この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○木原委員長 次に、本多平直君。
○本多委員 立憲民主党の本多平直です。
通常の内閣委員会の委員ではないんですが、党
のプロジェクトチームで個人情報の担当をしてお
りますので、今日は、理事や委員の皆さんに御理
解いただいて、質問させていただきます。ありが
とうございます。
本来、個人情報の観点で非常に重要なポイント
がたくさんあるので、中身の準備をしてきたんで
すが、今井理事も質疑をして、一定の質疑はさせ
ていただきましたが、私個人は、済みません、昨
日から、やはりこの修正問題、訂正問題、私自身
は納得がいっていないので、もうちょっと質問を
させてください。
なぜかというと、私、実は、昨日の党の朝八時
からあった会議で、内閣官房の方が来て謝罪をさ
れました。修正、間違いは人間に誰でもあります
ので、そもそも、官僚の方が悪いというより、菅
総理の政治的な思惑で、こんなに、これ、可視化

するために持ってきましたけれども、調査室と法
案の基本的な資料だけでこれだけ分厚いものを私、
わざわざ部屋から運んできました。こんなものを
半年の準備で、突貫工事でやられたらこういうこ
とになるんだ、官僚の方は悪くないと思っていま
す。ですから、謝罪をされたら、それでよしとし
て、中身の議論に入ろうと思っていました。とこ
ろが、結局、いつ、どこに説明に行ったのかとい
うようなことを私、質問したら、もうしどろもど
ろで答えられないというのが昨日の朝の八時の立
憲民主党の会議でした。
それで、まあしようがない、じゃ、あした質問
だから、昼ぐらいまでに、今朝配られたこの訳の
分からない紙、持ってきてくださいと言っていた
んですが、午後にさんざん電話をしても、最終的
に私の部屋にこれが届いたのは十九時でした。
ですから、質問の通告もできなかったので、今
から大臣に聞きたいんですが、問題は、やはり一
か月もたっているということなんですよ。単なる
遅れじゃなくて、私、これはこのままやり過ごそ
うとしたんじゃないかとか、いろいろな疑惑が出
てくるんですよ。
間違いが判明したのが二月の十二日で、閣議決
定はいつしているんですか。
○平井国務大臣 二月九日です。
○本多委員 閣議決定のときに、内閣総理大臣を
始め他の大臣はこの間違っていた資料を見ている
んですか。
○平井国務大臣 今回間違っていた部分が参考資
料なので、閣議では配られません。

○本多委員 その後、この昨日いただいた資料で
何が問題かというと、いろいろな議員に説明した
日付だけはやっと出てきましたけれども、何がい
つあったかが分からないんですよ。与党審査がい
つあったのか、議運の理事会で本会議立てがいつ
あったのか、私は分からないですよ、今井さんは
知っているかもしれないですけれども。これ、入
っていないから、いつ知るべきだったのかという
のが分からない。
例えば、今、閣議決定はこの資料は関係なかっ
たと。しかし、これを見てしまった人、間違った
資料を見てしまった人がいついたのかというのが
載っていないんですけれども、これはきちんと、
大臣、この紙を見て今回の問題を把握できますか。
私は全く把握できません。いつに正しいものを見
るべきだった人が間違ったものを見てしまったの
か、その人にきちんといつ訂正されたのかが全く
分からないので、いつ正しい資料を見るべきだっ
た人にいつ間違った資料が渡っているのか、それ
が全く示されていないんですけれども、きちんと
した資料を作って、理事会に提出していただけま
すか。
○平井国務大臣 まず、今回は、参考資料に誤り
があったこと、そして、国会への説明が遅くなっ
たこと、提出した正誤表がその最終版でない途中
のものを配付した点、この三つが複合的に起きて、
皆さんには大変御迷惑をおかけしたというふうに
思っています。
二月十二日に誤りが判明した後、週末に事務方
が精査したところ二十か所以上の誤りが見つかっ
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たために、私に、二月十六日に一報を受けました。
一報を受けて、えっということになって、これで
もう、全部の誤りがあるんだったら、それはまだ
ほかにもあるかも分からないので、指示を出して、
最終的に私がその四十五か所の……（本多委員「
ちょっとごめんなさい、人の時間を奪わないでく
ださい。これ、分かっていますから、理事会にき
ちんと必要だった場所、配った場所を明示した資
料を出してください」と呼ぶ）
○木原委員長 本多委員に申し上げます。今大臣
が答弁中ですので、答弁が終わるまでお待ちくだ
さい。（本多委員「いや、ちょっとひどいでしょ
う、これ。質問しているんですから」と呼ぶ）指
名を受けてから御発言いただくようにお願いをい
たします。
どうぞ、大臣。
○平井国務大臣 誰にした、配ったかということ
は網羅的な情報の管理ができていなかったという
ところが、今回、非常に我々の反省点であります。
そういう意味で、それがきっちりとできていれ
ばこういうことはなかなか起きていなかったので
はないか、そのように思います。
○本多委員 単なる、この法案の、こんな急がせ
て作らせた法案の要綱に誤りがあったことは、私
は政治の責任だと思いますよ、与党の。しかし、
この後の対応は、ということはですよ、大臣、あ
っちこっちに等があるので、全部聞こうと思った
んですよ。二月二十六から三月一日、与党国対幹
部等に一報、それから、三月四日と五日は与野党
の国対政調事務局等って何ですか。

