータが必ずしも版元

に存在していない。また、データフォーマットがばらばらで、印刷会社へ

の組方指定が XML でなされていない。さらに、著者が版面、フォント、紙

質、装丁などに拘る場合も多い。一方、米国では専用の電子ブックリー

ダーや携帯端末により閲覧可能な電子出版が既に普及段階にある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
電子出版を利用したい国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

法令が障害になっている問題ではないため、行政のリーダーシップによ

り、関係者からなる「電子出版促進検討会議（仮称）」を設置し、具体的

な検討項目の洗い出しと解決策につき目標年限を定めて検討する。 

根拠法 なし 

関連府省等 経済産業省 

備考   
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提出者名等 

 

 

団体Ａ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

音楽配信に伴う DRM(デジタル著作権管理)技術に関する業界慣行の

見直し 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

デジタル音楽配信の際に各レコード会社が DRM(デジタル著作権管理)

技術の利用を配信業者に義務付けるために、利用者がさまざまな音楽

プレーヤーで自由に音楽を利用できない状況にある。 

具体的な問題点 

欧米主要国（米、英、独、仏）では、大手レコード会社が DRM フリーでの

音楽配信を許可しているために、利用者はいろいろなプレーヤーで音

楽を楽しむことができる。しかし、我が国では各レコード会社が DRM フリ

ーを配信業者に許可しないため、利用者がさまざまな音楽プレーヤー

で聴くことができない。また、携帯電話にいわゆる「着うた」をダウンロー

ドした場合、他の携帯電話に曲を簡単に移動できない場合もあるため

に、DRM が携帯電話の買い替えの障害となっているのではないかとい

う点も指摘されている。先の国会で成立した改正著作権法で違法ダウ

ンロードの規制が強化されたことを踏まえて、合法的な利用の場合の

利便性は向上させるべきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
デジタル音楽配信を自由に利用したい国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

法令が障害になっている問題ではないため、行政のリーダーシップによ

り、関係者からなる「DRMフリーによる音楽ビジネス成長会議（仮称）」を

設置し、早期に結論を得る。 

根拠法 なし 

関連府省等 経済産業省 

備考   
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提出者名等 

 

 

団体Ａ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認方法の見

直し 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

犯罪による収益の移転防止に関する法律（収益移転防止法）施行規則

第３条１項１号で書類の授受を要しない本人確認手段として、電子署名

法に基づく電子証明書の利用や、公的個人認証法に基づく公的電子証

明書の利用が規定されている。 

具体的な問題点 

先の通常国会で成立した資金決済に関する法律により、銀行以外の企

業が資金移動業に参入可能となった。しかしながら、収益移転防止法

第２条２項２８の２号に資金移動業が追加されることにより、同法施行

令第８条１項１号のソにより、資金移動の契約締結（アカウント開設）時

に本人確認が義務付けられる。インターネットを利用した資金移動業者

にとっては、電子署名法に基づく電子証明書や公的個人認証法に基づ

く公的電子証明書は、利用者にとって極めて煩雑であり現実的でない

本人確認方法である。このままでは、日本の国民は、欧米のようにイン

ターネットによる資金移動サービスを簡便に利用できないこととなる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
インターネットによる資金移動サービスを簡便に利用したい国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

アカウント開設時に、利用者の銀行口座情報やクレジットカード番号の

入力を求め、別途本人確認が既に行われている同口座又は同番号の

認証を行うことで、あらためての本人確認は不要とする。 

根拠法 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第３条１項１号 

関連府省等 
内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

特定健診の保健指導におけるＩＣＴを活用した遠隔面談の実現 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

2008年４月より、医療保険者に対し内臓脂肪型肥満に着目した健診

（特定健診）及び保健指導の事業実施が義務付けられた。医療保険者

が保健指導対象者に対して行う動機付け支援と積極支援の双方で

は、初回面談において直接面談による支援が義務付けられており、情

報通信技術（ＩＣＴ）を活用した遠隔面談を受けることは想定されていな

い。また、初回面談以降に予定されている「６ヵ月後の評価」や「３ヵ月

以上の継続的な支援」においても、遠隔面談は個別支援（直接面談）

ではなく、電話支援とみなされ、ポイント数が低く抑えられている。 

具体的な問題点 

 保健指導の実施者は、医師や保健師等の有資格者に限定されてい

る。これらの有資格者は地理的に偏在しているが、現行制度下では、

保健指導の実施者が不足している地域に在住する対象者でも、直接

面談を受けなくてはならないとされている。 

 一方、近年の技術進歩に伴い、高画像、高音質の遠隔会議が行える

ようになっており、保健指導においても直接面談と遜色ない面談が可

能となるシステムも開発され、試行も進められている。こうしたイノベー

ションを保健指導にも活かすことが可能となれば、特定健診制度をより

円滑かつ効率的に実施できるようになり、ひいては国民の健康増進に

つながると考えられる。また、ＩＣＴを活用することで時間や場所の制約

が少ない遠隔面談が可能となり、保険者・対象者双方にとっても時間

的・金銭的コストの削減に資する。 

 加えて、国として遠隔面談の有効性の検証を早期に実施し、その状

況を広く公開することは、制度に対する保険者や対象者の理解を促進

すると考えられる。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 保健指導対象者、遠隔面談を実施する医師や保健師等 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 ①初回面談における遠隔面談の実施、②初回面談以降の継続支援

において遠隔面談と直接面談を同等のポイントとすることで、ＩＣＴを活

用した遠隔面談を直接面談と同等の措置として認めるべきである。 

根拠法 
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚生

労働省令第157号）第７条及び第８条 

関連府省等 厚生労働省健康局総務課保健指導室 

備考 
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提出者名等 
 

(社)日本経済団体連合会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
処方箋の電子化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

薬局で調剤を行うために患者等に交付する処方箋（院外処方箋）に

ついては、「民間事業者等が行なう書面の保存等における情報通信の

技術の利用に関する法律」（e-文書法）の適用対象外とされている。 

具体的な問題点 

 

処方箋を電子化することによって、薬局での疑義照会や後発医薬品

への変更、さらには処方箋情報の変更の医師による確認等が容易に

行えるようになる。 

 またネットワーク化を併せて推進することで、他医療機関での投薬情

報を容易に把握することができ、薬の飲み合わせ・投与量による事故

や薬の不法取得の防止などにも寄与すると考えられる。 

処方箋がe-文書法の適用対象外となっていることによる国民的なデ

メリットは大きい。 

 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 薬を処方される患者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 調剤を行うために患者等に交付される処方箋の電子化と制度運用を

可能とすべきである。 

根拠法 

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の施行等について（平成17年３月31日医政発第0331009

号、薬食発第0331020号、保発第0331005号） 

関連府省等 厚生労働省医政局、医薬食品局、保険局 

備考   
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提出者名等 

 

 (社)日本経済団体連合会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

一般用医薬品のインターネットを含む通信販売規制の見直し 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 改正薬事法施行規則が2009年２月６日に公布（2009年６月１日施行)

された。この改正により、旧法下で認められていた郵便その他の方法

（郵便、カタログ、ちらし、インターネット等）を通じた大衆薬の販売につ

いては、経過措置による一部の例外を除いて第３類医薬品に限定され

る。 

具体的な問題点 

①薬事法上インターネット販売等を禁止する明示的な規定がなく、省

令で当該規制を行うことは法の授権範囲を超えている 

②消費者の利便性を阻害する 

③地方の中小薬局のビジネスチャンスを制限する 

④インターネット販売等が、店頭での販売に比して安全性に劣ることが

実証されていない 

※ なお、離島居住者および継続使用者に対する経過措置が定められ

たが、その範囲は限定的である。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 インターネットで一般医薬品を購入しようとする消費者、インターネッ

トで一般医薬品を販売しようとする地方の中小薬局等 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

消費者の利便性と安全の確保の両立を図った上で、第３類以外の一

般用医薬品についても広く通信販売が可能となるような提供方法を検

討し、薬事法施行規則を再改正すべきである。 

根拠法 

 改正薬事法第36条の６ 

改正薬事法施行規則第15条の４、第142条（準用）、第159条の14～18

厚生労働省令第 114 号 

関連府省等 厚生労働省医薬食品局総務課 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
電子帳簿保存の承認要件の見直し 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 会計システムや関連業務システムにおける明細データを電磁的に記

録し保持する、会計関連データの訂正・加除履歴の保持や検索性を確

保することなどが電子帳簿保存の承認を受ける要件となっている。こ

れらへの対応として、仕訳帳や総勘定元帳を電子データ化しただけで

は不十分で、承認申請が認められない。 

具体的な問題点 

 国税関係帳簿を紙保存から電子データ化すると、紙資源、保管場所

の費用削減や、検索機能の活用による調査の効率化が見込める。一

方、電子帳簿保存法が要求するように業務システムレベルのデータで

保存と検索に対応をするためのコンピュータソフト改修投資は企業にと

って負担となっており、この投資負担が保管・調査の効率化を大きく上

回るため、電子帳簿保存法への対応自体を断念するという判断になっ

てしまう。 

 備付と保存ともに業務システムレベルで行う方法でなければ承認さ

れないのであれば、これまで電子帳簿保存を前提としないでペーパー

レス化を進めてきた様々な投資が無駄なものになる危惧もある。国税

局による承認は会社個々の対応をみて判断となっているが、どのよう

な対応をすれば「電子帳票システム」利用が承認されるのか判断でき

ないため申請できない企業がある。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 電子帳簿保存の承認を受けようとする企業・事業所 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

①業務システムで作成された帳簿を単なるイメージデータで電子的に

保存する事を認めるべきである。 

②調査の効率性向上のために、①を前提にイメージデータで保存され

た帳簿の検索は、イメージデータを前提とした検索機能でよいものとす

べきである。 

③個々の業務システム（含む会計システム）で従来書面に出力してい

た帳票を日次、月次等の処理の都度、電子帳票システム等のデータベ

ースに出力しておき、これにより見読、検索機能を確保する場合の具

体的な対応方法ガイドラインを示すべきである。 

根拠法 
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特

例に関する法律（電子帳簿保存法） 

関連府省等 国税庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

(社)日本経済団体連合会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
e-Taxによる消費税申告手続の改善 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

消費税の申告書の作成において、国税電子申告・納税システムを利用

するためには、申告内容を入力する作業が毎月発生する。 

具体的な問題点 

消費税の中間申告書の作成において、税務署より送られてきた紙の

申告書では必要事項（金額、税務署名、税目、納税者の住所、氏名

等）が予め記入されており、内容に間違いないことを確認すれば、金融

機関に持ち込むだけで事務手続が完了する。しかし、電子申告する場

合には必要事項を全て入力し直す必要があり、かえって事務手続が煩

雑になっており、入力ミスのリスクも高い。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 e-Tax による消費税申告を行う企業・事業所 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 紙の申告書と同様、電子の申告書についても予め必要事項が入力さ

れたものを送付すべきである。 

根拠法 
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する省令 

関連府省等 国税庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
個人住民税の特別徴収手続の電子化と窓口の一元化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 特別徴収義務者（給与支払者）は給与支払報告書を「電子データを

保存したフロッピーディスク」または「紙帳票」にて給与所得者（社員）の

居住している各市区町村に提出しなくてはならない。また、住民税額決

定通知書は「フロッピーディスクと紙帳票」または「紙帳票のみ」にて、

各市区町村から毎年５月末までに特別徴収義務者（給与支払者）に送

付され、特別徴収義務者（給与支払者） 

は６月給与から控除しなくてはならない。 

 現状では、給与支払報告について、各市区町村によって、電子デー

タでの授受が可能であったり、紙帳票の書式が異なっていたり、住民

税額決定通知書を電子データで受け取るためには、企業から電子デ

ータで給与支払報告を行うことが条件となっていたりと対応が異なって

いる。 

具体的な問題点 

 各自治体により電子手続の可否が異なるため、給与所得者（社員）

の居住地が複数の自治体にわたる大企業では、電子的に一括処理が

できず、結果的に紙媒体で処理せざるをえない。全国共通の電子手続

が可能になれば、各市区町村と特別徴収義務者の双方にとって、業務

処理の大幅な効率化および誤徴収の防止につながる。 

 現状ではフロッピーディスクによる申請も可能であるが、少なくとも電

子メールでの送受ができるようにする必要がある。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 住民税の特別徴収義務者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

住民税特別徴収に係る手続について、全国の市区町村の共通のワン

ストップの電子手続システムを構築するなど、電子化及び窓口の一元

化を行うべきである。 

根拠法 地方税法第 321 条の３、４、５ 

関連府省等 
総務省自治税務局 

各地方自治体 

備考   

 

 



128 

提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

全地方自治体における電子申告（eLtax）の導入 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

自治体や税目によって地方税ポータルシステムが導入されていないた

め、地方税の申告、申請、納税の際に紙ベースでの対応を要する。 

 

具体的な問題点 

 全ての地方自治体でeLtaxが導入されなければ、申請方法として紙と

電子が混在することになり、業務効率化に繋がらない。 

 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 地方税を申告・申請・納税する企業・事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 全地方自治体において電子申告（eLtax）を導入すべきである。 

根拠法 地方税法 

関連府省等 
総務省自治税務局 

各地方自治体 

備考   
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提出者名等 

 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
公的個人認証サービスの署名検証者の民間事業者への拡大 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 現在、公的個人認証サービスの署名検証者の範囲は、行政機関、独

立行政法人、裁判所、学校法人、士業団体等に限定されており、利用

できる場面が限定されている。 

具体的な問題点 

 国民が行政機関に対して申請等の手続を行ったり、行政機関が提供

するサービス（社会保障、納税、住民票等）を利用したりする頻度は高

くなく、行政サービスを利用するのは年にせいぜい数回程度という利用

者も多い。オンライン化した電子行政サービスについても同様のことが

言え、多くの利用者はわざわざ公的個人認証サービスの申込みをして

まで、電子行政サービスを利用したいとは考えていない。 

 電子行政サービスの利用価値を高め、普及促進を図るためには、利

用頻度の高い民間サービスの取り込みが必須となる。金融機関での

口座開設やクレジットカードの新規発行、オークション出品など、現在、

本人確認を必要とする民間サービスについて、公的個人認証サービス

が活用できるようになれば、現在低迷している公的個人認証サービス

の利用拡大にもつながる。さらに、公的個人認証を活用した民間の新

たなビジネスの創出も期待される。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 電子行政サービス利用者、公的個人認証を活用したビジネスを行お

うとする民間事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 公的個人認証サービスの署名検証者の範囲を広く民間事業者にも

拡大すべきである。 

根拠法 
公的個人認証法（電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する

法律）第 17 条 

関連府省等 総務省 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

廃棄物処理法に係る許可手続の電子化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 産業廃棄物処理業ならびに産業廃棄物処理施設の許可申請にあた

っては、当該業を行おうとする区域ならびに当該施設を有する区域を

所管する都道府県知事、政令で定める市の長の許可を個々に取得す

る必要がある。 

具体的な問題点 

産業廃棄物処理業ならびに産業廃棄物処理施設の許可申請にあ

たっては、当該業を行おうとする区域ならびに当該施設を有する区域

を所管する都道府県知事、政令で定める市の長の許可を個々に取得

する必要があり、膨大な事務処理が必要とされている。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 産業廃棄物処理業ならびに産業廃棄物処理施設の許可申請を行う

事業者  

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

廃棄物処理法の許可手続に係る全国的な情報システムを構築し、民

間事業者がインターネットの活用により、複数の地方公共団体に対し

て申請手続を一括して行うことができるようになれば（ワンストップサー

ビスの実現）、民間事業者にとって使い勝手がよくなり、事務負担の大

きな軽減につながる。 

根拠法 廃棄物処理法第 14 条第１項、第 15 条第１項 

関連府省等 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

備考   
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提出者名等  (社)日本経済団体連合会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

特定原産地証明の電子発給 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 既存の FTA／EPA における第三者証明制度において、特定原産地

証明書の発給手続は電子化されているものの、証明書自体はいまだ

紙で発給されている。 

具体的な問題点 

 特定原産地証明書が紙で発給されているため、利用企業にとって利

便性が悪く、無駄なコスト、時間が生じている。貿易円滑化や日本輸出

産業の競争力強化のために、特定原産地証明書を電子発給すべきで

ある。 

 また、ASEAN 諸国においてもアセアン・シングル・ウィンドウ等を通じ

て特定電子原産地証明の政府間電子連携に向けた検討が進められ

つつあり、このままではわが国が遅れをとる。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 特定原産地証明制度を利用して貿易を行う事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 現状、紙で発給・運用されている特定原産地証明書について、電子

的な交付を認めるべきである｡ 

 相手国との連携に向けた技術検討や協定変更等に対応する必要が

ある場合、まずは日本国内の申請者側でのプリントアウトを認める方

式を導入するなど、段階的にでも電子発給に向けた措置を進めるべき

である。 

根拠法  経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 

関連府省等  経済産業省原産地証明室 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

アジアの資源循環に資する特定有害物質含有物の輸入手続のオンラ

イン化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

日本国内で製造された材料・部品が、海外企業に輸出・販売され、

海外の工場で生産活動等に使用された後に、使用済触媒やめっき液

などが発生する。これら（※）は有価物を含んでおり、わが国の優れた

技術でもってすれば、環境に負荷をかけずに有価物を取り出し、リサイ

クルすることができる。しかし、こうした有価物を含む特定有害物質含

有物をリサイクル目的で日本に逆輸入しようとすると、いわゆるバーゼ

ル法の適用を受ける。これらの行政手続等に２、３ヵ月以上かかる場

合もあるなど、多大な時間を要している。 

 2006年３月の「３Ｒイニシアティブ高級事務レベル会合」において、３Ｒ

推進のポイントとして、「製造設計段階から廃棄物管理に至るまでの総

合的アプローチ」等の取組みが挙げられたが、現状関係国間では実現

されていない。 

※生産活動後に発生する有価物を含むものとしては、例えば、プロダ

クト・スクラップ、使用後のめっき材料等、製造工程での金属付着物、

使用済触媒、めっき液等がある。 

具体的な問題点 

 生産活動後に発生する有価物を含むもの（※）は、アジアの諸外国で

処理をしようとすると廃棄物となって環境汚染につながるケースがある

が、わが国の事業者は高いリサイクル技術を有していることから、わが

国に逆輸入できれば、資源として有効に活用できる。しかし、希少貴金

属等の有価物は市況の変動が激しいため、行政手続に多大な時間が

かかってしまうと、ビジネスとして成り立たなくなり、資源の再利用がで

きない。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

  有価物を含む特定有害物質含有物をリサイクル目的で日本に逆輸

入している事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

わが国における製造・販売・輸出事業者が明確である材料・部品が、

輸出国で使用された後に発生した特定有害物質含有物であって、わが

国において再生利用可能な資源を輸入する手続きのオンライン化も含

めて行政手続きの簡素化・迅速化を図るべきである。 

根拠法 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法) 

関連府省等 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不

法投棄対策室 

経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 

備考   
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提出者名等 

  

(社)日本経済団体連合会 

 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

輸入食品監視支援システム（FAINS)利用時の食品衛生法に基づく食

品輸入手続の迅速化と進捗状況に関する情報の提供 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 輸入食品については、その安全性確保の観点から、食品衛生法第２

７条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられている。届

出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な

食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行う。 

具体的な問題点 

 輸入食品は、発注から納品までのリードタイムが長い為、調達リスク

が大きい。こうした中で、通関時検査については、食品衛生監視員によ

る試験検体の採取も含め、７～10日間を要する場合もあり、製品の生

産・販売に迅速に対応した資材調達を図るうえで、通関時検査に要す

る日数が障害となっている。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 食品輸入業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 輸入食品監視支援システム（FAINS)を利用して食品等の輸入届出を

行った場合に、通関時の分析検査に係わる日数を短縮するとともに、

電子メール等での照会を受け付け、当該申請に係る審査や検査の進

行状況や食品等輸入届出済証の発行の時期の見通しについて情報

提供を行うべきである。 

根拠法  食品衛生法第 27 条 

関連府省等  厚生労働省医薬食品局食品安全部 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

住民基本台帳とのリンクによる国民年金第３号被保険者の各種変更

届の届出不要化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 2002年４月より、国民年金第３号被保険者の各種変更届(紙帳票）の

社会保険事務所への届出は、市区町村の国民年金課経由から配偶

者の勤務先企業経由となった。 

具体的な問題点 

 

 配偶者が勤務先で手続きをすることにより、第３号被保険者の年金

加入への認識が薄れる。 

 国民年金第３号被保険者の各種変更は、本来、企業の業務ではな

い。企業経由にすることにより届出が遅れる可能性もある。 

 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
 国民年金第３号被保険者の配偶者の勤務先企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 

ワンストップ行政を実現し、住民基本台帳と年金手続をリンクさせ、

国民年金第３号被保険者の各種変更届(特に住所変更）の届出と紙帳

票を不要とするべきである。 

 

根拠法 国民年金法第12条 

関連府省等 厚生労働省年金局・社会保険庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

確定給付企業年金における事務手続の電子化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 複数の事業所が一つのグループ年金規約で運用をする場合、確定

給付企業年金法の体系が厚生年金適用事業所ベースとなっているた

め、グループ一体の退職年金制度にもかかわらず、事務作業（各事業

所への同意・捺印作業など）が紙ベースで大量に発生する。 

具体的な問題点 

  

グループとして事務作業をまとめているのに、各事業所に頻繁に捺

印依頼をするため非効率的になっている。特に、持株会社体制の会社

にとっては事務作業が煩雑である。 

 持株会社体制の会社において、同様の規約型確定給付企業年金に

入っているケースでは、1社で退職金運営をしているようなものであり、

規制緩和しても問題はないと考える。 

 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
持株会社体制の企業など、確定給付企業年金を採用している企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 

確定給付企業年金の事務手続きにおいて、電子申請・電子承認等

の枠組みを導入すべきである。 

 

根拠法 確定給付企業年金法第２条他 

関連府省等 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働条件のう

ち、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める

事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな

らないとされ、その方法は書面の交付によるとされている。 

具体的な問題点 

 

 労働者派遣事業では、「就業条件の明示」と「労働条件の明示」を一

体的に通知することが一般的に行われている。労働者派遣法の改正

により、就業条件の明示についてファクシミリ又は電子メールによる方

法が認められたが、「労働条件の明示」の方法についても同様の取扱

いが認められない限り、規制緩和のメリットが受けられない。 

また、パートタイム労働法第6条で定める「特定事項」についてFAX、

電子メールによる明示を当該短時間労働者が希望した場合に可能とさ

れたが、労働条件明示は書面交付のみとされているため、特定事項に

かかる交付手段の弾力化は実質的な意味を持たない。 

 労働条件の明示にあたり、ファクシミリや電子メールの利用が認めら

れれば、手続きの簡素化、労働者に対する迅速な情報提供に資するこ

とが期待できる。 

 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 労働者派遣事業者、派遣労働者、パートタイム労働者、派遣労働者・

パートタイム労働者の使用者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 

使用者が、労働者に対して明示する賃金及び労働時間に関する事

項その他の厚生労働省令で定める事項については、明示方法を書面

の交付のみならず、ファクシミリ又は電子メールでも可能とすべきであ

る。 

 

根拠法 
労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条、労働者派遣法第34

条、労働者派遣法施行規則第25条、パートタイム労働法第6条 

関連府省等 厚生労働省労働基準局監督課、職業安定局需給調整事業課 

備考   
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提出者名等 (社)日本経済団体連合会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ＵＷＢ規制の緩和（屋外利用） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

無線設備規則第49条の27の３及び４は、ＵＷＢ搭載機器の他の無

線システムに対する干渉を回避する観点から利用を屋内に限定する

目的から、「筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が

可能である旨が表示されていること」、「交流電源を使用していない無

線設備については、交流電源を使用している無線設備からの信号を受

信した後でなければ、電波を発射してはならない。」と規定している。 

具体的な問題点 

 ＵＷＢ無線システムの利用が屋内に限定されているため、例えばワ

イヤレスハブ等の製品が提供されているものの、利用制限もあって市

場が拡大しておらず、ＵＷＢが持っている特性をユーザーが享受でき

ているとは言い難い。一方で、地上デジタル放送のみならず、民生機

器においてもＨＤ動画対応の商品が増えており、屋外利用が認められ

た場合、ユーザーが場所を意識することなく高画質のHD動画等を楽し

むことが可能となるなど、新たな市場を築く可能性を秘めている。 

 米国は既に、ＵＷＢ搭載機器による屋外の他の無線システムに対す

る干渉対策として、屋内使用時とは異なる電力マスクを規定することで

屋外利用を認めている。日本の事業者はこのような国際的な動向を踏

まえ、海外での展開を視野に機器の開発を進めている。 

 ＵＷＢ無線システムについては、総務省の情報通信審議会のＵＷＢ

無線システム委員会において検討が進められ、屋外利用についても、

「継続検討課題としており、引き続き検討が必要と考える。」とある

（2006年3月の報告に対して提出された意見に対する考え方）。しかし

ながら、それ以後具体的検討は進んでいない。 

 日本においても国際的な動向に遅れをとることのないよう、米国での

導入状況も参考にしつつ、屋外利用や干渉軽減技術のあり方につい

て早期に積極的な検討を進めるべきである。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 ＵＷＢ無線システムのユーザー、ＵＷＢ無線システムを利用した機

器・サービスを開発している企業・事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

ＵＷＢ無線システムの屋外利用に向けて、早期に検討を進めるべきで

ある。 

根拠法 無線設備規則第 49 条の 27 

関連府省等 総務省総合通信基盤局電波部 

備考   
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提出者名等 

 

(社)日本経済団体連合会 

 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

モバイルWiMAX移動局の技術条件の見直し 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 

 モバイルWiMAX（無線設備規則第49条の28に規定する送信バースト

長が５ミリ秒のもの）の移動局では、送信空中線利得が２dBi以下に制

限されている。 

 

具体的な問題点 

 

空中線利得2dBiは、ダイポールアンテナの利得より低い数値で、一

般に小型の機器に組み込む空中線として設計が困難である。空中線

の効率を下げる設計手法で実現する方法もあるが、設備規則第20条

の「空中線の利得および能率がなるべく大であること」とする考え方に

反し、また受信機の感度を低下させることにもなる。一方、同時期に制

度化されたほぼ同様のシステムである次世代PHS移動局では、設備

規則および関連告示によれば、空中線利得は４dBi以下となっており、

モバイルWiMAXの空中線利得も同様に４dBiとしても何ら問題ないと考

えられる。 

また、空中線利得２dBiは、日本固有の規制値である（WiMAXサービ

スを展開もしくは展開予定の国・地域の規制値は２dBi以上）。 

 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 

モバイル WiMAX サービスを展開しようとする企業 

 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 「規制の根拠法令」欄にある平成19年11月29日総務省告示651号の

「送信空中線の絶対利得 二デシベル以下」を「送信空中線の絶対利

得 四デシベル以下」に、関連する注の「絶対利得が二デシベル」を「絶

対利得が四デシベル」に緩和すべきである。 

根拠法 

 

無線設備規則第49条の28 

平成19年11月29日総務省告示651号 

 

関連府省等 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 

備考   
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提出者名等 

 

  

京都府行政書士会運輸交通委員会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
自動車保有関係手続きワンストップサービス（以下 OSS） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 OSS にはアプレットを用いた方式とアプレットを用いない代理人を限定

した印鑑証明等を活用した方式の２つの方式が混在している。（以下ハ

イブリッド OSS） 

 ハイブリッド OSS は業界専用システムになっており、個人や代理人行

政書士が利用するためには、システム開発費用を負担しなければ利用

出来ないという。 

具体的な問題点 

 ハイブリッド OSS は業界専用システムになっており、しかも利用者側

で開発費用を負担するという他の省庁ではみられない電子申請システ

ムとなっている。結果的に OSS は国民の行政に対する申請権を奪うも

のとなっている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 自動車ユーザーである国民及びその代理人である行政書士 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 PC の環境設定だけで利用できる、現行のアプレット OSS の利用率を

UP するためにも、住基カードを利用しなくても申請が可能な、ハイブリッ

ド OSS をアプレット OSS に組み込むことが解決策となる。 

資格者代理人制度を採用し、本人確認作業を行政書士の責任におい

て行うという手段もある。これには、道路運送車両法、登録規則などの

改正が必要となる。 

根拠法  道路運送車両法ほか 

関連府省等  国土交通省 

備考   
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提出者名等 

 

  

ＰＳＡ株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

技術的に可能なのにネットワーク型対応をしていない業務全般 

例えば、遠隔医療、遠隔教育、調査統計（国勢調査等） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

（医療分析や教育） 

 レセプトは診療報酬請求という業務に特化して帳票レイアウトが設計

されているため、データの仕様が特定の業務に閉じている。記載される

データの粒度が荒いことから他の業務(分析)に使用することができな

い。別の観点から分析ができない単にレセプトという膨大な量の一次デ

ータがあるのみ。 

遠隔教育についても、単に現在の教育システムの一部だけをそのま

ま電子化するという状況。この分野は自治体独自で行えることも多い

が、まだ挑戦もしていない現状。 

（調査統計：国勢調査） 

例えば、国勢調査は 5 年に 1 回、約 650 億円をかけて調査するが、

調査客体が記入する項目の多くは行政データや他の統計調査として存

在している。また、他の統計調査も同様に、データが存在しているにも

かかわらず、共有データとしての位置付けがされていないために、調査

毎にその都度データを生成するという無駄が生じている。 

具体的な問題点 

（医療分析や教育） 

現在のレセプトでは、1 回の診療で複数の疾病に対応した場合でも請

求額は合計値のみを記載することから、個人、あるいは特定の地域で

どの疾病にどれだけの費用を費やしたかはレセプトからは分からない。

業務横断的にデータを使用しようとするとたちまち破綻してしまう。 

遠隔教育においては、より効率的に教育を行う手段として実現化して

いても十分な必要条件が満たされていると思われるが、それが現実化

しないところが問題点といえる。 

（調査統計） 

国勢調査のように現在の居住地における実態の把握、という趣旨も

理解できるが、調査頻度が 5 年に 1 回、調査結果は調査時点から 1～3

年もかかるようではめまぐるしく変化する現在の社会において十分とは

言い難い。強いていえば過去の実態を確認するだけで、現時点の政策

に調査結果を反映させることは不可能である。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 終的には納税者 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

全体として（医療分析、教育、調査統計） 

・データはその組みあわせを変えれば全く異なる情報を生成する特性を

有する。ネットワーク経由で個々の電子データを様々な業務に使用可

能となるように意味と粒度を整えるという 上流の検討をせずに、いき

なり個々の業務をネットワークの特性に対応させることなく、現行の業

務フローのまま電子化しても砂上の楼閣を築くようなもので、データの

相互利用ができずにすぐに破たんすることは目に見えている。デジタル

技術・情報の利活用を阻むものは、データの相互利用に必要な業務横

断的な調整をせずに現行の業務フローに基づく業務に特化した帳票を

そのまま電子化しようとすることにあり、この発想を変えない限り永遠に

先端の電子行政を実現することはできないであろう。 

・法律、制度設計もさることながら、あらゆる可能性を考慮して、まず

は、ネット型の業務対応が実現できるように、全体の視点でやるべきで

はなかろうか？ 

そのためには、ネットワークと電子データを有効活用するための業務モ

デルを検討し、その結果法制度と抵触することがあれば、単なる技術論

であれば法制度の趣旨に反しないので法制度を変えればよい。 

 

例えば国勢調査の場合では、現在の居住地における実態の把握を全

ての世帯で行うことをせず、まず行政データや統計調査の各データをは

じめとする様々な統計調査、報告、業務上の帳票のデータを業務横断

的に使用可能なようにデータの意味と粒度を整えておき、このデータを

使用して集計作業を行い、住民基本台帳と現住所が異なる部分のみを

抽出して戸別単位の調査を実施することで、毎年低コストで国勢調査を

実施し、短期間で集計することも可能になる。 

また、誤差の範囲が許容できれば、戸別調査を行わず既存データによ

る集計に全面的に切り替えることで、抜本的な費用削減と作業の迅速

化を同時に達成することができる。 

根拠法   

関連府省等   

備考   
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提出者名等 

 

  

ＮＰＯ法人 東アジア国際ビジネス支援センター 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
電子帳簿保存法における簡便な対応 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

①国税関連帳簿書類については、ｅ文書法の適用から除外されてい

る。商取引に関わる文書保存がｅ文書法で認められているにも関わら

ず、国税関連書類についてのみ適用が除外されていることは、企業活

動における文書の電子的保存の重複化を招いている。 

②国税関係の帳簿書類の電磁的保存は、国税当局による事前の承認

を得ることが求められているが、その手続が煩雑で企業に大きな負担

を強いることから電磁的保存が普及せず、企業にとっても国税当局にと

っても適正な納税義務の履行における効率化が進んでいない。 

具体的な問題点 

①国際的な電子商取引の進展において、取引現場で発生する電子的

書類と行政手続に供する文書との一貫性は、企業活動におけるＩＴによ

る効率化を進める上で必須である。既存の法体系では、民間書面の電

子保存はｅ文書法に準拠して定める関連府省の政令により規定される

一方、国税関連文書の電子保存は電子帳簿保存法ならびにその関連

法及び取扱通達により規定されている。結果として企業活動における

文書の電子的保存には複数の法律が適用されることになり、企業にお

ける電子文書保存を困難にしている要因の一つとなっている。 

②税務調査の際、紙に印刷した文書は証憑として有効であるが、電子

帳簿の際には電子署名並びにタイムスタンプを付した電子文書のみで

は証憑として認定されず、予め電磁的記録による保存に関する承認を

受けておく必要がある。この承認を受けるためには、国税関係の電磁

的記録の生成過程である企業の基幹系情報システム全体の詳細につ

いて審査を受け許可を得る必要がある。このような手続きは企業に膨

大な負担を強いるばかりか、その審査の技術的実効性についても疑問

が残る。また、現実には証拠能力への不安等から結局は紙での保管が

一般的になる原因を作りだしている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 企業全般 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

【改善提案】 

①電子帳簿保存法を廃し、同法の趣旨をｅ文書法に準拠した財務省

令とする。 

②国税関係の帳簿書類の電磁的保存の事前承認制を廃止する、ある

いは少なくともその生成過程である情報システムの機能や処理プロセ

スについては審査の対象外とする。 

 

【根拠】 

基幹系情報システムに瑕疵がある場合、国税関係の帳簿書類の不具



合以前に、企業活動や商取引に重大な支障をきたすことになるので、

企業は基幹系情報システムを十分に精査した上で運用しており、情報

システムの正当性は担保されていると考えられる。 

また、電子化文書の標準的フォーマットに内在する機能(電子署名並

びにタイムスタンプ)の活用により、電子化文書の正当性担保と長期保

存は実現可能である。 

 

【効果】 

この改善によって、国税関係の帳簿書類の電磁的保存が普及し、税

務調査の際に発生する膨大な紙文書の準備作業が削減されるととも

に、担当税務官の紙による調査過程も大幅に効率化されることが期待

できる。 

同時に、企業のペーパーレス化が進展すると同時に、電子文書に対

する信頼性の比重が増すことで、IT の浸透が増進する効果が期待でき

る。 

根拠法 

 電子帳簿保存法 

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の

特例に関する法律施行規則 

 電子帳簿保存法取扱通達 

関連府省等  国税庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

財団法人 日本データ通信協会タイムビジネス協議会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
電子署名及び認証業務に関する法律 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

電子署名の長期的な検証に対する制度的な配慮を十分に行っていな

い 

具体的な問題点 

①検証を行った時点で電子署名が失効していて当該電子データの信憑

性を担保できなくなる可能性がある。 

②検証方法が正しいことを公に確認する手段がない 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 電子署名を活用して電子データの信憑性を担保しようとする人 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

①電子署名とタイムスタンプを併用することで、電子データの完全性を

将来にわたって担保できることを公知することで、安心して電子化を

進めることができる。 

※長期署名プロファイルが 2008 年 3 月に JISX5092/5093 として JIS 標

準化されています。 

②検証ソフトウェア認定を制度化することで安心して電子化を進めるこ

とができる。 

根拠法 

電子署名及び認証業務に関する法律 

電子署名および認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会報告

書（H20 年 3 月） 

関連府省等 総務省、経済産業省、法務省 

備考   

 



143

  

 

提出者名等 

 

財団法人 日本データ通信協会タイムビジネス協議会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

国税関係の証憑類の電子化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
改正電子帳簿保存法におけるスキャナ保存による認可が進んでいない

具体的な問題点 

①具体的な対応方法が解りにくい 

電子帳簿保存法の施行規則、取扱通達等で、要件は示されているも

のの、当局に個々に問い合わせると、その解釈により明文化されて

いない事項も要求され、どこまでやれば認可が得られるのか不透

明。 

②「帳簿代用書類」のスキャナ保存による電子化対応可否が不透明。 

③領収書、契約書でスキャナ保存できるのは３万円未満の取引書類に

限られる 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
各企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

① 当局及び、民間のユーザー企業、関連団体などの参加により、より

具体的な電子化ガイドラインやＱ＆Ａなどを作成公開することで、電

子帳票システムの利用を前提に承認を得ている企業に対して現実

に即した対応を行うことができる。 

② スキャニングによる電子化によりその管理は紙より遥かに効率的に

行うことができ検索性も向上する。 電子署名・タイムスタンプを付加

することによりスキャニングした書類の真実性が担保される。 見積

書や請求書のような原始証憑である「帳簿代用書類」は、資金や物

の流れに直結・連動する書類として定義し、適時入力方式以外の方

法によるスキャナ保存による電子化が可能である旨を明確にするこ

とで電子化が推進される。 

③ スキャニングした書類は、電子署名・タイムスタンプを付与することに

より真実性を担保できるため、特に取引書類に記載されている金額

に上限を設けることなく電子化を容認することで帳票類の選別作業

が不要になり、統一したシステムによる運用が可能となり電子化が

推進される。 

根拠法 e 文書法、電子帳簿保存法 

関連府省等 財務省、国税庁（局） 

備考   
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提出者名等 

 

財団法人 日本データ通信協会タイムビジネス協議会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

 

建築図書、図面の電子保存 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

・ 建築確認申請の電子化が実現されておらす、１５年間もの保存義務

がある建築関係図書や図面を電子的に保存できない。 

・ 長期優良住宅制度のスタートに伴い、建物の維持管理情報の長期

保存が必要となったが、電子保存の要件が示されていない 

具体的な問題点 

・ 建築士向けの公開鍵認証基盤が未整備 

設計図面等への電子署名に必要となる建築士向けの電子証明書の

発行基盤が未整備。 

・建築図書などの電子保存の要件が示されていない 

 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
・建築、設計会社、確認申請機関 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

・ 建築士向け公開鍵認証基盤の整備 

現在の認定認証業務を用いる事も可能だが、各認証局に対して、建

築士の国家資格属性を確認する際の基準を示すことが必要。 

・ 建築図書、等の電子保存ガイドライン作成の検討会を設置し具体的

な要件をガイドラインとして示す事が望まれる。 

 

根拠法 建築基準法、建築士法、建築業法など  

関連府省等 国土交通省 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人２８ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点

検」に関するパブリックコメントの募集 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
 本パブコメの募集そのもの 

具体的な問題点 

 広く国民から意見を募集するという趣旨は非常に理解できるが、法律

の専門でもない国民から「必須」項目として、「根拠法」を求めるのは如

何なものかと思います。専門家でも根拠法を示すには相当の知識や調

査が必要です。 根拠法などは、国民の側に、「問題点のある法令条文

を示せ」とするのは、政府側の姿勢の怠慢であると思いますが。。。 ま

た、まさにこの必須項目自体が意見提出の阻害要因になっていると感

じます。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 本パブコメに意見提出をしようとしている国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 根拠法までは求めることなく、真の意味での国民の意見を募集する要

項・要領にすること。根拠法くらいは政府・行政側で対処する。 

根拠法  わからない。 

関連府省等  政府 

備考   
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提出者名等 

 

  

個人２９ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ダウンロード違法化について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 本来行う必要のない「受け手」への違法化政策によって、社会全体の

自由な情報のやり取り、情報化社会の進展が阻害されようとしている。 

具体的な問題点 

 たとえ、その情報がいかなる性質を持っていようと、情報の取得者ま

でを法的処罰規定に含めることは、例えば、ＴＶで、戦争などの残虐な

映像が流されたとして、その行為者だけでなく、視聴者をも、「人権侵害

者」として定義し、犯罪者扱いすることと全く同義のシステムだと言えま

す。とりわけ、著作権法「改正」案の場合、違法な形で著作物を配信した

側と、その画像や映像・音楽等々を視聴した側が等しく「著作権法違反」

に当てはまってしまうわけで、捕虜を虐待している映像を見た人が虐待

当事者と同じように「戦争犯罪人」になってしまう図式は、より一層濃厚

と言えます。また、法の不条理以外にも、取得者は基本的に、配信され

ている情報が違法なプロセスを踏んでいるかどうか、確認できる立場に

なく、情報の「受け手」への違法化規定は、善良な市民に過度の恐怖を

抱かせ、情報に触れることを阻み、結果として情報化社会そのものの発

展の妨げになりかねないリスクがあります。 情報の取得者ではなく、違

法配信者の摘発を重点化しなければ、違法コンテンツ配信が抑制でき

ないことは自明であり、取得者への違法化規定は、実効性が見込めな

いばかりか、極めてデメリットの大きい施策と言えるでしょう。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 日本国民・住人全般 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 
 著作権法第３０条第１項第３号を削除する。 

根拠法  著作権法第３０条第１項第３号 

関連府省等  文化庁 

備考   
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提出者名等 個人２９ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 児童買春禁止法、ならびに児童ポルノ規制について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 広範かつ曖昧な定義、客観的証拠ではなく、「鑑定」と言う名の主張に