私は、こんな等なんという資料を求めたんじゃ
ないんですよ、昨日の朝。きちんと全部どこに報
告したのか出してくださいということをお願いし
たのに、等で来ていたら分からないじゃないです
か。どういう基準で報告しているんだよと。
この二つの等は何を意味しているんですか。
○平井国務大臣 まず、与党の国対幹部等、確認
できているのは森山国対委員長でありまして、森
山委員長からも、早急に精査して資料で野党議員
にも説明するようにという指示がありました。
さらに、与党国対幹部等に一報を入れた際に具
体的にいつ説明を入れたかどうかは網羅的に把握
しておらず、ここが国会対応において体制の至ら
ぬところだと思います。この等に関して言うと、
内閣委員会の与党筆頭理事である松本先生である
というふうに聞いております。
○本多委員 松本剛明先生は与党国対幹部なんで
すか。
だから、きちんと具体名で示してくださいとい
うのを私はお願いしたんですよ、昨日の朝八時に。
こういう、だから、そもそもこの一か月、間違っ
たことじゃないですよ、一か月の対応がひどいの
に加え、昨日の朝八時に、せっかくの、我々、法
案の中身を、内閣官房の人と話したい会議が、こ
の話でぐちゃぐちゃになって、昼まで待っていて
出てきた資料が個人名も何にもないから、今聞く
しかないじゃないですか。これが松本剛明先生を
指しているかどうか。
こっちの、与野党の国対政調事務局等は何なん
ですか。