よって立件可能な現状、二次的行為については、被写体である人が既

に児童ではなくても「児童に対する人権侵害」が適用されるなど、極め

て多くの問題がある。また、取得者・所持者側などの「受け手」に対する

規制は、全ての国民にとって脅威となる。 いわゆる「児童買春」事案に

関しては、大多数が「合法」である未成年者側からの誘いがきっかけで

あること、出会い系サイトにおいて成人・未成年者を問わず「不正誘引」

を規制する法律が効果的に運用され、減少に極めて大きな力を発揮し

ていることから、「児童買春」については、児童ポルノ法と分離させ、「未

成年者売買春禁止法」等と名称を改めるとともに、売り手、買い手とも

に罰則を設け、不正誘引を禁じる法律を作るべきである。 

具体的な問題点 

 規制を推進せよという声も多い児童買春・児童ポルノ禁止法ですが、

この法律に関しても、処罰範囲を所持者・取得者にまで広げてしまうと、

ただ単に画像や映像を見ていたというだけの人が、製造者と同様の「人

権侵害者」として逮捕されてしまうという状況が生まれてしまうことになり

ます。また、「児童ポルノ」における「児童」の基準が、「十八歳未満」と

高く、現行法では「衣服の全部または一部を脱いでおり、性欲を喚起さ

せる」と当局が判断したものであれば児童ポルノになってしまうという、

広範かつ曖昧な定義があること、そして、いかなる意図で画像を閲覧・

所持していたにせよ、該当する画像や映像で被写体となっている人の

年齢を、当事者でもない人が見た目だけで正確に判断することは事実

上不可能で、著作物よりも更に、コンテンツの違法性を認識することが

困難、すなわち、情報を所有した人が、その行為を犯罪と判断すること

がほぼ不可能という状況があります（日本における「児童ポルノ」のほと

んどが、十三歳以上十七歳以下の未成年者が被写体となっているとい

うデータと併せて考えると、情報に触れたからと言って犯罪性を判断す

ることはほぼ不可能と言っていいでしょう）。 これに対し、取り締まる当

局の側は、客観的データによって、被写体が未成年者であることを証明

し、コンテンツが違法であると立証する必要すらないのが現状で、たと

え被写体の個人特定ができなくとも、「鑑定」というプロセスを踏み、この

画像や映像に出ている被写体は未成年者であると主張しさえすれば立

件ができてしまうというのが現実です。また、児童ポルノ禁止法は、あく

まで「実在児童の人権を守る」のが目的で、だからこそ、違反した人を

「児童に対する人権侵害者」として摘発することができるわけですが、現

行の基準では、製造された段階で児童であれば（あるいは児童であると

主張することが可能なら）、たとえどれだけ時間が経過していようと、提

供等の二次的行為についても、「児童ポルノ禁止法違反」、つまり、児

童に対する人権侵害だとして逮捕することができますが、そのために、



被写体が十六歳の時に「製造」され、二十年後、あるいは五十年後に

「提供」されたような場合でも、提供者は、児童に対する人権侵害者とし

ての罪状が科せられてしまっているのが現状です（無論、その行為が普

遍的な意味での人権侵害の性質を有していることもあり得るでしょう

が、「児童に対する人権侵害」という定義と、それに伴う罪状の付与は、

あくまでコンテンツの性質ではなく、児童に対する人権侵害の実際的な

有無によって考えられなければなりません）。 言うまでもなく、「実在児

童の人権侵害」とは、写真や映像に実在の児童としての人権を付与す

るのではなく、その行為によって、「児童に対し、人権侵害があったかど

うか」が問われなければなりません。現在の基準では、百年前に撮影さ

れ、既に被写体が亡くなっていることが明らかになっているような写真

や、被写体が既に成人していることが明らかになっているコンテンツに

対しても、「児童に対する人権侵害」が当てはめられ、存在すらしていな

い「被害児童」が「事件発生の度に作られている」のです。 「受け手」に

製造者や販売者と同様の法的責任性をかけていく不条理はもちろんで

すが、広範かつ曖昧な定義や、警察側の立証責任を半ば免責している

ような「鑑定」、そして、「被害児童」が存在していないことが明白なのに

も関わらず、「児童に対する人権侵害」の規定が適用されている現状等

が是正されない状況での取得罪・単純所持罪設置は、警察当局が、逮

捕したい人間を好きなだけ逮捕することができるシステムの始まりを意

味することになるでしょう。情報を「受ける」ユーザー側には、そもそも、

児童ポルノかどうか認識する術がなく、対する警察側は、「鑑定」だけで

も、取得された時点で被写体が、既に児童でなくても立件が可能で、定

義すらいくらでも拡大解釈できるとあれば、老若男女関係なく、全ての

国民が、「児童に対する人権侵害者」というレッテルで逮捕される脅威

にさらされることになります。また、たとえ、「受け手」に罰則を科しても、

児童ポルノ拡散の抑制に繋がらないことは、日本よりも、単純所持規制

を設置している米国などの方が遥かに、児童ポルノの拡散が深刻とい

う状況からも明らかです。 非常に良好に児童ポルノ拡散の抑制ができ

ている日本において、これ以上の法的処罰範囲の拡大は必要ありませ

ん。有償か無償かを問わず、取得罪の設置は必要なく、無論、単純所

持処罰規定も必要ありません。改正されるべきは、現行法に存在する

広範かつ曖昧な定義と、客観的年齢特定を経ずして「鑑定」のみで立件

でき、二次的行為においては、被写体が既に児童ではないとはっきりし

ていても「児童に対する人権侵害」の構図を無理やり当てはめてしまえ

る運用上の問題です。「児童ポルノ」の定義を、性的虐待にあたるもの

と厳密化し、絞り込んだ上で、二次的行為においても、客観的な年齢特

定が立件には必要であり、また、二次的行為がなされた際、被写体が

未だに児童であったことを立証しなければならないとするような新たな

法的基準が必要とされるところです。 また、いわゆる「児童買春」に関

しては、大多数が未成年者からの誘いによって事件が発生していること

が明らかになっています。「児童買春」は、あくまで買い手側だけを罰す

る法律で、売り手側が罰せられることがなく、必然的に違法行為よりも



「合法行為」の方が行いやすいのがその原因です。どれだけ熱心に売

春していたとしても、無条件で「被害者」となる現行法の基準を抜本的に

改めなければ、この問題に対処することはできません。実際に、未成年

者による売春行為勧誘を「不正誘引」だとして法的処罰対象にしたの

が、出会い系サイト規制法ですが、その事がきっかけで、出会い系サイ

ト内における児童買春事案は、極めて顕著な減少ぶりを示しており、

「児童買春」事案に対処するには、売り手と買い手の双方を罰する基準

が効果的と、改めて証明される結果となりました。 未成年者が出演す

る違法なポルノや、「売ったにも関わらず被害者」という規定を利して、

買春者側の弱みを一方的に握ることで、美人局や、全く関係のない犯

罪グループの構築の温床にもなっていると言われている「児童買春」事

案に抜本的な対処をするためには、「被害児童の保護」を法的趣旨とし

ている児童ポルノ禁止法と児童買春禁止法を切り離し、「未成年売買春

禁止法」というような形に名称を改め、買い手と売り手双方に罰を設け

ることが必要になってくると思われます。また、その際、売買春を誘った

段階で罪とする「不正誘引」規定を、問題の大きい出会い系サイト禁止

法を解体再編する形で含めれば、対策はより一層盤石なものになるで

しょう。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 法的処罰範囲は現行法のままにとどめ、広範かつ曖昧な定義と、違

法性の立証や「児童に対する人権侵害の有無」の立証がないがしろに

なっている運用状況を抜本的に是正できるような法改正。また、児童買

春禁止法は、児童ポルノ禁止法から分離、「未成年売買春禁止法」とい

った形に名称を改め、売り手買い手双方に罰を設け、「不正誘引」規定

も含める新法を設置する これによって、恣意的な警察当局の権力行使

を防止し、誰でも分かるような形で定義を明確化、絞り込むことで、無用

な恐怖に善良な市民を晒してしまうことを防ぎ、「児童に対する被害」と

いう法的趣旨に沿わせることで、法の不条理性も減少させることができ

る。 また、未成年者売買春事案を根底から減少させることができ、違

法な「性産業」を抑制すると同時に、美人局的に弱みを握っての恐喝

や、犯罪グループへの引き込みなど、言わば二次的犯罪を防ぐことが

できる。また、「援助交際」を起点とした違法なポルノ配信や製造などと

いった現状に、根本から対処することは、児童保護の観点から有用で

あり、二次的な犯罪の引き金に、未成年者が使われてしまうことからも

保護することができる。 

根拠法  児童買春・児童ポルノ禁止法 

関連府省等  警察庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人２９ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
 青少年ネット規制法、携帯フィルタリング義務化について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
 青少年に対する、過剰な「有害情報」規制が行われている。 

具体的な問題点 

 違法でもない情報に「有害」といったレッテルを貼り、青少年から隔離

することは、青少年保護を意味するものではありません。確かに、現

在、十八歳未満の未成年者は、いくつかの種類の情報を取得すること

を制限されているのが現状ですが、それは必ずしもベストの選択肢と言

えるものではなく、また、規制する情報の種類の範囲を拡大する一連の

施策を正当化するものではありません。青少年が得られる情報の範囲

を統制することは、従来よりも、青少年が情報を知るという権利を狭め、

監視下に置くことに他ならず、同時に、「有害」とレッテルを貼られた情

報を、より強力な統制下に追いやることを意味しています。また、青少

年を情報統制環境に置けば置くほど、彼らが成人となり、自由に情報に

触れられるようになった際のギャップが大きくなることにもなります。情

報化社会を生きる次代の若者には、従来よりも更に、情報の取捨選

択、メディアリテラシーの能力が必要となってきますが、統制化された社

会環境に置かれては、そうした力を養うことはできません。自由で多様

な考えを持つ青少年を育てるためにも、未成年者への情報制限は極力

抑えるべきであり、ネット情報を統制するような法律は撤廃されるべきだ

と考えます。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 青少年を含む全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 青少年ネット規制法の廃止及び、パソコン、携帯電話等に関するフィ

ルタリングに代表される統制的施策の抜本的是正 

根拠法 
 青少年ネット規制法（正式名称は、「青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律」）等々 

関連府省等  総務省 

備考   

 



149

  

 

提出者名等 

 

  

個人３０ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童ポルノ法改正案について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 廃案となったが、特定の創作物及び芸術作品に対して、明らかでない

基準によって児童ポルノとされ、文化が著しく損なわれる可能性が、自

民党案及び、民主党案に存在している。 その中でデジタル技術を用い

た作品の多くが規制により不当な扱いを受ける危険がある。 これら

が、十分に議論を重ねず、将来的に法制化される危険性ある。 

具体的な問題点 

 まず、第一にアニメーションやゲームなど日本が世界に誇る先進的文

化まで規制対象となる危険性がある。 未成年主人公を題材とした作品

なども日本のアニメーションやゲーム、漫画などではあり、バラエティ要

素を作品に盛り込むためのシーンまで対象になりかねない。 性欲を興

奮させるかさせないかなどという曖昧な表現では、人の持つフェティシ

ズムは多種多様であり、そういった意味で適当ではない。 また、近年

のアニメーションなどに多く使われている表現技法として、あえて可愛ら

しく描くことが多々あり、それはあくまで表現技術である。 仮に法制化さ

れた場合多くの冤罪や不当な摘発が相次ぐことは、自明である。 現在

国民の多くが、アニメーションやゲームなどの作品を娯楽としていて、そ

れらの一部といえど不当な規制を受けたら、生産力の低下に加えて、

治安の悪化も懸念される。 また、とてもそれに携わる人の多くが非常

に厳しい体制下でも創作をしていて、他分野に利用可能な技術が非常

に少なく、彼らの再就職が極めて困難である事も考慮されるべきであ

る。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 アニメーション制作会社、ゲームメーカー、アダルトゲームメーカー、フ

リーランスのゲーム製作関係者、アニメ制作関係者、アニメーションや

ゲームなどの文化愛好者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 児童ポルノの定義を従来の状態で維持し、現行法上で運用する。 創

作物などは加えない。 海外の女性差別撤廃関連の対策は現行法に基

づいて厳正に対処する。 そして、取調べにおいて、自供による統計及

び家宅捜索による統計で参考データの作成を図る。 あくまで、どのよう

な物でも表現物は明確な科学的データが示されない以上規制されるべ

きではない。 学者、政府、業界、消費者による、開かれた議論の場を

設ける。 

根拠法  憲法、DV 防止法、刑法 

関連府省等  警視庁 

備考 

 既にゲームなどの文化は 20 年ほどの歴史があり、これまでも規制に

関しての議論はあったのに、参考となる統計が少ない。 また、日本が

児童ポルノ発信大国というのは間違いである。 これはイタリアの児童

保護団体テレフォノ・アレコバレーノによる児童ポルノサイト数の統計や

に基づいている。 
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提出者名等 

 

  

個人２９ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
出会い系サイト規制について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 出会い系サイト規制法の設置により、「不正誘引」の対象となる児童

買春・淫行事案を取り締まる法律及び条例では、無条件で被害者と定

義され、法的な処罰対象とはならないはずの未成年者が、犯罪行為に

は当たらないはずの行為の「誘引」で逮捕されたり、あるいは、既存の

法律や条例には違反していないはずの行為を誘っただけで犯罪者にな

ってしまうというような、法的整合性の点からあまりに矛盾した状況が常

態化している。また、法の定義があまりにも広く、直接会うだけではな

く、文通やメールのやり取りを呼びかけただけでも「不正誘引」となって

しまう危険や、一般サイトが「出会い系サイト扱い」され潰されてしまう危

険すらある。 また、一般的に適用されている法律基準よりもずっと厳し

い定義を設けてしまったために、今まで出会い系サイトを利用していた

ユーザーが一般サイトに「流入」し、これまで限定されていた出会いを欲

する雰囲気やトラブルが、一般サイトへも拡散・波及し、混乱を招いてい

るという現状もある。 「不正誘引禁止」規定による、双方罰則付与によ

り、児童買春事案が顕著に減少した有用性を活用するのであれば、ま

ず、「児童買春禁止法」を、「未成年者売買春禁止法」といった形に改

め、売り手買い手双方に罰則を付与する法律を定めた上で、「不正誘

引」規定を条文に定めるような形を取ることが、法的整合性や、矛盾解

消の面から必要となってくると思われる。 

具体的な問題点 

 いわゆる「出会い系サイト規制法」は、単に出会い系サイトの運営の

指針を示すにとどまらず、利用者に対して、一般法とは違う「特別法」と

して機能してしまっている側面があります。例えば、規制法では、児童

買春（未成年者を当事者とした売買春行為）をはじめ、様々な行為に関

する勧誘行為を「不正誘引」だとして罰則を設けていますが、その際、

処罰の対象になるのは、成人側だけではなく、未成年者も罰せられま

す。しかし、現在日本で運用されている法律及び条例においては、仮に

未成年者側から誘ったとしても、未成年者は、児童買春及び淫行事案

の被害者として見なされることになっており、少なくとも未成年者に関し

て言えば、現行法で違法にならない行為を誘っただけで犯罪者になっ

てしまうという非常に矛盾した状況に置かれています。 また、「対償を

供与することを示して、異性交際の相手方となるように誘引すること」こ

とのように、法令ではおろか、条例にも抵触しない可能性が高い行為の



誘引でも罰せられる他、法改正によって、「前各号に掲げるもののほ

か、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異

性交際の相手方となるように誘引すること」も犯罪行為となり、「交際」

の範囲は直接会うだけではなく、手紙や文通、電子メールでのやり取り

等も含まれるという報道もなされています。つまり、法で「出会い系サイ

ト」と定められたサイトに未成年がアクセスし、電子メールのやり取りを

希望しただけで未成年者が犯罪者になってしまいかねない状況が生ま

れているのです。内容が合法であれば、法に抵触するはずのない、コミ

ュニケーションを誘うことまでをも犯罪とするこの法律の矛盾は深刻なも

のがあります。 一般的に通用する既存法の基準と比べて、あまりにも

厳しいこの法律の定義は、今まで出会い系サイトを利用していたユーザ

ーが、一般のサイトに「流入」していくという事態を招きました。誰しも、

逮捕されるリスクを避けたいのは一緒ですから、こうしたユーザーの姿

勢は当然と言えますが、そのために、今まで出会い系サイトに限定され

ていた、出会いを欲する状況やトラブルが一般サイトにまで波及・拡散

し、混乱をより広げているという現状が生まれています。 更に、「出会

い系サイト」の定義も曖昧で、実際問題として、あらゆるサイトやブロ

グ、掲示板などが人の出会いを促す性質も有し得る点などを考慮する

と、あらゆるサイトを当局が「出会い系サイト」扱いし、届け出がないとい

うことで、「出会い系サイト規制法違反」を適用し、サイトを潰して回るこ

とも、利用者のやり取りに介入し、違反であるとして「犯罪者」を作り出

すことも可能な法システムとなっており、サイトを運営する側、利用する

側が、本来確実に合法でしかあり得ないサービスや行為を非常に行い

辛くなるという状況が生まれつつあります。極論ですが、何らかの趣味

のサイトやブログを運営していただけでも、「出会い系サイト規制法」の

基準には抵触しかねないというのが現状なのです。 「不正誘引」基準

の創設により、未成年者の側が起点となっていた、多くの児童買春事案

を抑制できたという効果を無視することはできませんが、完全に合法な

行為での「誘引」で、犯罪者が生まれたり、本来完全に合法なサービス

を提供しているだけにも関わらず、「出会い系サイト」として届け出なけ

れば摘発の恐れがあるという状況は、早期に是正する必要がありま

す。既存法に矛盾するこの法律は、少なくとも、法律違反にはなり得な

い層（未成年者）、や行為（児童買春や淫行事案には当たらないケー

ス）による誘引は不問とし、サイト届け出義務を撤廃する等の抜本的是

正を行う必要があろうかと思います。 また、もし仮にこの法律内に存在

する「不正誘引」規定を有効に活用するというのであれば、例えば「児

童買春」を現行法の枠組みから分離させ、「未成年売買春禁止法」等と

改め、成人、未成年者を問わず、売り手と買い手双方を罰するような形

の法律に条文として付け加えるといった措置が、法的整合性の面から

必要であるように思われます。 



問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 未成年者を含む国民全体 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 法全体の抜本的改正・あるいは、「不正誘引」等の法律の一部規定

を、別法内の条文として設置。これによって、法律に存在していた整合

性の面からの矛盾や、「出会い系サイト認定」によるサイトに対しての検

閲性などの部分も解消され、「出会い系サイトでは違法でも、その他の

サイトなら合法」のような「抜け道」を塞ぐこともできる。 

根拠法 
 出会い系サイト規制法（正式名称は「インターネット異性紹介事業を利

用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」） 

関連府省等  警察庁 

備考   
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提出者名等  個人３１ 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
刑法、不正アクセス禁止法等 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 ウィニーなどファイル交換ソフト等により情報を、その管理につき正当

な権原のない者が入手した場合、その情報を故意に拡散させる行為に

つき、罰則がないなど、刑法等の処罰規定が、財物等に対する刑罰と

比べて、日本の現在の社会に適合していない。 

具体的な問題点 

 神奈川県高校授業料データがインターネットに流出した件につき、先

日、容疑者が逮捕されたが、容疑は、日本ＩＢＭの著作物である、仕様

書等をインターネットに流したことによる、公衆送信権の侵害であり、容

疑者が授業料のデータだけを流せば、立件は不可能であったと推測す

る。しかしながら、本件逮捕については多くのメディアが報道し、私の見

た範囲では、ことごとく報道の見出しは「授業料データを流出させた者

が逮捕された」とのことである。メディアが国民感情を代表しているとは

断言できないが、ある程度は反映していると考えると、国民感情として

は、情報の二次流出行為についても処罰を求めていると考える。 ま

た、刑法では占有離脱物ですら占有離脱物横領罪が成立することと比

べて、刑罰があまりに貧弱である。 デジタル情報の利活用の推進に

は、デジタル情報を安心して利活用できるよう、正当な権原を有する者

を保護するため、必要な法令を整備すべきである。 なお、この二次流

出行為について民事的責任追及は可能であると思うが、それは刑事罰

を課さない理由にはならない。（そういう理由であれば、殺人行為、傷害

行為等も民事的責任追及は可能である。） 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 行政機関や企業の抱える個人情報、企業情報は膨大であり、すべて

の個人、企業、行政機関その他の団体が潜在的には、刑法等の不備

により、被害を蒙る可能性がある 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 デジタル情報にふさわしい法的保護を与えるべく、とくに手薄な刑法を

整備する。最低でも、刑法の財産に対する罪を参考に、情報に対しても

同等の保護を与えるようにする。 

根拠法  刑法、不正アクセス禁止法等 

関連府省等  刑法であれば法務省だが、新法を制定する場合は所管が不明 

備考 
 （任意項目を入れないとフォームを送信できないのは、フォームがお

かしいと思う。） 
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提出者名等 

 

 

(社)電子情報技術産業協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

特定健診の保健指導におけるＴＶ会議を活用した遠隔面談の実現、及

び支援ポイントの加算  

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

特定健診・保健指導の制度においては、ＩＴを活用した遠隔面談が、 

－ 初回面談では認められていない 

－ ２回目以降の継続的な支援においても、ポイント数は電話と同

等の扱い 

となっており、ＩＴの利活用が進まず、非効率であるとともに、関係者の

負担が大きい。 

具体的な問題点 

 保健指導の実施者は、医師等の有資格者に限定されており、これ

らの有資格者は地理的・職域的に偏在している。しかしながら、現行制

度下では、保健指導の実施者が不足（不在）している地域や職域の対

象者でも、初回面談は直接面談を受けなくてはならないとされており、Ｉ

Ｔを活用した遠隔面談は認められていない。また、初回面談以降に予定

されている「６ヵ月後の評価」や「３ヵ月以上の継続的な支援」において

も、ＩＴによる遠隔面談は個別支援（直接面談）ではなく、電話支援とみな

され、ポイント数が低く抑えられている。 

この結果、対象者は保健指導の実施者と面談するために時間的・金

銭的コストを負担しなければならない。 

 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 

 国民、保健指導実施者、保険者 

 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

■ 保健指導の実施者が不足している地域や職域において、以下の通

り、保健指導におけるＩＴを活用した遠隔面談を直接面談と同等の

措置とすることを提案する。 

    1) 初回面談における遠隔面談の実施 

    2) 初回面談以降の継続支援における、遠隔面談の支援ポイ

ント配点加算 

       （直接面談と同配点） 

■ 上記を実現するために、まずは、ＩＴを活用した遠隔面談の有効性

の検証を行うことを提案する。 

根拠法 
 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成十九年

厚生労働省令第百五十七号）第７条及び第８条 

関連府省等  厚生労働省 健康局 

備考   
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提出者名等 

 

 

(社)電子情報技術産業協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

レセプト情報の 2 次利用（分析等）を考慮した電子フォーマットの変更に

関する要望 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

厚労省保険局長通知 保発第 0410006 号「光ディスク等を用いた費用

の請求に関して厚生労働大臣が定める方式及び規格並びに電子情報

処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事

項及び方式について」 において、フォーマットは既定されている。 

具体的な問題点 

レセプトオンライン化に伴い、診療報酬請求として用いられているレセプ

ト情報の 2 次的な利活用が保険者等において広く検討されている。しか

し、現在のフォーマットにおいては、傷病・診療行為・調剤がまとめて記

載されており、それらを関係付ける情報がない。そのため、どの傷病で

どのような診療行為が行なわれたかを判別するためには、医学的知識

を持った専門家が事後的に分類しなければならない。オンライン化され

た大規模なレセプトデータを 2 次的に利活用するためには、分類／識別

を人手で行う必要があり、膨大な手作業を要する。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

レセプト情報の 2 次利用（分析等）を行なっている研究機関・事業者・保

険者。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

・レセプトのフォーマットを、傷病名毎に診断・診療行為・調剤を区別でき

るようにする。（例：診断・診療行為等の関連付けできる識別子を導入す

る等。） 

・医科レセプトと対応する調剤レセプトとの対応関係が識別できるように

する。 （例：調剤レセプトに診療毎に区別できるＩD を記載／付与するな

ど） 

根拠法   

関連府省等 厚生労働省保険局 

備考   
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提出者名等 

 

 

(社)電子情報技術産業協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 

個人データに関する事故が発生した場合における、本人への通知、公

表、および主務大臣への報告（以下総称して「報告等」）の義務 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

例えば以下のような、個人データの漏洩を防止する技術的措置を講じ

ている中で発生した事故についてまで、報告等が義務づけられている。 

a)個人データについて高度な暗号化等の秘匿化が施されている状態で紛

失した場合や、個人情報を構成するデータを複数に分散・割符化し一

部のデータのみでは復号できないようにした状態において当該一部の

データのみを格納したノート PC や可搬記憶媒体等を紛失した場合 

b)秘匿化が施された個人データを紛失したが、その直後に当該個人デー

タを破壊したことを確認できた場合、など 

具体的な問題点 

本人の権利・利益を損なわない事故についてまで報告等の義務が課さ

れていることから、情報漏洩を防止する技術が安心・安全ではないとの誤

解が助長されるとともに、こうしたデジタル技術の開発・利活用に対するイ

ンセンティブが削がれている。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

個人情報取扱事業者※全般 

（※個人情報の保護に関する法律第 2 条第 3 項） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

個人データの漏洩を防止する特定の技術的措置を講じている中で発

生した事故について、報告等を省略できることとする。 

特定の技術的措置を講じておくことが報告等の要請されない安心・安

全な対策であるとの社会認識が醸成されれば、事業者は挙って当該技術

的措置の導入を推進することになるため、個人情報の漏洩防止は勿論、

デジタル技術の開発・利活用が促進される。 

根拠法 

各省庁の示す個人情報保護ガイドライン。例として、 

・ 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」第 22 条

第 1 項～第 3 項 

・ 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とす

るガイドライン」2-2-3-2 安全管理措置（法第 20 条関連）組織的安全

管理措置【各項目を実践するために講ずることが望まれる手法の例

示】⑤「事故又は違反への対処」を実践するために講じることが望ま

れる手法の例示（オ）（なお本ガイドラインでは、「電気通信事業にお

ける個人情報保護に関するガイドライン」と異なり、本人への通知や

公表を省略できることとされている） 

関連府省等  内閣府、総務省、経済産業省、など 

備考   
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提出者名等 

 