○平井国務大臣 白表紙とか正誤表を配付した議
員等の御了解も得るべきと思われるので、今ここ
でその具体のお答えは控えさせていただきたいと
思います。
○本多委員 違うでしょう。白表紙を配付した人
はその下に書いているでしょう。閣議決定後に資
料要求等に伴って法案資料を配付していた議員。
確認を取って、オーケーを取った方の名前を教
えてください。その上ですよ。与野党の国対政調
事務局等というのは何ですか。
○平井国務大臣 各会派に対しては、自民、公明、
立憲、国民、共産、維新、希望、これは国対事務
局でありまして、それ以外に関しましては、議員
事務所を訪問して配っているということでござい
ます。
○本多委員 こんなことを長々やりたくないんで
すけれども、きちんとそういうことを、なぜ、自
民党は森山国対委員長で、こちらは安住国対委員
長に直接行かないんですか、すぐに。事務局で、
かつ、等という誰か分からない資料を昨日の夜七
時になってから出してくるんですか。質問なんか
できるわけないじゃないですか、これについてや
ると言っているのに。
だから、きちんと、今私が指摘したような点を、
本人の確認が要るんだったら要るで、別に相手方
が悪いわけじゃないんですから。ただ、皆さんの
説明ぶりに、今回、これ、本当に我々野党にこの
法案について説明する気があったのかどうかと私
は疑念を感じているんですよ。単なるミスだと思
っていないんですよ、もう。こんなに遅れている
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以上。
だから、きちんと資料を出してもらえますか、
もっと細かい資料を。お願いできませんか。
○平井国務大臣 御本人の了解を得ながら、了解
を得られれば、それは出せるというふうには思い
ます。しかし、ちょっと今回、このいろいろな修
正等のフォローで、今人員を補強をするというよ
うなこともこれからやらなければなりませんし、
そういう意味で、委員の御希望どおりすぐにでき
るかどうかは、ちょっと考えさせていただきたい
と思います。
○本多委員 私、個人の、相手が出すなという人
のまではよく分かりません。それ以外の情報を出
してもらわないと審議できないですよ。出すと言
ってくださいよ、そんなことぐらい。
○平井国務大臣 議員の御要望どおりのものが出
せるかどうかも含めて検討させてください。
○本多委員 きちんと理事会で協議してください。
○木原委員長 理事会にて協議をいたします。
○本多委員 私、この経緯、全然納得していませ
んから。こんな紙、昨日の十九時にもらって、い
つ閣議決定したのか、いつ議運が開かれたのか、
それも分からない、与党審査はいつやったのかも
分からない紙を昨日の十九時にいただいて、こん
なことで時間を奪われて、本当に不愉快です。
それから、この法案の問題点に入っていきたい
と思いますが、中身の前に、私、今日、これを持
ってきたんですよね。これは基本資料です。法案
の資料と、調査室が作った資料がこのピンクの方
です。こんなに束ねているんです。

通告していませんけれども、大臣、今回これを
ここで採決すると、何本の法案が改正されるか、
把握されていますか。
○平井国務大臣 数でいいますと、基本的には五
本。しかし、整備法の中に四十九本、そして……
（発言する者あり）四十九と私は記憶しています
けれども。
それで、これはいろいろなところで、跳ねる改
正というものはいろいろなところにあるというふ
うに思いますが、基本は五本、あと総務委員会に
関わっている一本、ですから、改革関連法は大き
くは六つ。整備法の中が、正確な数は今ぱっと言
えませんが、相当な数があるということでありま
す。
○本多委員 大体中身が変わるのが六十本ぐらい、
自動的に当てはめて変わるのが八十本ぐらい、百
四十本ぐらい。つまり我々は、各委員会で、農水
委員会であるとか経済産業委員会であるとか、三
時間、五時間、十時間かけて改正をしていく法案
が、こんな、百四十本も束ねられているんですよ。
（発言する者あり）
○木原委員長 不規則発言を控えるようにお願い
いたします。
○本多委員 中身が変わるものも六十本あると申
し上げました。そちらから発言しないでください、
あなたと議論しているわけじゃないんですから。
そういう法案を束ねてきて、ましてや、いいで
すか、そこに、今変えられる法律、それぞれの分
野の議員にとっては大事なものがたくさん入って
います。私にとっては、例えば個人情報保護法。