 

(社)電子情報技術産業協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等

の名称 

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）第 2 条第 1 項

に定められる 「個人情報」の定義 

規制、制度、慣行、又は手続等

の現状 

「特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）」（個人情報保護法第 2 条第 1 項）の判断基準が明確でないた

め、匿名化された個人に関する情報（個人情報から「特定の個人の識別

を可能にする情報」が削除されたものをいい、以下「匿名化情報」）につい

てまで、個人情報保護法の適用対象となるかのような誤解を生んでいる。

具体的な問題点 

従業者が匿名化情報にしかアクセスできない場合（例えば、匿名化さ

れた携帯電話のアクセス情報や位置情報等のほか、社内規定上・運用

上当該従業者が「特定の個人の識別を可能にする情報」にアクセスでき

ない措置が講じられている場合、など）にも、誤解を避ける為に個人情報

保護法への配慮※が要請され、匿名化情報の利活用が阻害されている。 
※本来過剰である対本人手続きや、匿名化情報の社外開示断念など 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

 個人情報取扱事業者※全般 

（※個人情報保護法第 2 条第 3 項） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

例えば総務省や経済産業省の示すガイドラインで既に以下の方針が

示されていることをふまえて、これを更に推し進め、従業者が匿名化情報

にしかアクセスできない場合は、当該匿名化情報については個人情報保

護法が適用されないことを、各種ガイドライン等に正面から明記する。 

・ 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」（以下

「総務省ガイドライン」）第 2 条解説（6）で「他の情報との照合が容易で

ない場合」の例として、「内部でも取扱部門が異なる等の事情により

照会が困難な場合」を挙げている。 

・ 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とす

るガイドライン」（以下「経済省ガイドライン」）2-1-1「個人情報」（法第 2

条第 1 項関連）※2 が「通常の作業範囲において」とし、かつ「『個人情

報保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラ

イン』等に関する Q&A」（以下「経済省 Q&A」）No.14 も事業者内で容易

照合性を欠く場合について言及している。 

 

これにより、デジタル情報である匿名化情報の利活用が促進され、デ

ジタル技術を用いて国民生活の利便を向上させるような、クリエイティブ

な新市場の創出の環境整備に寄与する。 

根拠法 

・ 個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項 

・ 各省庁の示す個人情報保護に関するガイドライン。例として、 

 総務省ガイドライン第 2 条解説（6） 

 経済省ガイドライン 2-1-1「個人情報」（法第 2 条第 1 項関連）※2

 経済省 Q&A No.14 

関連府省等  内閣府、総務省、経済産業省、など 

備考   
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提出者名等 

 

  

(社)日本画像情報マネジメント協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ｅ-文書法 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 ｅ-文書法は法令で要求される文書（紙）をデジタル技術で利活用する

ための基盤となる重要な法律であるが、普及は進んでいない。 

具体的な問題点 

① ｅ-文書法の認知度が低い 

当協会が行った調査では３割ほどの認知度。 

② 対象となる書類が分かりにくい 

e-文書法対象書面名と適用条文について首相官邸 IT 戦略本部の

HP に掲載されているが法令名からの分類である。民間事業者から

見て具体的に何の書類が対象となっているのか具体的書類名から

判断できる一覧表が必要である。また法令、施行規則等の変更に対

応するために継続的な調査、発信が必要である。 

③ 国税対象書類は要件が厳しく、特に関連する会計システムの電子 

帳簿保存法要件との関係がわかりにくく、ユーザー企業の理解も得

られていない。また正しい要件が知られていない 

  当協会が行った調査では７割以上の人が「要件がきつい」ことを 

挙げている。特にスキャン者の特定に電子署名法に基づいた電子 

署名が要求されるが自然人の実印に相当するものであり、会社業務

で用いるには抵抗がある。 

またスキャナ保存を行う為には関連する帳簿（会計システム）が電子

帳簿保存法の要件を満足する必要があるが、その正確な要件の認

識が遅れているため、スキャナ保存が認められないケースがある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 各企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

①ｅ-文書法の認知度が低い； 

 Ｑ＆Ａ、ガイドラインの作成、セミナ、Ｗｅｂなどでの情報発信と継続的

普及啓発活動 

②対象となる書類が分かりにくい； 

民間事業者での文書の分類(税務関係書類、社内文書、社外文書な

ど)に応じて、具体的に何の書類が対象となっているのか、判断でき

る一覧表を作成と継続的な見直し。 

③国税対象書類は要件が厳しく、特に関連する会計システムの電子帳

簿保存法要件との関係がわかりにくく、ユーザー企業の理解も得ら

れていない。また正しい要件が知られていない； 

  ・国税対象書類のスキャナ保存（電子帳簿保存法）で要求される 

電子署名の要件緩和 

  ・当局及び、民間のユーザー企業、関連団体などの参加により、 

より具体的な電子化ガイドラインやＱ＆Ａなどを作成公開する。 

 

根拠法  ｅ-文書法、 電子帳簿保存法 

関連府省等  内閣官房、財務省 

備考   
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※本意見には、利用承諾を得ていない URL の記載があることから、当該 URL 部分は非公開とし、「【URL】」と記

載させていただいております。 
 

提出者名等 

 

  

個人３２ 

 

規制、制度、慣行、又

は手続等の名称 
登記識別情報制度（不動産登記法） 

規制、制度、慣行、又

は手続等の現状 

1. オンライン申請の阻害要因 

2. 書面申請の阻害要因 

具体的な問題点 

1．オンライン申請の阻害要因となっている数々の問題点は、これまでの特例方式

導入に至る経緯をみれば，法務省がいちばんご承知と思います。 

2．近時は、シールが剥がれないことによる問題が勃発し始めており、個人情報保

護法に対応できず、もうにっちもさっちも行かない上体である。 

なお，備考欄参照。もっと詳細に説明を求める気があるならば，上記連絡先までア

ポイントを取って訪問なりして，お問い合わせになるべきです。下記 URL 参照。 

【URL】、【URL】 

問題により不利益を被

っている、困っている人

又は団体等 

国民（登記申請人），司法書士・土地家屋調査士 

改善提案 

（解決方法及び解決に

よる効果） 

解決方法；すでになんどもパブリックコメント等を通して，貴本部に提案してきており

ます。それでも，もっと詳細に説明を求める気があるならば，上記連絡先までアポイ

ントを取ってご来所なり，お問い合わせください。いつでもご説明をいたします。 

（一例として，登記識別情報制度の廃止と資格者本人確認情報の改善。つまり，登

記識別情報制度と本人確認情報制度は並列の制度であるにもかかわらず、実際

は、ハードルの高さが違いすぎるため、登記識別情報制度を廃止することによる、

本人確認情報利用を促進しやすくしなければならない。  

その効果；登記制度の安定。オンライン申請の爆発的促進 

（上記行動に出ない場合は，解決に向けてのやる気がないもの，原爆症認定問題

の解決と同様，６０年間放置して，官僚制度が危うくなってようやく動き出すものと同

じだと認めます。） 

根拠法 

 

不動産登記法第 22 条 

関連府省等 

法務省（民事局・総務課・二課） 

内閣府・ＩＴ戦略本部 

備考 

【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、

【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、

【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、

【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、【URL】、 

不動産登記、パスワードに不具合＝法務省【URL】 

 
 
 
 



158 

 

提出者名等 

 

  

個人３２ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
資格者本人確認情報の利活用に関する規制の緩和 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

1. 資格者本人確認情報は、現在、「面談」が要件とされているため、

海外や別法人間の本人（登記義務者）についての確認スキーム

が構築できない。（ひいては、パンデミックに対応できない） 

2. 資格者本人確認情報については、現在不動産登記法の規定によ

り、申請代理人となる場合にのみ提供できることとされている。そ

のため、資格者として、全国的に柔軟な対応ができない。 

具体的な問題点 

これまでなんどもなんどもなんども，貴本部のパブリックコメント等でな

んども申し上げてきました。それでも，さらに詳細に説明を求める気が

あるならば，上記連絡先までアポイントを取って訪問なりして，お問い合

わせになってください。 

なお，別添（登記識別情報制度の項をご参照ください）。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
登記申請人たる国民，司法書士・土地家屋調査士 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

解決方法；すでになんどもパブリックコメント等を通して，貴本部に提案

してきております。それでもまた，詳細に説明を求める必要と理由が

あって，その気があるならば，上記連絡先までアポイントを取ってご

来所なり，お問い合わせください。いつでもご説明をいたします。 

その効果；登記制度の安定。オンライン申請の爆発的促進 

根拠法 
不動産登記法，不動産登記規則 72 条，ほか通達。 

関連府省等 
法務省（民事局・総務課・二課） 

内閣府・ＩＴ戦略本部 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人３２ 

規制，制度，慣行，又は手続等の

名称 
不動産登記オンライン申請手続における PDF 添付の省略 

規制，制度，慣行，又は手続等の

現状 

現在，民事局通達等により，不動産登記オンラインにおいては，登記原

因証明情報という「書類」を PDF 化の上，添付して申請（送信）しなけれ

ばならないとされている。 

具体的な問題点 

すでになんどもパブリックコメント等を通して，貴本部に申し上げてきて

おります。それでもまた，詳細に説明を求めなければならい理由がある

ならば，上記連絡先までアポイントを取ってご来所なり，お問い合わせく

ださい。いつでもご説明をいたします。 

（一例として，同手続きの添付書類として PDF 提出が求められているの

は，名目は「空申請の防止」が理由であるが，特例方式においては，登

記原因証明情報は，２日以内に，登記所に届くことになっているので，

この規制による空申請の防止の効果は，乏しい。逆に，申請技術上の

弊害があり，オンライン利用促進の阻害要因となっている。 

問題により不利益を被っている，困

っている人又は団体等 
登記申請人たる国民，司法書士・土地家屋調査士 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

解決方法；すでになんどもパブリックコメント等を通して，貴本部に提案

してきております。それでも，もっと詳細に説明を求める気があるなら

ば，上記連絡先までアポイントを取ってご来所なり，お問い合わせく

ださい。いつでもご説明をいたします。 

その効果；登記制度の革命的進歩。オンライン申請の爆発的促進。 

具体的には，目的の PDF 添付は不要とすべき。（実際に，PDF 添付

の不要のオンライン申請において，空申請が存在したケースがあったと

いう例を聞いたことがないし，存在しているというのなら，その数を公開

すべきである。） 

その他，そもそも添付書類に関しては，原則として，司法書士や土地

家屋調査士という登記専門資格者を活用することで，西欧諸国と同様

に，オンライン申請についての添付書類は不要となる。また，省庁間・

自治体間データ連携することでも，添付書類の提出は不要である。電

子証明書に関しても，同市区町村や法務局間データ連携をすることで，

同様に添付書類の提出が不要となる。以上により，現在申請手続きを

行っている国民の負担が軽減する。あわせて，申請書提出先の市区町

村の窓口においても，紙による書類の確認作業が軽減され，行政コスト

が削減される。  

なお，解決のためには，①不動産登記法や同令並びに同規則に定

められている添付書類の提出規定，保管方法に関する規定を，抜本的

に変更する必要がある。 

根拠法 不動産登記法ほか，関連する政省令通達 

関連府省等 
法務省（民事局・総務課・二課） 

内閣府・ＩＴ戦略本部 

備考   
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提出者名等 

 

 

ヤフー株式会社 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
公職選挙法によるインターネットを用いた選挙運動の禁止 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

公職選挙法では、文書図画を使った選挙活動が包括的に禁止されてお

り、ビラ、葉書等の一部の手法が限定された態様で認められているに

過ぎない。したがって、選挙期間中に立候補者がインターネットを利用

して選挙運動を行うことは禁じられている。 

具体的な問題点 

昨今、インターネットが国民の情報発信・収集のインフラとして幅広く利

用されているにもかかわらず、こと選挙活動では、立候補者が有権者に

対してインターネットを用いて情報を発信することはできない。また、有

権者がインターネットを利用して立候補者に関する情報を収集すること

もできない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

インターネットを利用して情報を発信・収集しようとする立候補者および

有権者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

公職選挙法第 142 条以下を改正して、選挙期間中の立候補者のインタ

ーネットを利用した情報発信を適法とし、インターネットを利用した選挙

活動を解禁する。これにより、立候補者は、ビラ配布・葉書送付のような

費用のかさむ手段を利用することなく、自らの政策や政治信条を有権

者に対して広くアピールできる。 

根拠法  公職選挙法第 142 条乃至第 146 条 

関連府省等  総務省自治行政局選挙部 

備考   
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提出者名等 

 

  

ヤフー株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
請願・陳情における自署または押印の要求 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

現在、衆議院および参議院を通じて行う請願および陳情の手続きにお

いては、自署を原則とし、ワープロなどで印刷された文字を使った場合

には押印が必要とされている。  

具体的な問題点 

近年インターネットを利用した署名活動が行われるようになっており、そ

のようなサイトで地域を越えて幅広く集められた要望も国民の声として

国政へ反映されることが望ましいと思われるが、自署性・押印を求めら

れるとそもそもそのような声を伝えることが困難になる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

地理的要因・組織化の困難性により、政策決定過程に声を届けること

ができない一般国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

・ ワープロなどで印刷された文字による署名の場合でも押印を求め

ないこと 

※ 請願法上は自署性および押印は要件となっていない。 

根拠法 

・ 請願法第 2 条 

・ 衆議院および参議院の請願・陳情提出手順 

衆議院 

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm 

参議院 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html 

関連府省等 衆議院、参議院 

備考   
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提出者名等 

 

  

ヤフー株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
医薬品（市販薬）の情報提供における対面原則 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

市販薬のうち、第 1 類医薬品と第 2 類薬品については、本年 6 月 1 日

から施行された薬事法施行規則により、対面で情報提供を行うことが求

められている。 

具体的な問題点 

ネット販売その他通信販売では対面での情報提供が行われないため、

当該市販薬の販売ができない。（第 2 類については、経過措置により施

行から 2 年間に限って離島居住者等へは販売が可能。） 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

・ 歩いて薬局・薬店にいくことができない、体に障害をお持ちの方、お

年をとられた方および近くに薬局・薬店のない僻地にお住まいの方 

・ 開店時間中に薬局・薬店に行くことができない共働きの方、子育て

中の方、介護中の方 

・ 漢方薬など、一般の流通経路では販売されていない医薬品を服用

されている方、近くの薬局では販売されていない常用薬をお使いの

方 

・ 近所には品揃えの悪い薬局・薬店しかないという方 など 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

・第 1 類、第 2 類の市販薬についても、ネット上の情報提供※に基づき

ネット販売を可能とする。 

※ PDF ファイルによる説明書の事前提供、医薬品安全情報ホームペ

ージへのリンク、メール・電話による薬剤師の相談応需 など 

・ 不利益を被っている方、困っている方へ必要なときに手元まで市販

薬を届けることができ、安心して健康な生活を送れるようになる。 

根拠法 薬事法施行規則第 15 条の 4 

関連府省等  厚生労働省、閣府規制改革会議 

備考 
厚生労働省と規制改革会議の公開討論ニュース記事

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090617-00000010-cbn-soci 
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提出者名等 

 

 

ヤフー株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

刑事上の責任に対する特定電気通信役務提供者の損害賠償責任

の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

の不適用 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

プロバイダ責任制限法は、プロバイダの民事上の損害賠償責任を制

限しているが、刑事上の責任については制限していない。 

具体的な問題点 

民事上の責任だけを考えると、プロバイダ責任制限法はプロバイダ

に対して常時監視義務を課すものではなく、情報の流通によって権利

侵害がされている旨の通知を受けた場合（あるいは自ら知った場合）に

はじめて対応すれば足りる。 

しかし、刑法における幇助犯の構成要件はかなり広く捉えられつつあ

る中、違法な情報の監視等をしていないことが当該情報の発信を幇助

したと評価される可能があり、結果としてプロバイダには常時監視義務

が課せられているのに等しい。 

また、構成要件該当性の判断がプロバイダにとっては困難であり、違

法性の錯誤は故意を阻却しないことから、プロバイダ自身の安全確保

のために危なそうな情報は全て削除せざるを得ない。 

そのため、刑事分野において表現規制をしているものについては、プ

ロバイダに対して実際の構成要件を超えて広く削除することを促す結果

となっており、インターネットを利用して情報を発信・収集しようとする一

般国民の表現の自由を侵害する結果をもたらしている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

・ 特定電気通信役務提供者 

・ インターネットを利用して情報を発信・収集しようとする一般国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 プロバイダ責任制限法の適用範囲を刑事上の責任にも拡大する。 

 これにより、プロバイダは萎縮することなく特定電気通信役務を提供

することができ、インターネットを通じた情報の流通を促進することがで

きる。 

根拠法 
 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律 

関連府省等  総務省 

備考   
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提出者名等 

 

  

ヤフー株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
コンテンツの流通・促進のための法制度の未整備 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 過去の放送番組を流通・促進させるための法制度が整備されていな

い。 

具体的な問題点 

・ 放送番組等のコンテンツには実演家をはじめとする多数の権利者

が存在するが、過去に放送された番組については、権利者の特定

が不可能な場合もあり、番組の一部にしか出演していない者も含め

全ての権利者から通信での二次利用について許諾を得ることが困

難となっており、世界的にみても高い価値を有するわが国の貴重な

コンテンツの多くが死蔵してしまっている。 

・ ユーザーにはコンテンツに対するニーズがあるにもかかわらず、適

法に適正価格でコンテンツを視聴することができないということが、

不正なコンテンツ流通の増加の一因になっている。 

・ 将来の放送番組については契約によって処理をすることが可能で

あるが、過去の放送番組については民間で解決することが困難で

ある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

・ 適法なコンテンツを視聴しようとする一般国民 

・ 不正なコンテンツの流通により不当に権利を侵害されている権利

者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 過去に放送した番組について、その最初の放送をした放送局に通信

での二次利用を認めるなど、権利関係をクリアにするための法制度を

整備する。 

 これにより、過去の放送番組を適切に利活用することができ、不正な

コンテンツの流通の抑止や、二次利用により得られた収益から新たなコ

ンテンツを制作することも可能となる。 

根拠法  著作権法 

関連府省等  IT 戦略本部、文部科学省、総務省、経済産業省 

備考   
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提出者名等 

 

 

社団法人 日本図書館協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
インターネット資料の利活用について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

インターネット資料の利用方法の一つとして，広くプリントアウトが行わ

れていると思われるが，それらのプリントアウトを著作権法に照らせば，

各種権利制限規定に該当しないような場合も多々あると考えられる。 

しかし，インターネット資料には著作者等が連絡先を明示していないこと

も少なくなく，許諾を得やすいとは言い難い状態にある。 

具体的な問題点 

日常，極めて普通に行われる行為でありながら，それらの行為の，かな

りの割合が違法という状態と思われる。 

インターネット資料には商業的な流通を前提としていないものも多く，厳

格に許諾を得ること等が現実的なのかも検討の余地がある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

インターネット資料のうち，誰もが自由に利用できる状態のものであっ

て，著作権者の利益を不当に害することがない場合には，インターネッ

ト資料の複製権を制限する。 

これにより，一定の割合で違法状態が解消できる。また，図書館が利用

者に対しインターネット情報の複製物を提供できるなど，情報流通が促

進される。 

根拠法 著作権法第 21 条，ほか 

関連府省等 文化庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

社団法人 日本図書館協会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
図書館間における著作物の複製物の送信に関する改善について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

著作権法第31条で複製が認められている図書館（以下，単に「図書館」

という）において，利用者が求める資料を所蔵していない場合，所蔵し

ている図書館から複製物を取り寄せることを行っているが，著作権法第

31 条においては複製権のみが制限されているため，その送付は郵送

等によっている。 

具体的な問題点 

複製物の送付をファクシミリや電子メールなどによることができれば，よ

り迅速，より安価に届けられるが，ファクシミリや電子メールによる図書

館間の複製物の送信は公衆送信に該当すると解釈されており，技術の

恩恵を受けられない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

権利者側には著作物が電子的な形態で流通し，そこから無秩序な複製

が行われる懸念があると思われるが，送信を図書館間に限れば，無秩

序な複製が行われることはないと言えることから，図書館間の複製物の

送信について，公衆送信権を制限する。 

これにより，情報化社会に適応した情報流通環境を構築する。 

根拠法 著作権法第 23 条，第 31 条 

関連府省等 文化庁 

備考   
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提出者名等 

 

 

社団法人 日本図書館協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
国立国会図書館で電子化される図書館資料の利活用について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

平成22年1月１日から施行される改正著作権法では，国立国会図書館

において資料の保存を目的とする場合，無許諾で電子化することがで

きるようになるが，この改正において権利制限されるのが複製権のみで

あるため，電子化された資料の利用は極めて限定される。 

具体的な問題点 

資料が電子化された後は，運用次第で全国からの利用が可能になる。

国立国会図書館が所蔵する資料の中には，同館で閲覧する以外に利

用の方法がないような資料もあり，特にそのような資料が電子化された

場合には，全国から利用できる環境に置かれなければ，せっかく電子

化した情報資源が有効活用されない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

電子化された資料をネットワークにより利用させる場合，利用する側で

無秩序な複製が行われないように留意する必要があるが，絶版になっ

て久しい資料など，著作権者の利益を不当に害しないと認められる範

囲について，公衆送信権を制限し，国立国会図書館が公衆送信するこ

とを可能とする。 

これにより，電子化された情報資源を有効活用する。 

根拠法 
著作権法第 21 条，第 23 条，著作権法の一部を改正する法律（平成 21

年法律第 53 号）で新設される著作権法第 31 条第 2 項 

関連府省等 文化庁 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 日本図書館協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
国立国会図書館で記録されるインターネット資料の利活用について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

平成 22 年 4 月１日から施行される改正国立国会図書館法では，国，地

方公共団体，独立行政法人等のインターネット資料の記録が行われ，

これに伴い著作権法も一部改正されるが，この著作権法改正によって

権利制限されるのは複製権のみであるため，記録された資料の利用が

限定される。 

具体的な問題点 

多くの場合，インターネット資料は更新された後は，過去の情報を参照

することができない。発信者にとって過去の情報となったものであって

も，利用者にとって有益なものがあるが，記録された資料は，改めて公

衆送信されなければ，情報資源が有効活用されない。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
全国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

記録の対象となる資料の大半は，誰もが自由に利用できたものである

はずである。重大な誤りが含まれるなど，特別な場合を除き，公衆送信

権を制限し，国立国会図書館が改めて公衆送信することを可能とする。

これにより，記録された情報資源を有効活用する。 

根拠法 
著作権法第 21 条，第 23 条，国立国会図書館法の一部を改正する法律

（平成 21 年法律第 73 号）により新設される著作権法第 42 条の 3 

関連府省等 文化庁 

備考  
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提出者名等 

 

  

北海道大学大学院医学研究科・北海道臨床開発機構、株式会社野村総

合研究所 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
匿名化された患者の医療情報の利活用に関する規制の緩和 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 患者個人の医療情報の医学研究での活用については、現在、「個人情

報の保護に関する法律（以下、「法」という。）第 23 条の規定」および「臨床

研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」によると、医療機

関等での公示通知による患者同意のみなし（オプトアウト方式）において、

臨床研究を目的とした場合および同内容での利用を目的とした第三者機

関（研究者等）に情報提供する場合においても、利活用が明示、許諾され

ていない。 

 さらに、同条等においては、医療機関等個人データを取り扱う個人情報

取扱事業者から、研究などを目的に情報の提供を受けた委託先が、その

業務の一部（データ保管およびデータ処理の一部等）を委託できることが

明示、許諾されていない。 

具体的な問題点 

 患者個人の医療情報の利活用については、疫学研究などに活用するこ

とで、医療費の削減への寄与、処方薬剤の安全性（副作用情報の取得）

の確認、市販後医薬品での臨床研究促進等における期待が高く、これら

の研究を実施することによって、国民全体が医療の発展による恩恵を享

受できるものである。 

 

＜1.研究者個々の患者情報収集に関する限界＞ 

（1） 個々の研究者等が患者情報の収集や分析などを行なえる範囲が

限定的であるのが実情であり、現状のニーズに即したものとは言いがた

い。 

（2） 研究を目的として収集したデータの保管についても、ICT 等を活用

したデータ保管事業者を活用して、集中的・一元的に行なうことが困難な

ため大量なデータへのアクセスなども出来ない。 

＜2.患者の個人情報取得における問題点＞ 

現状として、個人情報保護法の観点から、研究を目的とした場合におい

ても、都度患者の同意が必要となり、患者情報（カルテ情報）を利活用した

「医学の発展のための研究」が妨げられている。 

＜3.長期研究における患者同意の再取得の困難性＞ 

疫学研究などの長期間に渡る研究に際しては、医学研究が進むことによ

り、その発展内容を反映させた研究計画に変更せざるを得ないが、その場

合には再度、全患者の同意を取得する必要が生じる。 



すなわち、「医学の発展のために適切なデータ管理実施されていれば問

題ない」とならなければ、発展性のある医学研究も困難である。 

 

臨床研究の場合には、臨床研究のガイドラインに従うが、個人情報保

護は重要だが、「研究目的」に関しては、都度患者同意が必要な観点から

して、明確に、医学の進歩を妨げている法律・規制であると認識する。 

疫学研究の場合には、疫学研究のガイドラインに従うが、それであって

も、個人を同定し連結可能なデータとして長期間データを蓄積しなければ

ならない。そのため、研究開始時および研究内容の変更時に都度患者同

意が必要となり、医学研究の進歩の妨げになっていると認識する。 

結果、わが国では大規模な臨床研究の実施がほぼ不可能な状況にあ

る。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

患者の医療情報を利活用したいと考えている研究者等、医薬品企業。 

医療の発展による恩恵を享受できる国民全体 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 

【Ⅰ．解決方法】 

以下の 3 点を提案する。 

 

＜1.研究者個々の患者情報収集に関する限界への提案＞ 

医療機関等の個人情報取扱事業者から研究を目的に個人の情報提

供を受けた第三者機関（研究者等）が、その業務の一部（データベース

管理およびデータ処理の一部等）の委託を許諾されること。 

＜2.患者の個人情報取得における問題点への提案＞ 

臨床研究を目的とした場合においては、法第 23 条の、医療機関等で

の公示通知による患者同意を得たとみなし（オプトアウト方式）によっ

て、利活用および情報提供を許諾されること。 

＜3.長期研究における患者同意の再取得の困難性への提案＞ 

公示通知以前からの患者情報を遡及して利活用が許諾されること。 

 

このように、個人情報の保護と、医学研究の実施との兼ね合いに柔軟性

を持たせ、医学研究実施のための環境を整備する。 

これらが確保されれば、ICT を使った患者情報（カルテ情報）データベース

を構築し、それを利活用した多様な医学研究が進み、更に、その結果によ

り、国民全体が医療の発展による恩恵を享受できるものである。 

 

 

【Ⅱ．解決による効果】 

具体的には、 

１．研究者等が、大量且つ長期のデータを現在に比べて容易に収集出

来るようになることにより、これまで実施困難であった質の高い研究デザイ



ンが可能になること。 

２．研究を目的として収集したデータを ICT 等活用して集中的・一元的な

データベースを構築し、研究者等が必要な大量のデータにアクセスが容易

に行なうことがなり、大規模な研究の実施効率が飛躍的に向上することが

考えられる。 

３．患者の医療情報（カルテ情報）の具体的な活用例としては、以下が挙

げられる。 

（１） 自治体、健康保険組合等による医療経済研究での活用 

（２） 研究者等による大規模な臨床研究、疫学研究での活用 

（３） 医薬品企業による市販後医薬品の大規模な臨床研究での活用 

  

これらにより、国民全体の医療の質の向上に寄与できるものと考えてい

る。 

根拠法 

法第 23 条（『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイドライン』（平成 16 年 12 月 24 日通達、平成 18 年 4 月 21 日改

正）における、「５．個人データの第三者提供（1）（3）①②」） 

関連府省等 内閣府 、厚生労働省 

備考  
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提出者名等 

 

 

富士通株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
実効的な電子行政を実現する基盤となる共通コードの実現 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

・国民には基礎年金番号、（健康保険）被保険者記号番号、旅券番号な

ど、さまざまな番号がばらばらに付与されている。 

・広く国民をカバーしている住民票コードには、厳しい利用制限が設けら

れている。 

具体的な問題点 

・国民は各種行政サービスの申請において、同じ情報を何度も記入さ

せられたり、他の書類の添付を求められたりと、煩雑な手続きを強いら

れている。また行政機関間においても、紙による非効率的な情報のやり

とりが行なわれている。さらに年金記録問題に見られるように、情報の

正確な更新・保持が困難となっており、国民が自分の情報を把握するこ

とができない。 

・企業に対しては、各行政機関が個別にコードを割り振っている。これら

のコードは頻繁に変更されるものが多い。そのため各企業は行政機関

ごとに異なる識別コードを管理しなければならず、業務上の負担となっ

ている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
国民、企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

（解決方法） 

・行政機関間で必要な情報の連携を行い、プッシュ型の行政サービスを

行なうために、住民票コードと住基ネットをベースとした国民IDを付与す

べきである。企業 ID を含め、これらの実現に必要な枠組み（番号付与、

利用条件、利用者保護など）についての、早急な法的整備が必要であ

る。 

（解決による効果） 

・共通コードの導入により、行政コストや処理時間の大幅な削減と、処

理の正確性の向上が図れる。行政機関間のデータ連携が可能となり、

単純な連絡業務などの職員の負荷を大幅に減らし、窓口業務の効率や

質の改善、よりきめ細やかな行政サービスの提供が実現できる。国民・

企業からの申請、バックオフィス業務、利用者への通知まで一貫した電

子処理を実現でき、国民・企業における社会コストの削減に貢献する。 

・共通コードを実現し、民間サービスとの連携を可能とすることにより、



引越、結婚、退職などのライフイベントごとに必要な手続きのワンストッ

プ化が図れる。また行政側から国民に個別の行政サービス（福祉関連

の手当てなど）を告知するプッシュ型の行政サービスが可能となる。さら

に国民が国や自治体が管理する自分の情報を常に把握することが可

能となる。 

根拠法 
住民基本台帳法、行政手続オンライン化関係三法など 

（実現には新たな法制度が必要） 

関連府省等 
総務省ほか 

（地方自治体を含め、関係省庁を定めた制度化が必要） 

備考 

多くの電子行政先進国では、個人・企業を一意に特定する共通コードを

導入済みである。共通コード導入の際には、情報セキュリティならびに

利用者のプライバシー・個人情報・機密情報などの保護について法制

面で整備し、国民の不安を払拭している。たとえば行政機関が有する個

人情報の目的外の利用等を防止するため、情報管理やアクセスの監

督を行う第三者機関が設置されている。 
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提出者名等 

 

 

富士通株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
遠隔医療の普及・促進に向けた規制緩和 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

・対面診療の原則（慢性患者の再診においても必要） 

・診療報酬上の考慮がない 

具体的な問題点 

医師不足・医師の偏在が深刻な状況にあるなか、遠隔医療の活用がそ

の打開策のひとつとして有用であるにもかかわらず、その実施において

は、対面診療の原則から診療報酬上の措置が得られず、活用が阻害さ

れている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
国民 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

対面診療の原則については非常に重要なことではあり、その原則は保

持すべきと考えるが、医師の偏在・医師不足が深刻ななかで、慢性患

者へのフォローに関しては生活習慣病指導料等を柔軟に活用できるよ

うにしてほしい。また、遠隔医療として認められている遠隔読影・遠隔病

理診断に関しても、診療報酬にて依頼側と受け手側との配分を制度

上、明確に規定し、普及に努めて頂きたい。 

根拠法 
・社会保険・老人保健診療報酬 

・医師法 

関連府省等 厚生労働省医政局、保険局  

備考   
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提出者名等 

 

 

富士通株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

診療報酬体系の簡素化と診療報酬改定の告示から施行までの期間の

確保 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

・複雑かつ膨大な診療報酬体系による関係者間の解釈の相違。 

・短期間の移行期間（診療報酬改定から試行まで期間）のため生じるシ

ステム反映作業等による医療現場の混乱。 

具体的な問題点 

現在の社会保険・老人保健診療報酬は、非常に複雑かつ膨大で、曖昧

な表現も多く、関係者（医療機関（医療事務スタッフ含）や審査支払機

関、保険者等）に解釈の相違が発生している。また、社会保険・老人保

健診療報酬の告示から施行されるまでの期間が極めて短く、レセプト電

算システムへの診療報酬改定内容の反映作業に十分な時間が確保で

きず、改定時には現場に混乱が生じている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

・医療機関（事務スタッフ含む） 

・審査支払機関 

・保険者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

医師だけではなく医療事務スタッフにとっても解釈の相違がなく、国民

にとってもわかりやすい社会保険・老人保健診療報酬の体系に抜本的

に見直し、簡素化を図っていただきたい。また、診療報酬改定の告示か

ら施行までの期間を確保し、改定内容を円滑にシステムに移行できるよ

う考慮いただきたい。 

根拠法 社会保険・老人保健診療報酬 

関連府省等 厚生労働省保険局  

備考   
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提出者名等 

 

富士通株式会社 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

診療報酬請求における地方公共団体自治体が独自に行なう医療費助

成事業の取り扱いについて 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

地方公共団体が独自に行う医療費助成事業に対する情報の集約する

機関の不在 

具体的な問題点 

地方公共団体が独自に行なう医療費助成事業（乳幼児医療給付など）

に関して、全国の取り纏め監督を行なう組織がないため、患者が他県

の医療機関で診療を受けた際、患者が住む自治体の単独事業情報が

その医療機関に入っておらず、本来支払わなくてもよい費用を患者が

支払うケースが存在する。また、診療報酬請求においても記述方法が

定まっておらず、請求手続きも都道府県により異なっている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

・国民 

・医療機関（事務スタッフ含む） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

地方公共団体が独自に行なう医療費助成事業と取り纏め監督する組

織が新設されることで、患者が他県の医療機関で治療を行なった際で

も、その医療機関は患者の居住地の医療費助成事業を知ることがで

き、患者への請求ミスを防ぐことができる。また、その後の診療報酬請

求において、レセプトの記述方式を統一し、審査支払機関にて一括して

審査、地方公共団体に対する請求代行を行なうことで、医療機関側の

事務負担を軽減することができる。また、オンラインレセプト実現の側面

からも、記述方法や申請方法の統一がなされていないと、スムーズな

審査・支払い手続きができず、手続きが煩雑になり、医療事務費適正

化効果が十分に発揮されなくなってしまう。地域ごとに保険者と市町村

が協力しデータベースを構築することは差し支えないとしているが、国

民に医療機関のフリーアクセスを謳っている以上、国として整備すべき

である。 

根拠法 

・療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関

する省令第 2 条 

・社会保険診療報酬支払基金法第 15 条 3 項 

・社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法 他 

関連府省等 厚生労働省保険局  

備考   
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提出者名等 

 

  

富士通株式会社 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
特恵原産地証明書の電子発給について 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 我が国が既に諸外国と締結済の FTA/EPA においては、第三者証明

スキームによる制度構築が実施されており、制度利用に当たっては指

定発給者である商工会議所の発行する特恵原産地証明書が必要とな

る。これらについては現在オンラインでの申請は可能となっているもの

の、証明書自身の発給についてはまだ電子的対応はできていない。 

具体的な問題点 

 特恵原産地証明書の発給申請手続については電子化されているもの

の、証明書自体は紙で発給されているため、申請企業（荷主）の事務処

理に余分な時間とコストを要する。電子化の実現に当たって、相手国と

の調整や協定変更に時間を要するのであれば、まずは日本国内にて

申請企業側での証明書のプリントアウトを認める等、段階的にでも電子

化に向けた措置への改善を要望する。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 FTA/EPA を利用する日本の輸出企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 特恵原産地証明書の電子発給により、利用企業において利便性の向

上、事務処理スピードアップ、コスト削減が可能となり、我が国輸出産業

の競争力強化に資する。また、ASEAN 諸国等においても AFTA におけ

る特恵原産地証明の電子化検討が進められつつあり、我が国製造業

が集積し、FTA/EPA 展開を進める東アジア地域との貿易拡大と円滑化

に向けた通商戦略の観点で検討・協議を進めていく事が重要と考える。

根拠法  経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 

関連府省等  経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部原産地証明室 

備考   
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提出者名等 

 

  

富士通株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
米国他の船積 24 時間前ルール規制への対応 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

米国同時多発テロ以降、海外政府による国際貿易のセキュリティ規制

強化が貿易円滑化の阻害要因となっている。米国においては、船積前

24 時間ルールと呼ばれる｢外国港での船積み 24 時間前に米国向け貨

物データを米国税関に提供する義務｣が 2002 年から開始されており、

更にその強化版である 10+2 ルールについても 2009 年 1 月より施行運

用を開始。また、EU や中国においても同様の制度の運用開始が予定さ

れている。 

具体的な問題点 

米国船積前 24 時間ルールの開始に伴い、日本のＣＹ（コンテナヤード）

のカットオフタイムは一律 48 時間前倒しとなり、日本の製造業を中心と

する輸出企業のトータルリードタイムとコストの増加要因となっている。

今後、米国 10+2 ルールの本格運用開始や、EU、中国での 24 時間ルー

ルの開始に伴い、更なる貿易円滑化の阻害と輸出企業を中心とする産

業界の負担拡大が懸念される。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

製造業を中心とする輸出企業、及び物流会社（通関業者、フォワー

ダ）、キャリア等のサプライチェーン関係者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

海外政府への船積みデータの提供にあたっては、輸出者を起点とした

関係者とのタイムリーな情報連携が要となるが、情報提供の起点となる

輸出者側の貿易手続に関わる IT 活用や、サプライチェーン関係者との

情報連携については、大手企業を除き、必ずしも整備されているとは言

えず、輸出者側の IT 活用の格差がサプライチェーン全体の円滑化阻害

要因となっている。よって、輸出者側の情報化と関係者との情報連携を

促進する為の政策インセンティブや標準プラットフォームが必要。輸出

者の貿易手続に係る情報化と企業間連携の促進は、グローバルサプラ

イチェーン全体の円滑化（リードタイム、コストの削減）を促し、日本の輸

出産業の国際競争力強化に資するものと考える。 

根拠法 
 米国合衆国法典第 19 編、連邦規則第 19 編 

 EC 関税法第 36a 条、EC 関税法施行規則第 184a 条 他 

関連府省等  財務省 関税局（日本におけるカウンターパート） 

備考   
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
電子納付にかかる指定金融機関制度の改正 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

地方税の収納は、地方自治法令により、各地方公共団体が指定した

金融機関（指定金融機関、収納代理金融機関等）が、納入に関する書面

に基づき、収納の事務を取り扱うこととなっている（指定金融機関制度）。

この納入に関する書面には、電磁的記録も含むとされており、電子納

付の取扱いが可能となっているが、一方、納付できる金融機関は指定金

融機関、収納代理金融機関等の範囲に限定されている。 

具体的な問題点 

地方税は、技術的にはマルチペイメントネットワークを活用した電子納

付（ペイジー）の取扱いが可能な全ての金融機関から納税者が電子納付

を行うことが可能となっている。 

しかしながら、地方公共団体が電子納付を実施した場合でも、現行の

指定金融機関制度の枠組みでは、上記のとおり、納付できる金融機関が

指定金融機関、収納代理金融機関等の範囲に限定されているため、納

税者は電子納付のメリットを十分享受できていない。 

また、国税が本年９月から導入するペイジー「ダイレクト方式」は法人

の申告税の電子納付に適しているが、今後、同方式を地方税に導入する

際にも、納付できる金融機関が指定金融機関、収納代理金融機関等の

範囲に限定されたままであると、納税者にとっては、利用しにくいこととな

る。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
電子納付を行う納税者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

電子納付を推進する観点から、各地方公共団体における指定の有無

に関わらず、電子納付（ペイジー）の取扱いが可能な全ての金融機関か

ら納税者が地方税の電子納付を行えるよう指定金融機関制度を改正（電

子納付を同制度の適用外とする）する。 

根拠法 
・地方自治法第 235 条 

・地方自治法施行令第 168 条、第 168 条の３第１項 

関連府省等 総務省 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
書面による納税通知 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

国税や地方税は、国税通則法、地方税法により、賦課徴収や還付に関

する通知を書面で行う必要があり、同書類を郵便により送達することとさ

れている。 

具体的な問題点 

地方税は、賦課方式が太宗を占めており、地方公共団体が、膨大な数

の通知書を納税者や住民税特別徴収分の特別徴収義務者（企業）に郵

便により送達しなければならない。また、納税者は地方税の納付のため

に当該書面を金融機関等の窓口に持参する必要がある。こうした書面に

よる納税通知や納付が納税者の利便性や地方公共団体の税業務の効

率化を阻む一因であると考える。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

・納税者 

・住民税特別徴収分の特別徴収義務者（企業） 

・国、地方公共団体 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

納税者や企業が希望すれば、国民電子私書箱等により電子的方法で

納税通知を受け取ることを可能とし、電子納付等を容易にする。 

根拠法 
・国税通則法第 12 条 

・地方税法第 20 条 

関連府省等 国税庁、総務省 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
地方税の納付書様式等の制定方法 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

地方税等は、地方自治法施行令により、指定金融機関等は納入に関

する書類に基づかなければ、収納ができない。当該納付書の様式は同

施行令において、財務に関し必要な事項として、各地方公共団体が財務

規則等で独自に定めることとなっている。 

具体的な問題点 

総務省では、平成 19 年３月に、マルチペイメントネットワークを活用し

た電子納付（ペイジー）の導入に際しては、納付書の様式をマルチペイメ

ントネットワーク標準帳票に準拠する必要がある旨留意通達を出状して

いる。また、政府の「規制改革推進のための３か年計画」（平成 19 年６月

22 日閣議決定）では、総務省が地方公共団体あてに様式例を提示するこ

とを通じて、その早期統一の実現へ向けた努力を継続するとされている。

しかしながら、その後、納付書様式の早期統一に向けた有効な措置が取

られておらず、納付書様式の統一化が進んでいない。 

当協会の調査に基づく試算では、納付書様式の種類は、全国で約 4 万

7,000 種類にものぼると推計され、こうした状況が電子納付の普及や地方

公共団体の税業務の電子化、金融機関の事務処理の効率化を阻害して

いると考える。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

・納税者 

・金融機関 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

納付書の規格・様式の統一化の早期実現のためのより実効性のある

対応として、規格・様式についてマルチペイメントネットワーク標準帳票に

準じたものにするよう法定化する。 

併せて、各地方公共団体が独自に定めている日計表の規格・様式に

ついても標準化することが有効である。 

根拠法 地方自治法施行令第 168 条の３第１項、第 173 条の２ 

関連府省等 総務省 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
自動車継続検査時の納税証明書の提示 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

自動車の継続検査（車検）時には、道路運送車両法により、自動車税

（軽自動車税を含む）の納税証明書を提示することが義務付けられてい

る。 

具体的な問題点 

上記の納税証明書の提示が義務付けられていることから、納税者は、

電子納付を行った場合でも、あらためて金融機関窓口で納付書に収納印

の押捺を受けるか、地方公共団体から納税証明書の発行を受けて、同書

面で提示しなければならない。 

このために、電子納付の利便性が損なわれ、電子納付が進まない要

因となっている。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
電子納付を行う納税者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

自動車税（軽自動車税を含む）の納税について、各都道府県と国との

データ連携の実現により、車検時の納税者による納税証明書の提示は

不要とする。 

根拠法 道路運送車両法第 97 条の２ 

関連府省等 国土交通省 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
金融機関の地方公共団体への書面による収納情報の提供 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

指定金融機関から地方公共団体に提供する地方税等の収納情報は、

各地方公共団体が定める財務規則などにより、原則、書面（納入済通知

書）によることとなっている。 

具体的な問題点 

総務省においては、ＩＴ戦略本部「重点計画 2008」に基づいて、地方公

共団体内部の情報システムが相互に接続・連携できるよう「地域情報プラ

ットフォーム標準仕様」を活用したデータ連携と仕様の統一化の事業を推

進している。 

しかしながら、金融機関等外部とのデータ授受については、上記のとお

り、書面によることとなっており、日常的に、金融機関から地方公共団体

に対し、膨大な枚数の書面が送付されている。また地方公共団体におい

ても、書面の情報を電子データに変換するための膨大な作業が行われて

いる。こうした書面による取扱いの義務付けが地方公共団体、金融機関

の事務の電子化、効率化を阻む一因となっている。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

・地方公共団体 

・金融機関 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

指定金融機関制度に基づく地方公共団体と金融機関の間の書面の授

受を原則電子化とし、書面の送付を不要とする。 

根拠法 地方自治法施行令第 173 条の２ 

関連府省等 総務省 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
金融機関における労働保険料の申告書受付と回付事務 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

金融機関では、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則よ

り、毎年度の初回の労働保険料収納時に、併せて同保険料の申告書の

提出を受け、各地労働局に対して回付する事務を取り扱っている。 

具体的な問題点 

国税等の申告手続きは、徴収官署に直接申告を行うこととなっている

が、労働保険料の申告については、労働保険関係法令の定めにより、日

本銀行の代理店である金融機関が、毎年度の初回の労働保険料収納時

に窓口にて申告書を受付け、各地労働局に対して回付する特殊な事務取

扱いとなっている。こうした事務は、金融機関の負担が大きいばかりでな

く、電子申告・電子納付の利用を阻む一因となっている。顧客情報保護お

よび労働保険料の電子申告の利用促進の観点からも見直しが必要と考

える。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 

・地方公共団体 

・金融機関 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

電子申告・電子納付の推進の観点から、本年９月に国税庁が導入する

ペイジー「ダイレクト方式」による電子納付について、労働保険料への早

期導入を検討するとともに、上記の特殊な金融機関への申告書回付事務

を廃止し、各地労働局に直接申告する取扱いとする。 

根拠法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第 38 条第２項 

関連府省等 厚生労働省 

備考  
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提出者名等 

 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
地方税等の収納方法に関する規制 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