つまり、これは制定のときでも国会をまたいで成
立している法案ですよ。そういうもの。それから
マイナンバーカードも、何度も何度も議論をして
国会をまたいで成立しているような大きな法案が
束ねられているんですよ。
こういう、まずデジタル庁をつくるとか、そう
いうところを一個一個分けてきちんと議論したら
どうなんですか。こんな巨大な、束ね法案はいろ
いろ見てきました。それを常に私たち、野党であ
ると特に批判をしてきましたし、いろいろなケー
スはあると思います、事情もあると思いますけれ
ども、今回のはこれはひど過ぎると思うんですけ
れども、大臣はそういう認識はないんですか。
○平井国務大臣 デジタル改革関連五法案は、や
はり、デジタル社会の形成についての基本理念を
定めるデジタル社会形成基本法と、デジタル社会
の形成に関する施策を迅速かつ重点的に遂行する
ためのデジタル庁の設置法案を中心に、これらと
密接に関係する法制上の措置を我々今回しようと
考えています。
このデジタル社会の形成のための企画立案、総
合調整というのは当然なんですが、マイナンバー、
マイナンバーカードや公的個人認証というのはデ
ジタル化の基盤なので、これは是非一緒に整備を
させていただきたいというふうに思っております
し、デジタル庁が推進する、デジタル社会の形成
に不可欠となる、例えば、個人情報保護委員会に
官民の個人情報制度が一元的に所管されて、個人
情報の保護と利活用のバランスの取れた社会を実
現するための個人情報保護法の見直し、そして、
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これは規制改革の分野になるんですけれども、デ
ジタル化を活用した社会の実現に向けた書面、押
印の見直し、デジタル庁が所掌するマイナンバー、
マイナンバーカードや公的個人認証に関する法律
等を一括して整備法として今回出させていただい
ています。
これは、例えば今回の預貯金口座に関しても、
やはりこれは多くの皆さんから、去年……（本多
委員「そういう議論は後でするので、短くしても
らえませんか」と呼ぶ）はい。
結論から言うと、この五つの法案、大きくは五
つの法案は、相互に密接不可分であることから一
括審議をお願いしている。ただ、白表紙がそんな
に大部になるのは、これは日本のやはりデジタル
化の遅れもあるなと最近つくづく思っています。
○本多委員 それでは、少し中身の話をしたいん
ですが、ちょっと通告していませんけれども、大
臣はジョージ・オーウェルという人が書いた「一
九八四年」、「一九八四」という小説をお読みに
なったことはありますか。
○平井国務大臣 読んだかもしれませんが、今思
い出せません。
○本多委員 デジタル監視社会について先ほど今
井議員から指摘がありました。そういう社会には
しないということなんですけれども、まさにこれ
は一九四〇年代に英国の作家が書いた小説で、私
は大学時代に読みました。つまり、これだけＩＴ
技術が進歩する前に全体主義国家で双方向で見ら
れるテレビが国民を監視し、それで国民が監視を
される社会というのを描いていて、一九八〇年代

に読んだ私はこういうのはＳＦだと思って読んで
いたら、その後の三十年、四十年でそういうこと
が可能になってしまったわけです。
私、この後に中国の認識を聞こうと思っていた
んですが、先ほど今井議員に、きちんと認識をさ
れていたので安心をいたしました。国名は避けま
すとか、そういう答弁をされるんじゃないかと心
配していたんですが。
中国が非常にデジタルを使って、国民にインタ
ビューをしたり、私も友達に聞いてみるんですよ、
あんなスコアリングをされて、町じゅうに監視カ
メラがある社会はどうなんだというと、もちろん
自由に物が言えないところもあるのかもしれない
ですけれども、でも、テロが減ったとか犯罪が減
ったとか、プラス面を言う。ある意味そういう現
実があるんですが、そういう社会にはしたくない
という大事な確認はできたんです。
ところが、私、平井大臣は少し甘いと思うんで
すよ。中国は、そういうことを、犯罪を起こさせ
ないためにやるんだとある意味宣言をしています。
法律も作っています。国民もある程度分かってい
ます。監視をされている。私は嫌ですけれどもね、
そういうところに住むのは。しかし、大臣、世界
では別にそういう宣言をせずにやっている国もあ
るんです。その代表例がアメリカなんです。
スノーデンという人のことを御存じですよね。
○平井国務大臣 はい。映画も見せていただきま
した。
○本多委員 政府は、今公式には、アメリカの国
家安全保障局が、要するにテロに対するものとか、

いろいろ調べるのは、いろいろな法律を作りまし
た。ところが、それに乗じて、法律の規定もない
のに、一般国民のインターネット、何を見たか、
メール、こういうところまで、特定の人に絞るの
ではなくて収集をしていた。これはさすがに告発
をしなきゃいけないということで、命の危険、二
度と祖国に戻れない危険も冒してこのことを告発
したんです。
平井大臣はアメリカにおいてこういうことが起
こったということは想定できると思われますか。
証拠はもちろんあるとは思わないですけれども、
あれだけの覚悟をして、証言をして、たくさん事
実関係と符合する文書も私は読んでいます。アメ
リカにおいてこういう監視社会みたいなものが一
時期、今もなのかもしれませんが、起こっていた
という認識はありますか。
○平井国務大臣 それは私の所管ということでも
ないのでちょっと答えづらいんですけれども、ア
メリカも、やはりテロ対策という意味で、あらゆ
る機関がそういうテロを防ぐということでいろい
ろな活動をしているというふうには理解をしてい
ます。
○本多委員 映画も見られたということですから、
つまり、宣言をしてやっている中国のような監視
社会も怖いけれども、別に捜査当局の個人個人は
みんな、九・一一みたいなことを見てしまったら、
テロを防がなきゃという善意の塊だったかもしれ
ない、善意の積み重ねだったのかもしれないです
よ。しかし、スノーデンが告発するような事実上
の監視社会が世界で一番自由を重んじている国で
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秘密裏に起こってきた、起こっていた可能性があ
る。
このことを、今回こんな分厚い、私は全部チェ
ックしたいですよ、本当に国民を監視する条項が
ないのか。この分厚さの中に隠れていないといい
と思いますが、それは時間が必要ですよ。この間
もらったばかりなので、これ。訂正も来たばかり
なので。だから、中国だけじゃないんだ、自由主
義国家においてもそういうことが起こっているん
だということをしっかり認識をしてこういう法案
を提出をされているということでよろしいですか。
○平井国務大臣 私も大臣になる前に、デジタル
化を推進ということで、いろいろな各国の皆さん
とお話をしたりいろいろする中で、中国型、ヨー
ロッパ型、アメリカ型といろいろあると思うんで
すが、セキュリティーとそして情報の管理みたい
なものの議論はいろいろあると思います。私が感
じているのは、日本が一番そういうことに抑制的
であり、逆に、海外からはちょっとイノセントだ
と言われるという状況でもあると思います。
そういう意味で、日本というのは、やはりこれ
から非常に、政府の情報の管理の一元化に対して
も、これだけ配慮をしたシステムのつくり方とい
うのは、普通の国だったらやらないと思います。
そういうところまで配慮をしているので、委員の
御心配のようなことは日本が一番ないんだろうと
いうふうに思います。
○本多委員 ちょうどいい前振りをしていただい
たので、本当にそうなのかという例で、今日は防
衛副大臣に来ていただいているんです。

スノーデンの出したファイルの中に、二〇一三
年四月八日の文書に、アメリカの国家安全保障局
は、今度、防衛省情報本部電波部に講師を派遣を
する、その講師には、以前提供したＸキースコア
というソフトウェアを使っていろいろ講習をする
という記述があります。
Ｘキースコアは何か、御存じですか、大臣は。
○平井国務大臣 申し訳ありません、存じ上げま
せん。
○本多委員 要するに、スパイのグーグルと呼ば
れていて、アメリカ国家安全保障局でこのＸキー
スコアに、例えば、平井、批判とかと入れると、
平井大臣を批判している私のような人間がずらっ
と出てくるという装置なんですね。
ということは、防衛省は、私は、いろいろな相
手国の電波などを傍受している、これは防衛のた
めに必要なものだと思います。場合によってはそ
れはネット情報もあるのかもしれませんが、イン
ターネットのメールの情報は防衛省といえども見
ては駄目なんだと思いますが、そういうことはし
ていないですよね。
○中山副大臣 ありがとうございます。
スノーデンＣＩＡ職員が不法に持ち出したとさ
れる出所不明の文書の内容を前提とした質問とい
うことであれば、コメントはその点については差
し控えさせていただきますが、防衛省におきまし
ては、我が国の防衛に必要な情報を得るため、我
が国上空を飛来する軍事通信電波や電子兵器の発
する電波などを全国各地の通信所などで収集、整
理、分析をしているというのは、今委員の御指摘