地方税等の収納については、地方自治法施行令等により、その収納方

法が限定列挙されている。 

具体的な問題点 

現在、小額の行政手数料の納付は、現金、証紙による方法に限定され

ている。小口の現金の受け払いについては、近年、非接触ＩＣカード

（Suica、PASMO 等）などＲＦＩＤの技術を活用した優れた方法が急速に普

及しつつあるが、上記の規制があるため、地方公共団体では、こうした技

術を活用した収納方法を採用することができない。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
地方税や行政手数料の納付者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

小口の行政手数料等の収納方法については、地方公共団体の判断に

より、ＲＦＩＤの技術を活用した収納方法を取り扱えるようにする。当該技

術を活用した収納方法としては、非接触ＩＣカードのほか、ＩＣタグを利用す

る方法も考えられる。 

根拠法 

・地方税法第 20 条の６（第三者の納付） 

・地方自治法第 231 条の２（証紙による収入の方法等） 

・地方自治法施行令第 155 条（口座振替納付） 

・地方自治法施行令第 156 条、第 157 条（証券による納付） 

・地方自治法施行令第 157 条の２（指定代理納付者による納付） 

・地方自治法施行令第 158 条、158 条の２（私人への委託） 

関連府省等 総務省 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

個人データの漏えい事案が発生した場合に本人への通知が省略できる

ケースの明確化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

金融機関は、個人データの漏えい事案等が発生した場合は、本人へ

の通知等を行う必要があるとされている。 

具体的な問題点 

 金融機関では、取引先との間で磁気記録媒体を用いて大量の顧客デー

タの授受を行うケースが多いが、媒体紛失・媒体誤送付等があった場合

は、当該情報が高度に暗号化されており第三者により読取られる可能性

が極めて低い場合であっても、当該媒体内に記録されている全ての「本

人」に通知しなければならず、「本人」が被る権利利益の侵害の程度と比

較して過大な負担となっている。 

 なお、「金融機関における個人情報保護に関するＱ＆Ａ」（問Ｖ－16）

では、「例えば、漏えい事案が発生した場合において、高度な暗号化処理

等が施されている場合や即時に回収出来た場合等、本人の権利利益が

侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可能性がない又は極めて

小さい場合等には、本人への通知を省略しうるケースもあるものと思わ

れます。」とされてはいるものの、「高度な暗号化処理等」の基準は明らか

にされておらず、実務上、本人への通知を省略することは困難となってい

る。 

問題により不利益を被っている、

困っている人又は団体等 
金融機関 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

漏えい事案等が発生した場合において、本人への通知を省略しうる判

断基準の一つとして、「高度な暗号化処理等が施されている場合等」の内

容を具体化・明確化する。 

根拠法 

・ 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第22条第３項

・ 「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措

置等についての実務指針」２－６－１ 

・ 「金融機関における個人情報保護に関するＱ＆Ａ」（問Ｖ－16） 

関連府省等 金融庁 

備考  
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提出者名等 

 

 

社団法人 全国地方銀行協会 

 

規制、制度、慣行、又は手続

等の名称 
国税関係帳簿書類の電子保存に関する技術的要件の緩和 

規制、制度、慣行、又は手続

等の現状 

国税関係帳簿書類については、所轄税務署長の承認を受けた場合、書面

に代えて読取装置（スキャナー）で読み取った電磁的記録による保存が可能

であるが、保存義務者に対して次のような保存のための電子計算機処理シス

テムに関する技術的な要件等、詳細な要件が課されている。 

①スキャナーの要件 

・解像度が１ミリメートル当たり８ドット以上、また256階調以上で読み取るも

のであること。 

②電子署名に関する要件 

・スキャナーで読み取る際に、入力単位ごとに入力者またはそれを直接監

督する者の電子署名を行うこと。 

・課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に行った電子署名につい

て一括して検証ができること。 

③タイムスタンプに関する要件 

・電子署名が行われている国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項に

(財)日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを付与すること。 

④帳簿との関連性に関する要件 

・国税関係書類に係る記録事項と国税関係帳簿の記録事項との間におい

て、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。 

⑤画面や書面に関する要件 

・映像面の 大径が 35cm 以上のカラーディスプレイの備え付けや画面、書

面の出力において４pt の大きさの文字を認識できること。 

⑥検索要件 

・取引年月日、取引金額等２つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条

件を設定することができること。 

具体的な問題点 

上記の各要件は民間企業が電子保存を行ううえでの過剰規制となってお

り、設備の導入、システム対応等に相応の費用負担を伴うほか、体制整備の

ための人員確保等の負担も生じるため、結果として利用が進んでいない。 

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 
民間企業全般（金融機関を含む） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効

果） 

電子保存の普及・促進、民間企業による利用拡大のためには、上記の各要

件の緩和など内容の見直しが必要と考える。要件が緩和されれば、情報管理

や環境配慮の観点から電子化・ペーパレス化が進展するものと考えられる。 

根拠法 

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に

関する法律第４条 

・ 同法施行規則第３条 

関連府省等 国税庁 

備考  
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提出者名等 

 

  

楽天株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
一般用医薬品のインターネットを含む通信販売規制 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 2006 年の改正薬事法に基づく改正薬事法施行規則が 2 月 6 日に

公布されましたが、この改正により、今まで認められていた郵便その他

の方法（郵便、カタログ、ちらし、インターネット等）を通じた一般用医薬

品の販売については、6 月 1 日より第 3 類一般用医薬品を除いて販

売禁止となっています。ただし、経過措置として平成 23 年 5 月 31 日

までの間は、①薬局及び店舗がない離島の居住者に対して販売する場

合、②改正省令の施行前に購入した医薬品を改正省令の施行時に現

に継続して使用していると認められる者に対して同一の薬局又は店舗

が同一の医薬品を販売する場合に限って、第 2 類医薬品等の郵便等

販売が可能となっています。 

具体的な問題点 

 （１）2009 年6 月以降、インターネットで通信販売を行っていた薬局等

のもとに、消費者から通信販売継続を求める声が多数届いています。

特に、外出困難な方をはじめとして自分にあった一般用医薬品を購入

できないことで健康の不安を感じている方が多く、国民の健康維持に観

点から問題が生じます。 

（２）また、薬局等にとっては、6 月の医薬品売上は前月比62％も減少

し、2300 人もの方に対して販売のお断りを行ったという事例も生じるな

ど、経営に甚大な影響を及ぼしています。特に重要な販路を奪われてし

まった中小の薬局等にとっては事実上経営が成り立たなくなるほどの

影響が生じます。 

（３）通販が対面販売と違い安全を確保できないと厚生労働省は説明し

ていますが、合理的な説明や証拠は提示されていません。 

（４）省令で通信販売を禁止する法律上の根拠がありません。昨年10 

月に規制改革会議の公開討論会において、省令でネット販売を規制す

ることが可能となることを合理的に説明できる法律上の根拠が提示され

ませんでした。また、規制改革会議では、省令への委任内容を超えてお

り、違法ではないかと指摘しているところです。 

（５）今回の規制強化の中で、例外的に２年間のみ第２類医薬品の通信

販売購入が可能となりましたが、なぜ、離島住居者が救済されて、山間

地域の居住者が救済されないのか、障害者を始め外出困難者はなぜ

救済されないのか等、今回の経過措置内容に至った合理的説明があり

ません。 



（６）署名やパブリックコメントを通じた意見提出を通じて医薬品通販継

続を求める意見が多数集まっているにも関わらず、厚生労働省からは

合理的回答もなく、通信販売の原則禁止を強行しており、行政手続上

問題があると考えます。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 消費者、インターネット販売事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 第１類及び第２類の一般用医薬品についても通信販売が可能となる

よう、薬事法施行規則の再改正をすべきである。 

（効果） 

消費者に対する購入経路の拡大により国民の健康維持に資することが

できます。 

根拠法 

 薬事法第36 条の5 及び第36 条の6 

薬事法施行規則第 15 条の 4（第 142 条において準用する場合を含

む。）、第 159 条の 14、第 159 条の 15 及び第 159 条の 16 薬事法施

行規則等の一部を改正する省令 附則第 23 条から第 28 条薬事法施

行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 

関連府省等  厚生労働省 

備考   
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提出者名等 

 

 

楽天株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
民間企業間におけるネット販売の制限・禁止の慣行 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 メーカー、卸事業者等の仕入先事業者が、出店事業者に対して安売

りを行うことなどを理由として、一定商品のネット販売を制限・禁止して

いる事例がある（ネットと必ずしも直接関わりのない事項を表面上の理

由として事実上ネット販売を制限・禁止する場合を含む。） 

（参考） 

平成 18 年 12 月 27 日公正取引委員会公表「電子商店街等の消費者

向け e コマースにおける取引実態に関する調査報告書」 

具体的な問題点 

合理的な理由なく不当にネット販売を制限しており、拘束条件付取引等

として独占禁止法上問題となる。また、事業者による新たな販路開拓や

事業展開を妨げている。さらに、消費者からネットでの購入の機会を不

当に奪っている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
消費者、インターネット販売事業者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

公正取引委員会において、ネット販売での取引実態を重点的に調査・

把握するとともに、実際に独占禁止法上問題がある場合は、厳粛なる

法執行を行っていただきたい。 

（効果） 

ネット活用に関する公正な競争環境が確保され、消費者にとってもネッ

トでの購入により安価に購入できたり、時間的空間的制約にとらわれず

購入できるなど、利便性が増大する。 

根拠法 － 

関連府省等 公正取引委員会 

備考   
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提出者名等 

 

 

楽天株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
選挙におけるＩＴの利活用の制限 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 ①公職選挙法では、頒布できる文書図画が限定されている（公職選

挙法第142 条等） 

②選挙管理員会が発行する選挙公報の配布は紙とされている（公職選

挙法第 170 条等） 

具体的な問題点 

インターネットが事実上の社会インフラとなる中で、インターネットを通じ

た情報提供及び受信の機会が選挙人及び被選挙人から奪われてい 

る。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
選挙人及び被選挙人 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

① インターネット（ウェブサイト、電子メール等）を用いた「文書図画」の

頒布を解禁する。 

② 選挙管理委員会は、選挙公報の内容をウェブサイトでも提供できる

こととする。 

等 

（効果） 

情報提供の機会が増えることにより政策論争が活発化し、民主主義の

発展に資する。 

根拠法 公職選挙法 

関連府省等 総務省 

備考   
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提出者名等 

 

 

個人３３ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
著作権法第 30 条改正（ダウンロード規制）。 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
2010 年 1 月 1 日施行。 

具体的な問題点 

パブリックコメントにて多数の反対意見を無視をした文化審議会。 多数

決ではないことは理解しているが、文化審議会は過去に音楽 レコードの

還流防止措置のパブリックコメントにて多数決を行っ た疑いがある。 イ

ンターネット利用者の知る権利、通信の秘密などを脅かす規制 は行うべ

きではない。あくまでも不正提供者を現行法にて対処す べき。このまま

では著作権侵害といえば簡単に私的領域へ踏み込 むことが出来てしま

い、誰がいつ何をしたのかを検閲されてしまう。 このような自由と権利を

脅かし萎縮させる規制を行う前に、 インターネット利用者（消費者）へコ

ンテンツの知る機会を増やし、 雇用の質と量、所得水準を高めて消費改

善を行うべきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
インターネット利用者。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

・著作権法第 30 条改正（ダウンロード規制）の施行停止。 ・若年層への

情報リテラシー教育の徹底。 ・正規品の価格の見直し。 ・広域、県域放

送による情報格差の是正。（期間を定めてインターネットにて  無料視聴

可能にさせる。英 BBC では放送後 1 週間インターネットにて無料視聴

可能。日本でも放送後一定期間無料視聴の物があるが、即有料の物の

方が多  い。また全コンテンツをカバーしていない。） ・解雇規制の緩

和。（同一労働、同一賃金。） ・所得水準の改善。（所得増により正規品

購入の機会を更に得る。） ・失業者へ雇用の量と質の改善。（職業訓練

と雇用による労働時間によって  不正利用時間が減り、所得により正規

品購入の機会を得る。） 

根拠法 
・著作権法第 30 条第 1 項第 3 号。 ・放送法施行規則 別表第一号（第一

条の二関係）十二、十三。 ・労働契約法第 16 条。 

関連府省等 文化庁、文化審議会、総務省、厚生労働省。 

備考 
疑わしきは罰することが、なぜこうもスムーズに決まってしまうのか疑問。

中国の検閲ソフトに反対した我が国なら必ず善処されると信じている。 
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提出者名等 

 

 

個人３４ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ダウンロードの違法化  

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

今年の６月１２日に、「著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われ

る自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害

となるべきものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又は録画

を、その事実を知りながら行う場合」は私的複製に当たらないとする、ダ

ウンロード違法化条項を含む改正著作権法が成立し、来年の１月１日

の施行される。また、適法マーク等の区分け措置が行われている。  

具体的な問題点 

 いわゆるダウンロードの違法化は、デジタル技術・情報の利活用を阻

む、大きな問題のある制度である。理由はまず、インターネットを利用す

る際、ダウンロードは情報の閲覧を含めていかなる場合にも必要な行

為である。またインターネット上で情報を利用する際、ダウンロードをし

なければ、その情報が本当に著作権法を違反していないかどうかは分

からない。 ダウンロードをしなければ違法かどうか分からないのに、そ

のダウンロードを違法とするのは明らかにおかしい。ただ、情を知って

いなければ今回施行される改正著作権法では違法ではないのだが、そ

の人間が違法な情報をダウンロードを情を知って行ったか否かは、ダウ

ンロード者本人の内心の問題であり、外部の第三者から見て分かるは

ずがないことである。  つまり、ダウンロードの違法化によって、インタ

ーネットがダウンロードという行為から切り離せないものであり、ダウン

ロードをしなければその情報が本当に違法かどうか分からず違法情報

回避のために注意もしようがないことから、インターネット上の違法とさ

れる行為が過大な範囲に渡り、それを避けるためには運しか頼みがな

いような状態になる。そのため、ダウンロードの違法化は、膨大な数の

違反者を生んでしまう事になる。  また、情を知っているか否かは外部

からでは絶対に分からないことから、違法と知らずにダウンロードをした

としても、権利者から訴訟を受けるリスクは、違法と知っていた場合と変

わらない。情を知っていなければ無罪になるが、訴訟を受ける事自体が

一般の人間にとって大変な苦痛及び社会的なダメージを受ける事であ

る。故に、情を知っていなければ違法ではないという事は、インターネッ

ト利用者への過度なリスクをほとんど軽減しない。  これらの事から、

著作権法違反を避けるために、インターネットのあらゆる利用に対し、

合法的な情報に対するものも含む如何なる行為にも過度な疑念を抱か

ねばならず、インターネットの利用に重大な萎縮をもたらしてしまう。今

は、キャッシュはダウンロードとされていないが、もし仮にダウンロード



の違法化が拡充され、キャッシュへのダウンロードが違法とされればい

つ何時違法行為をしてしまうか分からなくなり、インターネットの利用が

事実上不可能となってしまう。  また、ダウンロード違法化によって、イ

ンターネット利用者に対し情報を受けることへリスクを負わせる事は、信

用度の低い新興企業及びアマチュア、個人のホームページ等による情

報提供者に対する警戒を強め、その利用を阻害させる。それは、インタ

ーネットの利点である、どのような人物、団体であれ気軽に情報を提供

できる事の阻害でもあり、信用力のある大手企業しか利用されないこと

から、個人や新興企業のインターネットからの撤退を呼び、インターネッ

トの健全な発展を阻害してしまう。一億総クリエーターという言葉が、空

しく響く事になる。  適法マークを使って、そのホームページが安全か

否かを保障するという計画や制度もあるが、これらのマークは主だった

企業や官公庁用であり、星の数ほどある新興企業や個人、アマチュア

のページには手間の観点から対応できるとは考えられない。また、如何

なる海外の団体及びホームページは日本国とは関係がないため、それ

らの制度を利用する事はない。故に、この制度はダウンロード違法化に

よ る 弊 害 を 殆 ど 抑 え る 事 が 出 来 な い 。  さ ら に は 、

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.html のパブリック

コメントにおいて８０００件もの意見が出され、その７割がダウンロード違

法化に対する様々な懸念がすでに出されている。これを文化庁並びに

政府が無視し続ける事は、民意に対する挑戦であり横暴なことである。

以上のことから、著作権法をすぐにでも再改定し、ダウンロード違法化

を規定する著作権法第３０条第１項第３号を無効、削除とするべきであ

る。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
インターネット全利用者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

ダウンロード違法化を規定する著作権法第３０条第１項第３号を改定

し、この条項を削除する。 

根拠法 著作権法第３０条第１項第３号 

関連府省等 文化庁 

備考 なし 
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提出者名等 

 

 

個人３４ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
著作権保護期間延長問題 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 日本の著作権保護期間は５０年であるが、文化庁の文化審議会にお

いて、これの延長が議論されている。  またベルヌ条約等の国際条約

により、著作権に対する保護期間が５０年以上と定められている。 

具体的な問題点 

 著作権の保護期間は５０年と長期であるが、そんなにも時間が経って

しまえば殆どの著作物は、大した財産的な価値は持たなくなり、またそ

の利益で著者に創作活動へのインセンティブを引き起こすことはできな

くなる。  そのため長期の著作権保護は、莫大な数の著作物を死蔵さ

せ、過去の著作物の公共利用、デジタル化、新技術での再利用を阻害

し、保護による個々人の利益及びインセンティブによる利益比べ、社会

的に許容できない大きな不利益を生み出す。故に、著作物が早期に公

共利用される事の社会的利益の高さも鑑みて、５０年からもっと短い年

数にされるべきである。  著作者へのリスペクトのために著作権の保

護期間を延長するべきという議論もあるが、著作者人格権の保護期間

の無期限化による同一性保護等で解決済みである。また、収入が発生

するかしないかの財産権と著作者への尊敬は別ものであり、著作権保

護期間の論議とは関係がない。  これらの事は、実演家やレコード会

社の著作隣接権でも同じ事であり、長期の保護をしたところで個々の利

益は大して出ず、且つそのインセンティブを引き出すことも出来ない。逆

に、デジタル的な公共利用等を阻害し社会的な不利益を出すだけとな

る。これらの事も無益な延長を考えず、早期の保護解除が与える社会

的な利益の高さの観点からも、もっと保護期間を短い年月にするべきで

ある。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
国民全員 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 文化庁における著作権保護期間延長の議論を打ち切る。  さらに、

著作権及びレコード会社等への著作隣接権に対する、過度に長期の保

護期間を強制しているベルヌ条約その他の関係条約の改正を、日本政

府から各国に働きかけていく。 

根拠法 

著作権法第２章第４節 著作権法第４章第６節 ベルヌ条約第７条 万国

著作権条約第４条 ローマ条約第１４条 レコード製作者の保護に関す

る条約第４条 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約第

１７条 ＴＲＩＰＳ協定第１２条及び第１４条 

関連府省等 文化庁 

備考 なし 
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提出者名等 

 

 

個人３４ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ブロッキングを含む児童ポルノ規制 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 児童ポルノの法改正が前国会から議論され、自民党及び公明党から

児童ポルノの単純所持の禁止並びに創作物規制への調査、民主党か

ら収得の禁止が提案された。  また、「衣服の全部又は一部を着けな

い児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」という第２

条第３項第３号の規定による定義の曖昧さが議論がされている。また、

現行の児童ポルノ規制法では１８歳未満による児童ポルノの提供及び

製造、提供目的の所持まで禁止している。  その他、警察庁、総務省

などの官庁の指導の下、サイトブロッキングを検討する児童ポルノ流通

防止協議会が発足している。 

具体的な問題点 

 児童ポルノは当然、撲滅されるべきものである。ただ、インターネット

上において、閲覧する事と収得する事は外部から区別をつけるのは不

可能である。それは、コンピューターへのキャッシュ保存という形で、閲

覧するだけで一般的に、その意図がなくてもダウンロードを行い自動的

に収得してしまうからだ。これは、インターネットの仕組みがダウンロー

ドと不可分のため、如何なる対策もしようがない。また、そのインターネ

ット上の情報が、閲覧する前に児童ポルノか否か確かめる術は殆どま

ったく存在しない。  この事から、回避策はまったくないのに関わらず、

間違って或いは騙されて児童ポルノサイトのリンクを踏み、閲覧してしま

っただけで本人の意図に関わらず収得したものと外部からは見なされ、

警察等の捜査を受けかねない。  捜査を受けても消去等していれば無

罪にはなるが、逆に言えばそれを忘れるだけ又は気づかないだけで有

罪にされかねない。さらに、最終的に無罪になっても、警察の捜査、拘

留を受ける事自体、一般の人間にとって大変な苦痛であり、大きな社会

的ダメージとなってしまう。そして、意図せず習得した児童ポルノでも、

それを消去すると証拠隠滅に問われる恐れもある。  インターネット上

に張られたリンクやホームページ、電子メールへの添付ファイルが児童

ポルノかどうかは閲覧してみないと分からないのに、閲覧してしまった

だけで警察の捜査を受けかねないというのは、インターネットでの情報

収集に巨大なリスクを与え、インターネットの発展を大きく阻害すること

は明らかである。  次に、電子メール等で悪意を以って児童ポルノを送

りつけられた場合、キャッシュによる自動収得と同じく、自分がそれを要

請していない事は第三者から見ても分からない事である。また、児童ポ

ルノを頒布する悪質なコンピューターウィルスも存在する。  つまり、電

子メールやコンピューターウィルス等で勝手に送りつけられると、これま



た児童ポルノに興味がなくとも警察の捜査を受けかねない。また、麻薬

などと違い、残念ながら児童ポルノは簡単に作成出来ることから、一個

人でも児童ポルノを作成、送付し他人を簡単に犯罪者に変えることがで

きる。  送りつけられた児童ポルノを消したところで、送付された事実

は変わらず、本人が意図したものかも外部からでは分からないため、警

察の捜査を受けかねないし避けるのも無理である。それは上記の通り

一般人には大変な苦痛で、また、企業関係者など公開された電子メー

ルには、一個人では処理しきれないほどの大量のメールが届き、この

中に児童ポルノが混ざっていれば、冤罪どころか本当に有罪になってし

まう。  「自身の性的好奇心を満たす目的で」、積極的あるいは意図的

に画像を得た場合であるなどの限定を加えたところで、本人の内心の

問題であり、それはどのような方法であれ、第三者には証明しようがな

いのは変わらない。  また現行の児童ポルノ規制法は、定義年齢が十

八歳未満と諸外国に比べ範囲が大きすぎる。十七歳と十八歳を見分け

るのは医者や専門家ですら不可能であるのに、一般人がネット上にて

これらの所持及び収得を避ける事は難しく、禁止を行う事は無理があ

る。  以上のような甚大な危険性を持つのに、単純所持規制や収得規

制を行うのは理解しかねる。しかも、情報を閲覧、個人で収得するだけ

では児童ポルノといえど、児童ポルノの被害者本人にさえ如何なる被害

も発生し得ない。これらの規制はプライバシーの侵害並びに通信の秘

密を侵し、知る権利、及び内心の自由への侵害ですらある。  児童ポ

ルノの被害者は、それが存在するだけで不安にさらされるため、根絶す

るために単純所持規制をしなければいけないという意見もあるが、遺憾

ではあるがゼロを証明する事は悪魔の証明であり、どのような強力な規

制を作ったところで不可能である。そのような無理な事に挑むより被害

者の精神的ケアに、限られている労力を割くことが有益なのは間違いな

い。  創作物への規制に関しては、一般的な倫理に基づき猥雑である

ならば猥雑物として、すでにある法規制を利用すればよいだけの話であ

る。実在の被害者、実在のモデルのいないものを、個人法益に基づい

た児童ポルノ法で規制するのは無理がある。法律の権利は相対的なも

のであるはずだ。  仮に規制するにしても、架空の存在である以上、そ

れが児童であるかどうかは、判断者の恣意でしか基準が作れない。恣

意的な意見を人々に強制することは、表現の自由、言論の自由、内心

の自由、検閲の廃止を侵す横暴な検閲行為である。  さらには、創作

物が犯罪を直接的に引き起こす等という説は科学的には古典であり、

すでに否定された事である。統計的にもアニメやゲームといった創作物

が、犯罪を引き起こすというデータはない。犯罪を引き起こさないもの

へ、法的な規制を加える必要は認められない。  以上から、創作物の

法的な規制を求める主張は、創作物に関わっている人間に対し無用の

誤解を与え、インターネット上の文化を死滅させる主張であり許容すべ

きでない。  児童ポルノサイトのブロッキングに関しては、日本国内な

らば現行法の下、速やかにそのサイトを削除すればよい。外国サイトな



らば児童ポルノの主要流通国であるアメリカやドイツは当然だが児童ポ

ルノは禁止であり、その他の国でも虐待に関して法律がない等というこ

とはない。そのため、海外の児童ポルノに関しては、外国政府に連絡及

び対応を要請すればよいだけであり、日本においては既に法律で削除

逮捕等の対応ができることから、ブロッキング行為は無意味である。

また、ブロッキングにより、遮断されたサイトが本当に児童ポルノサイト

かどうかは国でしか分からず、どのサイトが遮断されたか第三者には分

からない。それは、ブロッキングを施行する団体、官公庁が勝手に健全

なサイトを児童ポルノサイト扱いし、言論を人知れず封じる事ができる

極めて危険な喧伝を与える事になる。  また、何度も申し上げるが児

童ポルノといえど閲覧するだけでは、その児童ポルノの被害者自身に

すら如何なる被害を及ぼしえないのに、その種の規制をすることは有害

である。  フィンランド等、ブロッキングを実行している国がブロッキング

したサイトには、殆ど児童ポルノサイトが含まれていなかったという事例

がある。  以上から、ブロッキングは、検閲の廃止、知る権利を侵す見

過ごせない行為であり、このように危険なブロッキングというモノが国の

官公庁から提案されていると自体が驚きである。即刻ブロッキングの計

画をやめるべきである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
国民全員 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 児童ポルノ規正法の改正は、その定義の明確化及び、諸外国に比べ

明らかに広すぎる年齢幅の引き下げのみを行う。また、三年毎の改正

議論の強制を命じる付帯決議を削除する。  児童ポルノ流通防止協議

会を解散し、サイトブロッキングに関する検討を止めさせる。  通信法

等で、国民の如何なる公開情報であれ、それを収得する権利の保障、

並びに如何なる理由であれ検閲行為の禁止を明言する。  児童ポルノ

単純所持規制を行っている国へ、そのような危険な規制を廃止するよう

政府から働きかける。 

根拠法 
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す

る法律」、通称、児童ポルノ規正法。 

関連府省等 警察庁、総務省、厚生労働省 

備考 なし 
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提出者名等 

 

 

ＮＰＯ 士業カウンシル 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
ＯＳＳ（自動車保有関係手続ワンストップサービス） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

①ＯＳＳは申請書の電子化にとどまっている。電子化の阻害要因である

物の 部分すなわち封印制度を廃止すべきである。 ②登録・届出自動

車に一律３年の車検期間を付与すべきである。 ③自動車税申告書様

式の全国一律統一化を図るべきである。 ④軽自動車の届出制度を再

点検すべきである。  

具体的な問題点 

①自動車の封印制度は、ユーザーが全国どこからでも手続が出来る電

子申請 の目的を阻害している。さらに小さな政府構築を阻害する管轄

主義の一因 となっている。その根拠が封印であり、国民が電子登録す

る場合の大きな 阻害要因である。自動車関係団体には封印権が付与

されているが県外や中 古車等が対象外となっていることからも、ＯＳＳ

におけるユーザー登録の 電子化を阻害する要因の一つとなっている。

②車検期間について合理的な根拠がないままに、初度登録３年として

いるこ とは、外国から輸入した中古自動車は３年、国内の中古車は２

年とされて いることに不合理性がある。 ③自動車税の申請書様式が

都道府県毎に異なるのは住所異動の際の   手続ごとに用紙を取り寄

せなければならない不便性を強いている。ネッ ト上で基本様式を掲載

しておれば誰でも容易に入手可能であり格段に利便 性が向上する。

軽自動車の届出は所有権の公証制度の規定がない。しかるに全国軽

自動車 販売協会が多年にわたり事前審査事務を受託し、いろいろな

口実を設け  て、法に定めのない譲渡証明書の販売や添付書類の義

務づけ、根拠のない 税止め 費用徴収、所有者の印鑑照合、所有権

確認のためのユーザー情報 の開示等違法行為が行われている。電

子申請を阻害する法的根拠のない事 前手続と業界委託は中止すべ

きである。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 自動車ユーザー全般  国民 



改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

【改善提案と効果】 ①自らＯＳＳを利用しようとするユーザーの利便を

向上させるために、軽自 動車と同じように登録自動車の封印制度を廃

止する。 ②同じ中古車でありながら３年と２年の車検期間が混在する

合理的理由がな く車検は全て３年とする。    転勤の際など封印の

ためユーザーが陸運支局に出頭しなければならな   い不便性が解

決でき、かつ、電子申請向上に資する。 ③全国どこからでも電子申請

が可能となる。そのためにも完成検査証と譲渡証データをユーザーに

提示すべきである。 【効果】 ①この改善によって、国民は出頭義務と

現車提示義務が軽減され、管轄主義 を廃止して実態に即した電子申

請の運用により、時間的にも費用的にも大 幅な負担軽減が図れる。

②登録・車検制度の法的整合性が保たれ、３年車検により国民が大幅

な車検 費用の軽減が可能となる。 ③自動車登録・届出制度には行政

と外郭団体のシステム癒着とも言うべき慣 行が形成されており、契約

書のない行政事務委託による国民負担が削減さ れ、電子化が促進さ

れることにより行政事務の透明性が向上する。  

根拠法 道路運送車両法  地方税法  

関連府省等 国土交通省  総務省  各都道府県 

備考 

自動車保有関係手続は天下り先である自動車関係団体に対する特権

が付与されている。これが電子申請を阻害する最大要因である。OSS

は電子申請システムと関係団体の利権保護のための施策に利用され

ているだけで、その利用率は業界の利用率である。むしろシステム癒着

により国民の手続はより困難な状況になりつつある。  
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提出者名等 

 

 

個人３５ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
レセプト審査における都道府県ごとの運用基準（ローカルルール） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

i-Japan戦略では、レセプト情報の活動が謳われています。しかし、現状

ではレセプト審査の運用基準は都道府県による差異、いわゆるローカ

ルルールが存在しています。各病院はその基準を熟知しており、そのロ

ーカルルールに沿った診療が行われているのが現状です。 

具体的な問題点 

ローカルルールにあわせた診療が行われていると、仮にレセプトを電子

化しても診療内容などを純粋にベンチマークできなくなります。 医療の

質やコストを比較する際にローカルルールによるバイアスがかかること

は、レセプト分析などに重大な影響を与えます。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
医療費の負担者（国、保険者および国民） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

各都道府県の支払基金や国民保険連合会が保有しているレセプト審

査上の申し合わせ等の内部文書をすべて厚労省保険局に提出させ、

精査ののち都道府県統一の審査基準を作成することが望ましいと考え

ます。 これを各都道府県および国民一般に配布することにより、医療

費の適正化が図られるとともに、レセプト分析の精度の向上が期待でき

ます。 

根拠法 
健康保険法、保険医及び保険医療機関療養担当規則（厚生労働省令）

など 

関連府省等 厚生労働省（保険局） 

備考 

これは本題から外れますが、ローカルルールをなくすことでレセプト審

査そのものを都道府県で集約する必要もなくなり、道州制単位（現在の

制度でいえば厚生局単位）で、人件費が安価な地域で一括して行うよう

な方法もとれ、審査コストの低減も期待できます。 
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提出者名等 

 

 

 

株式会社ＭＴＩ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

動産・債権譲渡登記制度（法人が行う動産と債権の譲渡について登記

による第三者対抗要件の具備を認める制度） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

動産を特定する方法は「動産の特質」と「動産の所在」の二つがあり、

「動産の特質」は、「動産の種類」および「動産の記号、番号その他の同

種類の他の物と識別するために必要な特質（製造番号やシリアルナン

バーなど）」によって特定され、「動産の所在」は、「動産の種類」および

「動産の保管場所の所在地（住所（地番または住居表示番号まで記録

することが必要）、保管場所の名称など）」によって特定される。 日常的

に搬入、搬出が繰り返される在庫などが位置付けられる集合動産の特

定方法としては、登記の備考欄に特段の定めを設けない限り、登記さ

れた所在地の保管場所にある同種類の動産すべてが対象となるため、

「動産の所在」が用いられる（工場で使用する機械などが位置付けられ

る個別動産の場合は「動産の特質」によって特定される）。 ご参考） 登

記申請の手続き（登録免許税および必要な書類） 債権譲渡登記・動産

譲渡登記の申請に係る登録免許税 動産譲渡登記申請 1 件につき

7,500 円(申請 1 件につき 100 件の動産を登記可能） 抹消登記申請 1

件につき 1,000 円(申請 1 件につき 100 件の動産を抹消可能） 申請に

必要な書類 動産譲渡登記に必要な書類としては、a. 登記申請書、b. 

委任状（代理申請の場合）、c. 取下書（任意）、d. 申請が法人であると

きは代表者の資格証明書（作成後 3 ヶ月以内の代表者事項証明書

等）、e. 譲渡人の代表者の印鑑証明書（作成後 3 ヶ月以内）、f. 譲受人

の住民票（法人であるときは、d.の資格証明書）、g. 特別事由証明書

（存続期間が 10 年を超える場合）、h. 申請データを記録した磁気ディス

クなどが挙げられる。 抹消登記に必要な書類としては、a. 登記申請

書、b. 委任状（代理申請の場合）、c. 取下書（任意）、d. 申請が法人で

あるときは代表者の資格証明書（作成後 3 ヶ月以内の代表者事項証明

書等）、e. 譲受人の印鑑証明書（法人であるときは、代表者の印鑑証

明書）（いずれも作成後 3 ヶ月以内）、f. 譲渡人又は譲受人の表示が登

記された表示と異なるときはその変更を証する書面などが挙げられる。 

具体的な問題点 

「動産の所在」による特定方法を用いる場合、動産が登記上の保管場

所から搬出された場合に登記による公示の効果が失われるため、サプ

ライチェーン上における担保対象となる動産が限定的となり（物流網上

の動産を担保対象とすることができない）、企業の事業展開に必要な資

金需要を十分に満たせない可能性がある（特にサプライチェーンが長い



企業の資金調達への影響は大きい可能性がある）。また融資元である

金融機関においても動産譲渡担保権の実行時に動産の散逸リスクが

高い可能性がある。 ご参考） 在庫などの集合動産を「動産の特質」に

よって特定する方法も考えられるが、対象となる動産件数が相当数に

なることから企業が負担する債権譲渡登記・動産譲渡登記の申請に係

る登録免許税が重いこと、また動産譲渡登記や抹消登記申請に関わる

業務（必要な書類の準備）が煩雑であることが問題となる。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
企業（融資先）、金融機関（融資元） 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

（サプライチェーン上の動産のトレーサビリティが確保できることを前提

に）在庫などの集合動産を特定するにあたって、譲渡人が動産管理を

委託する第三者の「物流会社」や「場所コード」などで定義されたサプラ

イチェーン上の任意の空間などによって特定することにより、上記問題

点が解消可能と想定する（例示：○○物流会社（同物流会社の倉庫、ト

ラックなど物流オペレーション上のあらゆる所在場所（空間））に委託管

理されているすべての□□種類の動産）。その結果、動産が企業から

販売先に資産移転するまで担保対象を拡大することが可能になり、事

業展開に必要な資金需要を満たし（満たす可能性を高め）、企業の健

全な成長を支援可能となると考える。 ご参考） 在庫などの集合動産を

「動産の特質」によって特定する場合においては、債権譲渡登記・動産

譲渡登記の申請に係る登録免許税負担の軽減、または申請 1 件あたり

の申請可能な動産の限度数を現状の 100 件から大幅に増やすこと。ま

た、動産譲渡登記や抹消登記などの申請にあたって、対象となる動産

の個体識別番号を自動的かつリアルタイムに、柔軟に動産譲渡登記

（追加）または抹消登記（削除）を可能とするなどが改善案として考えら

れる。ただし、企業および金融機関におけるインフラ整備を鑑みた場

合、現実的ではない可能性が大きい。  

根拠法 

民法（動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す

る法律（動産・債権譲渡特例法）、債権譲渡の対抗要件に関する民法

の特例等に関する法律の一部を改正する法律） 

関連府省等 不明 

備考 特になし 
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提出者名等 

 

 

株式会社 情報数理研究所 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
政府関連調達に関わる全省庁統一資格制度 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

制度の簡素化のため、「競争参加者の資格に関する公示」において、全

省庁一律に A,B,C,D のランキングが設定され、たとえばソフトウェア開

発等の役務提供ではBランクの場合 1500万円以上－3000万円未満、

C ランクは 300 万円以上－1500 万円未満の予定価格の入札にしか原

則的には参加できないとされている（「弾力的な競争入札を求める場合

がある」との但し 書きもありますが）。 

具体的な問題点 

デジタル技術情報の利活用においては、先進的なチャレンジや、ニッチ

市場的な多様な試みが民間業者によって幅広く展開され、政府の調達

活動においても、そうした動きを支持・促進することが有益であると考え

られますが、現行の政府調達に関わる統一資格制度では、そうした前

向きの動きを強く抑制していると考えざるを得ない面があります。 現行

の調達制度の基礎的な考え方として、政府調達では、全体的にも個別

の調達部門のインセンティブとしても、リスク回避を優先するという考え

方だと受け取れます。国税の運用という意味ではそうした考え方も理解

できないではありませんが、こと IT に関わる調達では、前向きの可能性

を積極的に推進する立場が必要ではないでしょうか。安定性と実績を重

視するとすれば、後ろ向きの施策となってしまうと思われます。 また、ソ

フトウェア企業に対しても、安定性と実績を強調することとなり、従来の

いわゆる派遣体質等の促進となってしまいます。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

現状の制度で、IT プロジェクトとしてはさほど大きなものではない 3000

万円の予定価格をもつ入札案件に対応できる A ランクの判定基準に達

するには、実質的には年間売上高 100 億円（または 200 億円）以上とい

った基準のクリアが必要であり、小規模なソフトウェア開発企業の参加

機会を非常に困難としています。 弊社の具体的な経験としても、資格

要件の硬直的な実施・運用により、従来可能であったいろいろな場面で

の参加資格が大幅に閉ざされているという実感および実態があります。

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

IT 関連の調達において、特定の事業者との関係に縛られることのない

調達のオープン化を進めると同時に、大幅に資格要件を緩和する。業

者の能力評価に関しては、総合評価方式のような判定方法の活用や、

ソフトウェアプロセス評価方式などの活用により担保できる。 それらの

成果として IT 市場の活性化が図られる。 



根拠法 全省庁統一資格（「競走参加者の資格に関する公示」） 

関連府省等 
ほぼすべての府省ですが、主として総務省と経済産業省に関係するで

しょうか 

備考 （特にありません） 
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提出者名等 

 

 

株式会社ＰＴＰ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
B-CAS カード支給契約 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

現在、地上デジタル放送対応受信機（テレビや録画機など）の製造販売

に際し、メーカーは B-CAS 社（株式会社ビーエス・コンディショナルアク

セスシステムズ）との間で B-CAS カード支給契約を締結することが必要

となっている。 この際の契約条件として、ARIB（社団法人電波産業会）

および Dpa（社団法人デジタル放送推進協会）により定められる技術資

料（コンテンツ保護ルール）を順守することが求められる。しかし、そもそ

も B-CAS の仕組みには法的な根拠があるわけではなく、有料放送のた

めに考えられたものであって、全国民が使う無料放送を前提として設計

されたものではない。また地上デジタル放送で B-CAS の採用を決定す

るに至るまでのプロセスは、オープンな場で議論されたものではなく、極

めて不透明である。  

具体的な問題点 

１．メーカーは、コンテンツ保護ルールを順守して B-CAS カードの支給

を受けるために、高額な特許ライセンス・技術ライセンス契約や、各種

団体へ加盟することが必要であり、地デジ対応機器を製造販売したい

中小企業の参入障壁となっている。 ２．B-CASは元々有料放送で有料

コンテンツを保護するための仕組みであるため、過度なコンテンツ保護

ルールとなっており、商品企画の自由度が大幅に制限される。結果とし

て、利便性を増すような機器の商品企画ができず、幅広い国民が無料

放送を視聴するための利便性が阻害されている。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

１．生活者（地デジ対応受信機を購入する全国民） ２．地デジ対応受信

機の製造・販売に新規参入しようとする企業  

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

１．無料放送から限定受信方式(Conditional Access System, CAS)を撤

廃する。 ２．無料放送に関しては、デジタル著作権管理(Digital Rights 

Management, DRM)のような技術的制限を使用しない受信機の製造・販

売ができるようにする。私的録画の範疇を越えた行為に対しては、著作

権法等の制度で対応すべきである。 ３．（解決による効果）以上によっ

て、地デジ対応受信機の商品企画の自由度が大幅に向上する。これに

より消費者の選択肢の幅が広がり利便性も向上するため、視聴者がＴ

Ｖに触れる機会が増え、デジタルコンテンツ市場が拡大する。また参入

障壁が低くなることで、既存のメーカー以外の企業からイノベーティブな

製品が登場したり、ニッチな市場に向けた製品が発売されることが期待

され、マーケット全体の拡大・活性化につながる。  



根拠法 
現状の制度・慣行の根拠にあたる法律はなし。 関連法：著作権法、不

正競争防止法  

関連府省等 総務省、経済産業省、文部科学省、文化庁 

備考 なし 
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提出者名等 

 

 

個人３６ 

 

規制、制度、慣行、又は

手続等の名称 
「B-CAS カード支給契約」 

規制、制度、慣行、又は

手続等の現状 

地上デジタル放送対応受信機（テレビや録画機など）の製造販売に際し、メーカー

は B-CAS 社（株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ）との間で

B-CAS カード支給契約を締結することが必要となっている。 この際の契約条件と

して、ARIB（社団法人電波産業会）および Dpa（社団法人デジタル放送推進協会）

により定められる技術資料（コンテンツ保護ルール）を順守することが求められ

る。しかし、そもそも B-CAS の仕組みには法的な根拠があるわけではなく、有料

放送のために考えられたものであって、全国民が使う無料放送を前提として設計

されたものではない。また地上デジタル放送でB-CASを採用するに至るまでの経

緯は、オープンな場で議論されたものではなく、不透明である。  

具体的な問題点 

１．メーカーは、コンテンツ保護ルールを順守して B-CAS カードの支給を受けるた

めに、高額な特許ライセンス・技術ライセンス契約や、各種団体へ加盟することが

必要であり、地デジ対応機器を製造販売したい中小企業の参入障壁となってい

る。 ２．B-CAS は元々有料放送で有料コンテンツを保護するための仕組みであ

るため、過度なコンテンツ保護ルールとなっており、商品企画の自由度が大幅に

制限される。結果として、利便性を増すような機器の商品企画ができず、幅広い

国民が無料放送を視聴するための利便性が阻害されている。  

問題により不利益を被ってい

る、困っている人又は団体等 

１．生活者（地デジ対応受信機を購入する全国民） ２．地デジ対応受信機の製

造・販売に新規参入しようとする企業  

改善提案 

（解決方法及び解決によ

る効果） 

１．無料放送から限定受信方式(Conditional Access System, CAS)を撤廃する。

２．無料放送に関しては、デジタル著作権管理(Digital Rights Management, DRM)

のような技術的制限を使用しない受信機の製造・販売ができるようにする。私的

録画の範疇を越えた行為に対しては、著作権法等の制度で対応すべきである。

３．（解決による効果）以上によって、地デジ対応受信機の商品企画の自由度が

大幅に向上する。これによりユーザーの選択肢の幅が広がり、利便性も向上する

ため、視聴者がＴＶに触れる機会が増え、デジタルコンテンツ市場が拡大する。ま

た参入障壁が低くなることで、既存のメーカー以外の企業からイノベーティブな製

品が登場したり、ニッチな市場に向けた製品が発売されることが期待され、マーケ

ット全体の拡大・活性化につながる。  

根拠法 #NAME? 