のとおりでございます。
電波情報業務の具体的内容につきましては、将
来の効果的な情報活動の支障となるおそれがあり
ますことから、お答えを差し控えさせていただか
なければなりませんが、防衛省・自衛隊におきま
す情報収集活動は、我が国の防衛に必要な情報を
得るために行っているものでありまして、委員が
御懸念をお持ちのインターネット上のメールの傍
受を含め、一般市民の監視を行っているものでは
ないということでございます。
○本多委員 平井大臣もちょっと聞いていただき
たいんですけれども、この質問というのは実は共
産党の宮本徹議員が過去に委員会でしていまして、
今副大臣が読み上げた答弁を三回、同じことを政
府委員が答弁しているんですね。
ただ、私、点の打ち方がよく分からないので、
日本語の読み方を教えていただきたいんですよ。
いいですか。
何度も言っている同じ文章、「防衛省・自衛隊
におきます情報収集活動は、」ここまでいいです
よね、「我が国の防衛に必要な情報を得るために
行っているものでありまして、」これもいいです
よね、「インターネット上のメールの傍受を含め、
」ここから分からなくなるんですよ、いいですか、
「インターネット上のメールの傍受を含め、一般
市民の監視を行っているものでは全くありません。
」
これは、情報収集はしています、インターネッ
ト上のメールの傍受を含め、一般市民の監視を行
っているものでは全くありませんと書いているん
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ですけれども、一般市民の監視というと、定義が、
一般って誰なんだ、本多みたいに与党とか政府の
悪口ばかり言っているやつはしていいのかとか、
一般って誰なんだとか、監視のため、監視のため
じゃないですよ、情報収集のためですよとかと目
的を変えたら、インターネット上のメールの傍受
はやっているんですか。つまり、インターネット
上のメールの傍受もやっているけれども、市民の
監視のためのものではないというふうに読むのが
正しいのか。
インターネット上のメールの傍受なんというの
は私はやっちゃ駄目だと思うんですよ、実は法律
がないので、今。通信の秘密ですから、これは。
電波と違いますからね。電波はある程度可能な法
理論を私も勉強しましたが、残念ながら、通信は、
警察でさえ、犯罪を限って条件を課しているわけ
です。
これは今できないはずなんですけれども、メー
ルの傍受も含め、一般市民の監視を行っているも
のでは全くありません、この読み方はどう読んだ
らいいんですか。
○中山副大臣 今御指摘をいただいたような形で、
まず、先ほども申し上げさせていただきましたけ
れども、一般の市民の監視を行っているものでは
全くないということでございますので、先生が御
懸念をお持ちのような形でのインターネット上の
メールの傍受も含めて、そういったことは、御懸
念のようなことはないということを申し上げてお
きたいと思います。
○本多委員 一般市民の監視のためではないイン

ターネット上のメールの傍受は行っているんです
か。
○中山副大臣 基本的には、日本の民主主義国家
というのは公開が前提である、全ての情報は公開
されるべきだというふうに思っております。
他方で、そういったものが国家的なリスクにな
る場合においては、この部分に関しては差し控え
なければいけない答弁というのもあるということ
でございます。御理解いただきたいと思います。
○本多委員 平井大臣、これが今の日本の、今日、
私、安全保障委員会にも所属していますので、や
っているということをお認めになったんですが、
それは法的な、通信の秘密を、いいですか、つま
り、警察や検察に、私個人は、通信傍受法、かな
り反対なんです。当時の野党は牛歩戦術までしま
した。今、部分的には、日時がたって、薬物犯罪、
しかし、これ、もし防衛上必要なら要件を絞ると
か何かしないと、今、憲法違反のことをやってい
ることになっちゃいますよ、いいんですか。
○中山副大臣 防衛省のこういった情報収集、分
析というのは、基本的に、国防、安全保障に資す
るものに限られているということでございます。
先ほど来申し上げていますように、インターネ
ット上のメールの傍受、こういったもの、そして
また一般市民の監視というのは行っているもので
は全くありませんということでございます。
○本多委員 本当に、一般市民ってどういう定義
なのか。監視のためではないけれども、情報収集
のために一般じゃない特殊な市民の傍受を行って
いるとしたら、これは、防衛のための切り分け、