関連府省等 総務省、経済産業省、文部科学省、文化庁 

備考 特になし 
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提出者名等 

 

 

国際航業株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
地理空間情報の利活用に関する規制の緩和 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

地方公共団体で整備される地理空間情報（航空写真を含む）が流通し

ていないため、結果、重複投資や地理空間情報の有効活用がなされて

いない。 

具体的な問題点 

庁内で撮影される航空写真は維持管理される計画図、台帳図等に利

活用することができる。また、各部門で整備される地理空間情報は他の

部門においても活用でき、共用することでコスト縮減や維持更新の負担

を軽減することができる。 しかし、地方公共団体では“情報を公開する

ことによる利活用の促進”と“情報を流布することの秘密の漏洩”の区分

が曖昧であるために、情報の公開に積極的になれないでいる。 個人情

報や職務上知りえた秘密の保持・漏洩に充分配慮した上で、公開しても

よい情報は、民間を含め流通させることで有効活用（民間産業の発展）

すべきである。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
地方公共団体、航空写真を利用したいと考える民間企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

利用制約の明確な記載はないが、慣習として利用に制約があるため、

個別法（地方税法）の運用規則等に利用可能であることを明記する。 

根拠法 地方公務員法第三十四条第一項・地方税法第二十二条 

関連府省等 国土交通省、総務省 

備考 特になし 
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提出者名等 

 

 

国際航業株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
地方公共団体で維持・更新される図面類の電子化の義務化 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

地方公共団体で維持管理されている図面の多くが流通されていないた

め、結果、重複投資や地理空間情報の有効活用がなされていない。 

具体的な問題点 

地方公共団体の各部署で維持・管理される図面類が電子化されれば

地理空間情報として他の部署、隣接する市町村、地理空間情報を活用

した民間企業の事業創出などに役立つ。 しかし、地方公共団体では、

図面類（付図、台帳図、計画図等）の電子化（デジタル化）が不十分（多

くは紙図面での活用）であるため、流通・有効活用することができないで

いる。 付図・計画図等の図面類の維持・管理を義務付ける個別の法律

に電子化を義務付けるべきである。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
地方公共団体、各種図面を利活用したいと考える民間企業 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

地方公共団体で保有する台帳および付図は個別の法律（道路法、都市

計画法など）および施行規則に従って維持管理されているため、個別の

法律または運用規則に電子化を義務づける。 

根拠法 

道路法第二十八条・道路法施行規則第四条の二、都市計画法第四条

２および第五条・第六条・十四条・五十三条・都市計画法施行規則第九

条・三十九条 

関連府省等 国土交通省、総務省 

備考 特になし 
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※本意見は、パブリックコメントの募集の案内に記載されている「御意見中に、個人に関する情報であって特

定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇

所を伏せさせていただきます。」に該当する可能性があることから、内容の一部を非公開とさせていただいて

おります。 

 

提出者名等 

 

 

個人３７ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
意味不明 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 
意味不明 

具体的な問題点  政府に都合の悪い情報を遮断することは百害あって一利なし 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

国民全体 ネット規制により政府に都合の良い情報しか見ることが出来

ないようになることは国民全員がロボット人間になるだけであり百害あ

って一利なし 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

（１）出会いサイト規制について  一方的サイト削除や恣意的な逮捕者

が頻発する現在の法制定は馬鹿馬鹿しいの一言。駅前の待ち合わせ

場所やナンパ場所を突然封鎖するのと変わらない。  恋愛とも買春と

も全く無関係なのに該当の書込みがなされる可能性もある掲示板を、

安心して持つこともでいないような現行法はやりすぎであり緩和すべき

である。 （２）青少年ネット規制法・携帯フィルタリング義務化  メディア

リテラシー教育の観点からも、絶対に反対。価値観の押し付けや偏見

の温床にもなりかねない。たとえばゲイ悩み相談のサイトがはじかれた

りするのがいい例で、また内政干渉で欧米の価値観が入れば原爆や捕

鯨賛成のサイトがブラックリストに乗りかねない。中国の行っているフィ

ルタリングのおぞましい実情を鑑みれば尚更。  ブラックリスト認定機

関なんてもっての他。１件の審査料ごとに天下り職員が潤うような機関

の設立は絶対に許されない。【非公開】は今すぐ解体すべきである。

（３）児童ポルノ規制・サイトブロッキング  児童（未成年）の性表現の規

制には問題がある。性虐待行為を防止するべきであって性表現を禁止

すべきではない。ここをあやふやにすると、ティーンの水着グラビアや家



族のアルバムの所持すら危険が伴う。  また、リンクを貼った、貼られ

ていた、画像のメール添付などで罪を問うことは断固反対。インターネッ

トでは所持も閲覧も送受信もすべてユーザーの意識しないうちに行わ

れるもの。冤罪の温床に他ならない。  また、漫画キャラ・アニメキャラ

のような、戸籍も年齢も実質性皆無のものを児童ポルノ範疇に加えるこ

とは、あきれるほど問題外。  インターネット規制強化は百害あって一

利なし。  子どもが危険なサイト見ずにすむから規制した方がいいと言

いたそうだが寝言を言うべきでない。 政府にはいはいと順応するだけ

のロボット人間を量産するだけである。  

根拠法 全ての規制強化 

関連府省等 意味不明 

備考 

 今回のパブリックコメントの募集の方法はやり方が汚い。  根拠法を

出せだの関連府省庁も書けだの わざとフォームを複雑化して敷居を

高くして意見を言いにくくするような意見の募集の仕方は汚いし 意見

募集期間も短い 最低 1 か月は募集すべきである もちろんマスコミが

国民に周知させることは当然のことである  普通に意見を募集すべき

である   また現状でも政府に都合の悪い情報は、インターネットでし

か知ることが出来ないのは異常である テレビ、新聞がネット規制の都

合の悪い部分を国民に周知させないのをいいことに規制強化だけをす

ることは極めて汚い    
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提出者名等 

 

 

個人３８ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

青少年保護の目的を逸脱する広範囲の規制が携帯電話にて行われて

いる。 

具体的な問題点 

基準が非常に曖昧で何が有害なのか明確になっていない。 有害情報

と共に有益な情報が規制されることがあってはならない。 18 歳から選

挙権が得られると言う動きがあるにも関わらず、 携帯電話で 20 歳未満

の若者が政治サイトにアクセスできないのはおかしい。 酒造メーカー

や漫画アニメ関連の一部、下着、水着、一般の掲示板といった 有害と

は思えないものまでアクセスできない。 若者の権利を大きく侵害してい

る。 情報伝達を阻害しインターネットの発展を萎縮させるものである。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
20 歳未満の若者 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

規制基準を明確にし、児童の閲覧保護には親の判断を優先する。 必

要の無い改正を避けるよう３年毎の見直しを撤廃し、明確な改正の必

要性が出てきた場合に早急に対応できるようにする。 

根拠法 
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律 

関連府省等 警察庁 

備考 なし 
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提出者名等 

 

 

国際航業株式会社 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
官公庁が実施する建設関連の電子納品 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

国土交通省が中心となり地方自治体等へ実施の推進を呼びかけてい

るが、未徹底であり、官公庁が実施する公共建築物、構造物等の各種

設計図書や施工図書の納品規定が明確でないことから、電子データの

再利用が保証されていない。 また各地方自治体に推進を委ねているこ

とから、実施にバラツキがある。また、要領・ガイドラインの内容に差異

が生じているため、納品する設計・工事請負業者側が対応に苦慮した

り、また技術レベルの向上ができない。  

具体的な問題点 

過去に整備された公共建築物、構造物等の将来にわたるメンテナンス

を計画する上で、過去の履歴を適切に保存しなければ、安全対策や的

確な予算措置ができないため、今後の社会的な不安に繋がる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

納品する側の請負業者全般と適切なメンテナンスが行われない公共建

築物、構造物を利用する国民。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

官公庁が実施する建設関連の電子納品を明確に規定するとともに、請

負者が煩雑な処理を伴わない仕組みが必要。また、今後の公共建築

物、構造物等の安全で快適な状況を保持する責任のある官公庁が積

極的に電子納品を推進するための措置が必要。このことから、限られた

国家の財源を無駄なく、有効に利用し、安全で安心できる暮らしが保証

される。 

根拠法 土木設計業務等の電子納品要領(案)他 

関連府省等 国土交通省、農水省など 

備考 特になし 
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提出者名等 

 

 

個人３４ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
【非公開】等による架空の創作物に対する規制運動  

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

【非公開】を名乗るへの協力団体により、なるものが行われ、その中で

架空の創作物への規制を提議している。また、自民党女性局や公明党

からも同じようにインターネット上での創作物への流通規制や法的な規

制団体の設立等、架空の創作物に対する法的な規制を求める声明が

出されている。 

具体的な問題点 

 現在、インターネット上における、架空の創作物の表現が過激である

と問題視し、規制するべきという動きがある。しかし、架空の創作物へ

の法的な規制を行うことは、どのような種類の創作物又は情報に対して

であれ、検閲の廃止、表現の自由、言論の自由、内心の自由、出版の

自由に反することである。そのため、如何なる倫理に反した表現であ

れ、それが特定個人、法人に対する名誉毀損及び侮辱に当たらない限

り、保護されるべきである。  また、架空の創作物が直接的に犯罪を引

き起こす等という所謂、強力効果説は古典の域であり、すでに学問的に

はに否定されている事である。そのため、公共の福祉等を鑑みても、如

何なる倫理に反した架空の創作物もそれを侵害するとは考えられな

い。  あえて創作物を規制するにしてもは、それが実害を生み出さない

ものである以上、規制の基準は規制を管理する団体の恣意によるもの

になり、客観的な基準は設けられず極めて歪なものにしかならない。そ

れはまた、何が規制されているか分からないため、インターネット上で

の創作を人々が過剰に躊躇を引き起こす  さらに、インターネットでの

誰でも様々な情報に接しうる情報の流通性の高さを問題視して、インタ

ーネットの所謂『有害情報』からの青少年保護を盾に創作物規制を進め

よう等の動きもあるが、青少年保護に関しては 18 歳未満のインターネッ

トを利用する際のフィルタリングの義務化で、青少年がそれらの情報に

触れ得ない以上、既に解決した問題であり、ネット上の青少年保護はフ

ィルタリングの技術的な強化以外の事は不要である。クリエーター並び

に情報提供者に対し、規制を強制させネット上の情報活動を萎縮させる

のは無意味かつ有害である。  以上の事から、架空の創作物に関する

如何なる規制も正当性はなく、インターネット上の創作文化において無

意味な萎縮効果を生むだけであり行うべきではない。そして、これらの

法制定を求める声に対して、検閲の廃止、表現の自由、言論の自由、

内心の自由、出版の自由を尊重し、科学的客観的な理論を元に対応を



するべきである。  さて、この架空の創作物規制の問題に関し、【非公

開】は、日本の成年向けのゲームや漫画等を問題視し、【この部分は、

特定の法人等の名称のため、公開を控えさせていただきます。】これを

【非公開】などとレッテルを張り規制を唱えている。  しかし、モデルや

被害者のいない、また上記の強力効果説の否定から学問的に見て児

童虐待を引き起こすものでもない架空の創作物に対し、【非公開】等と

いう、まるで違法な児童ポルノと誤解させるような呼び名をつけ、法規

制を訴えるのはるのはおかしな行動である。  きつい言い方をすれば

無根拠な、営業妨害及び名誉毀損であり、日本のデジタルな創作文化

を担っている企業、クリエーターを徒に中傷し萎縮させる行為である。

また、【非公開】に関し、表現規制を求める運動はその趣旨に沿ってい

るとは言えず、また【非公開】に書かれた事業とも関係がないので、【非

公開】違反であるのではないかという疑いすら抱ける。  以上のことか

ら、【非公開】の行動は、【非公開】として失礼ながら相応しいと思えな

い。そのため、【非公開】に対して、所管の外務省から【非公開】を出す

べきである。それでも改善が見られず、情報、デジタル娯楽産業に対し

て、その【非公開】の趣旨に反した営業妨害とすら取られかねない運動

を続けるならば、【非公開】 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
架空の創作物に関係するクリエーター並びにそのユーザー全て。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 【非公開】に対して、所管の外務省等の行政を通じ、創作物規制という

公益を害する行動を止めるよう指導をする。改善が見られなければ、

【非公開】に対して、【非公開】創作物への規制を唱える議員等に対し、

行政は内心の自由、表現の自由、言論の自由、出版の自由、検閲の廃

止、等の憲法の精神及び科学的客観的理論を基にした対応をとる。 

根拠法 
【非公開】 憲法第１９条、思想・良心の自由 憲法第２１条、表現の自

由、言論の自由、出版の自由 同条二項、検閲の廃止 

関連府省等 文化庁、外務省 

備考 【非公開】 
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提出者名等 

 

 

株式会社ワイズスタッフ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

テレワーク(在宅勤務)のための、育児休業基本給付金の支給規則の変

更 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

雇用保険法施行規則において、育児休業基本給付金の対象は「就業を

していると認める日数が十日以下であるものに限る」とされている。 こ

のため、たとえ１時間でも就業すると１日とみなされ、1 日 1 時間・月 10

日仕事をすると、わずか「月 10 時間」の就労で、育児休業給付金の対

象外となる。 現行規則は、デジタル技術・情報が普及していない時期

(昭和 50 年)に制定されたものであり、1 時間の就業でも通勤を伴うと判

断されたと思われる。現在、ICT の普及により、通勤を伴わないテレワ

ーク(在宅勤務)が可能になったにもかかわらず、現状のままであること

が、テレワーク自体の普及や、テレワークによる「仕事と家庭の両立支

援」「少子化対策」「中小企業支援」といった効果の増大を阻む要因とな

っている。  

具体的な問題点 

育児休業期間中は、まとまった時間(8 時間)を確保することが難しい

が、0 歳児は睡眠時間も長く、ICT を活用してテレワーク(在宅勤務)する

ことにより、1 日 3～4 時間程度であれば、就業が可能となる。 たとえ

ば、テレワークを活用し、1 日 4 時間で 20 日間、自宅で就業した場合、

合計の就業時間は 80 時間となり、通常業務の 50%の収入を得ることが

できる。 しかし、現行の規則では、たとえ(10 日間 8 時間の就業と同

じ)80 時間でも、就業日数は 20 日間と判断され、育児休業給付金の対

象外となる。 一方で、育児休業給付金は現在50％の支給があるため、

結果として「テレワークで働いても 50%収入」「まったく働かなくても 50%」

の収入となり、テレワークをして仕事を継続したいという(子育て中の)従

業員のモチベーションを大きく減退させている。また、育児休業中場業

員に、少しでも働いてもらいたいと考える企業(特に人材不足の中小企

業)にとっては、大きな障壁となっている。  

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

・育児休業制度を導入している企業において、「育児休業期間中でも、

自宅  からテレワーク(在宅勤務)で働きたい」「キャリアロスを恐れ、育

児休業  を取得できない」と考える子育て中の従業員。 ・育児休業制



度を導入しつつ、育児休業中の従業員を、テレワーク(在宅勤務)  で

働いて欲しいと考える企業。 ・日本にテレワークを普及させたいと考え

る政府・自治体、団体・企業、個人。  

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

雇用保険法施行規則に定められている「就業をしていると認める日数

が十日以下であるものに限る」という判断基準を、日単位ではなく、時

間単位にする。 1 日の労働時間を 8 時間と想定する場合、「十日以下」

を時間単位にすると、「８０時間以下」となる。 これにより、テレワーク

(在宅勤務)で働いた 50%の収入(1 日 4 時間、月 20 日で 80 時間)と、育

児給付金 50%、両方を受けとることができれば、100%の収入を継続する

ことが可能になる。 また、その効果として、育児休業中の業務継続によ

りスムーズな復帰が実現し、育児と仕事の両立支援や、キャリアロスの

ために出産をあきらめていた女性への支援、さらには、中小企業におけ

る、育児休業中の業務効率の低下、代替要員の確保などの負荷を軽

減することができる。 さらには、テレワーク(在宅勤務)の普及を広げる

ことが可能になる。  

根拠法 

 雇用保険法施行規則（昭和五十年三月十日労働省令第三号） 第二

款 育児休業給付 第百一条の十一  育児休業基本給付金は、被保

険者（高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被

保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。）が、次の各号のい

ずれにも該当する休業（法第六十一条の四第三項 に規定する支給単

位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十

日以下であるものに限る。）をした場合に、支給する。  

関連府省等 厚生労働省 

備考 

以下の私が運営しているブログ記事でも、これに関する情報(図など)を

記載しております。 【非公開】のテレワークブログ 【URL】また、昨年、

弊社が実施した「女性が働きやすい社会」をつくるためのアンケート調

査報告書にも関連情報が記載されていますのでご参考ください。 

http://www.ysstaff.co.jp/archives/jisseki/research/00303.html 以上、

よろしくお願いいたします。  

 



２０５

  

 

提出者名等 

 

 

個人３８ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
児童買春・ポルノ禁止法（以下児童ポルノ禁止法） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

基準が非常に曖昧で何が有害で違法なのか明確になっていない。 判

例に基づいた曖昧な運用がなされている。 

具体的な問題点 

被害者の直接的な保護は何一つされていない。 児童ポルノに関する

犯罪は現行法で対応可能な問題であるにも関わらず、 警察が積極的

に取り締まっていないことに疑問を感じる。 必要性の無い、過剰な規制

内容の改正案が作成されている。 改正案は事実上のネット規制法案

であり、 海外ではネットやメールの検閲が進展する事態になっている。

さらに海外での児童ポルノ単純所持規制は犯罪抑止、 児童ポルノ生

産抑止にすらなっておらず犯罪、冤罪を増加させている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
直接救済されない児童、過剰な規制による国民の権利侵害の危惧。 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

児童ポルノの基準を明確にする。 通報制度を整備しいち早く発信源を

取り締まるよう捜査方針を改めさせる。 所轄官庁を警察から厚生省へ

移し被害者の直接的な保護を優先する。 ３年毎の見直しを撤廃し、明

確な改正の必要性が出てきた場合に早急に対応できるようにする。 以

上により国民の権利を守りつつ児童を守ることができる。 基本的に現

行法ベースで対応できる問題である。 

根拠法 児童買春・ポルノ禁止法（以下児童ポルノ禁止法） 

関連府省等 警察庁、厚生省 

備考 なし 
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提出者名等 

 

  

電子申請研究センター 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

商業・法人等のオンライン登記手続「商業法人オンライン登記申請につ

いて」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05-03-02 

 （こちらの「代理人による申請の場合」における委任による代理人の電

子証明書にビジネス認証サービスタイプ１－G を追加すること） 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 商業登記法では、誰もが代理人として手続ができるが、司法書士法に

よって代理人は司法書士に限定制限している。 

具体的な問題点 

現行のオンライン商業法人・登記手続で利用できる民間認証事業にお

ける特定認証業務の電子証明書では、日本認証サービスの証明書、

司法書士電子証明書等が認められている。これの電子証明書を利用

することで代理人として手続が可能である。そこで、民間認証事業での

特定認証業務の電子証明書である「ビジネス認証サービスタイプ１－G

（行政書士用電子証明書）」も利用できるようにすれば、オンライン登記

手続の普及に寄与するのみならず、申請人本人の利便性に資すること

もなる。既に行政書士は会社設立での電子定款に発起人若しくは社員

の代理人として行政書士用電子証明書にて定款に電子署名している。

この電子証明書は電子公証サービスで利用できるとして法務省告示さ

れている。オンライン商業・法人登記手続で利用できる電子証明書には

既にビジネス認証サービスタイプ１－E（一般申請用電子証明書）が認

められ、代理人として手続できる者の電子証明書としても認めている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 
 法人設立の発起人、社員等 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 ビジネス認証サービスタイプ１－G（行政書士用電子証明書）を代理人

として電子署名する場合の電子証明書として承認する措置をすること。

法務大臣が定めるべきである。この改善措置により、法人の発起人若

しくは社員が、定款作成代理について行政書士へ、続けて登記手続は

司法書士へと二重に手須料を支払うことなく、一方の士業へ代理依頼

をすることで費用負担の軽減ができる。かつ、士業がワンストップサー

ビスとしての取扱いが可能となる。 

根拠法  司法書士法 商業登記規則第百二条第一項及び第四項 

関連府省等  法務省 

備考   

 



                                           ２０７ 

 

提出者名等 

 

 

団体Ｂ 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認方法の見

直し  

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

犯罪による収益の移転防止に関する法律（収益移転防止法）は、特定

事業者の特定業務のうち、特定取引につき、主務省令で定める方法に

よる本人確認を義務付けている。 

具体的な問題点 

先の通常国会で成立した資金決済に関する法律により、銀行以外の企

業が資金移動業に参入可能となった。同法成立に伴う収益移転防止法

第２条２項の改正により同条同項に規定される特定事業者に資金移動

業者が追加されることとなった。その結果、資金移動業者は、特定取引

を行う場合には、原則として主務法令に定める方法による本人確認義

務が課されることとなると考えられる。しかし、とりわけインターネットを

利用した資金決済サービスでは、同法の規定する本人確認方法では合

理的に機能せず、その結果、資金決済に関するサービスの適切な実施

を確保し、その利用者等を保護すると共に、当該サービスの提供の促

進を図るという新法の目的が著しく実現できないことが考えられる。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

インターネットによる資金移動業の適切な実施により利益を受ける利用

者、並びに同サービスを低価格で提供したい事業者及び電子商取引を

行いたい事業者  

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

銀行等本人確認義務を負う特定事業者が実施した本人確認に資金移

動業者が依拠することで本人確認義務を果たしたこととできるよう、適

宜犯罪収益移転防止法施行令及び犯罪収益移転防止法施行規則等

を改正すべきである。具体的には、アカウント開設時又は取引が一定

の割合に達した時等に、利用者が既に金融機関等の本人確認を経た

口座番号やクレジットカード番号による認証を行う。利用者本人の銀行

口座やクレジットカードであることが確認されれば、資金移動業者が利

用者に対して確認の通知を行うことをもって、本人確認義務が履行され

たものと解釈できるようにすべきである。  

根拠法 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第３条１項１号他  

関連府省等 
内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、国土交通省  

備考   

 



２０８

   

 

提出者名等 

 

  

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会/日本マルチペインメント

ネットワーク運営機構 

 

規制、制度、慣行、又は手続等の

名称 
自動車継続検査（車検）時の納税証明書提出 

規制、制度、慣行、又は手続等の

現状 

 自動車の継続検査（車検）時には、自動車の納税証明書の提示が必

要である。 

具体的な問題点 

 自動車の継続検査時（車検）時には、納税者が電子納付により自動

車税を納付しても、地方公共団体から納税証明書の発行を受けて提示

する必要があり、電子納付の推進、利用者利便性向上の阻害要因とな

っている。 

 地方公共団体からの納税証明書発行は、地方公共団体側から見て

も、電子納税の仕組みを取り入れることによって新たに作業が増えるこ

ととなっており、電子納付推進の阻害要因となっている。 

問題により不利益を被っている、困

っている人又は団体等 

 一般利用者、自動車整備工場、および自動車税の電子納付可能な仕

組みを作っている地方公共団体 

改善提案 

（解決方法及び解決による効果） 

 納税者が自動車税を電子納付した場合には、各都道府県と国とのデ

ータの共通化等により車検時の納税者による納税証明書の提示は不

要とする検討をお願いいたしたい。 

根拠法  道路運送車両法９７条の２ 

関連府省等  国土交通省、各都道府県、地方公共団体 

備考   
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