立法もないです。平井大臣、デジタル庁は防衛省
も勧告権限、出せるんですよね。今聞いていてど
うですか。
つまり、日本政府は、私、北朝鮮軍の飛んでい
る電波を聞くのを駄目と言っているわけじゃない
ですから、勘違いしないでくださいよ。しかし、
メールをやり始めたら、通信の秘密との関連が出
てくるんじゃないんですか。それはいいんですか、
平井大臣、こういうことで。
○平井国務大臣 デジタル庁は政府情報システム
の整備、管理を担うんですけれども、デジタル庁
設置法案において、国の安全等に関する情報シス
テムは対象外、除外するということになっている
んです。
そういう意味で、防衛省のバックオフィスの一
般的な業務のシステムは見ますが、安全保障に関
わるところは我々の担当外ということになります。
○本多委員 大臣、いいですか、中国はデジタル
監視社会と言っていて、アメリカでも一定のこと
がテロ対策で行われていると言って、日本にも疑
惑はあるわけです。今日、大臣、副大臣の答弁を
聞いていただきましたよね。これは、もしかする
と必要なこともあるかもしれないけれども、法律
がないまま、憲法に関する、メールの傍受を行っ
ている疑惑が出ているんですね。
ですから、何か日本だけ、それは政府の失策で
この二十年遅れてきたというのは、政府のデジタ
ル化とか、絞って言えば、それから民間の方から
見たら、規制緩和をここはしてほしい、私はそれ
は否定しませんよ、一個一個やればいいと思って
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いるのを、こんな何か束ね法案で、デジタル社会
形成基本法って、まず私は名前からしてすごく不
可解なんですよ。社会を法律で形成をしていく。
社会って元々あるものだというのが私の考えなん
ですよ、自由主義社会において。
例えば、言葉尻で言うと、男女共同参画社会な
んていうのは、まあまあ、それはいいでしょうと
思うんですけれども、私はデジタル社会に住みた
いかというと別に住みたくないんですよ。社会と
ついている法律ってそんなに数があるわけじゃな
いんですよ。なぜこの社会だけ政府がわざわざ社
会を形成しなきゃいけないんですか。
○平井国務大臣 形成とは形ができ上がることや
形作ることを一般的に意味するという意味で、形
成と社会を組み合わせている用例は、法律の名称
で用いている例えば高度情報通信ネットワーク社
会形成基本法、ＩＴ基本法ですね、この法律の前
のやつ、及び、循環型社会形成推進基本法を始め、
複数あるんです。
今回は、高度情報通信ネットワーク社会形成基
本法に次ぐ法律ということで、そのまま形成とい
う言葉は使ったところであります。
○木原委員長 本多君、時間が来ておりますので、
お取りまとめください。
○本多委員 そういうことをおっしゃると、じゃ、
質問させていただきますけれども、私はそういう
発想じゃないんですよね。
○木原委員長 本多委員に申し上げます。時間が
来ておりますので、おまとめください。
○本多委員 高度情報通信ネットワーク社会とい

うのは二〇〇〇年に作ったＩＴ基本法でつくろう
としたけれども、つくれたんですか。
○平井国務大臣 これは、だから、ＩＴのインフ
ラを中心に皆さんが高度情報通信ネットワークに
参加できるようにということが目的だったので、
それはある程度達成できていると思います。
しかし、それを使い切れなかったというところ
が日本の一番弱みだというふうに思っていて、使
えるネットワーク、そして、もうインターネット
を使うことが前提の社会に変わってしまったので、
考え方をバージョンアップしようというのが今回
の法律だと考えています。
○本多委員 時間が来ましたので終わります。
引き続き、機会があれば質問させていただきた
いと思います。
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