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主旨；本研究は、日本における聴覚障害者の電話に関する課題を先進諸外国の動向と比

較することにより、多様な視点から課題を明らかにしようとするものである。先進諸外国

の聴覚障害者に対する電気通信政策は、ユニバーサルサービスの確保および公共の有効利

用としてのスタンスが底流にあるが、日本の政策展開はこの流れに依然として乗れない状

況にある。本研究では、先進諸外国の聴覚障害者の電話サービスの知見を交差させながら、

聴覚障害者の電話サービス運営においてどのような保護が行われているのか、基礎的視角

を抽出し、電気通信の活用をめぐる問題を社会福祉的、公共的および通信技術の位置付け

という視点から照射するものである。さらに日本のユニバーサルサービスの意義、重要性

を改めて整理し、そのための対策として今後の方向性を示唆していく。  
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１ はじめに 

近年では、電気通信分野におけるユニバーサルサービス制度が唱えられてから久しい。 

ユニバーサルサービス制度は聴覚障害者1に対しても本来的なサービスを機能的に開かれ、

公共性としての通信確保および技術進歩に加昧した機器の開発に発揮していることが世界

的潮流となっている。そこで、聴覚障害者の電話サービス2運営におけるユニバーサルサー

ビスの確保に着目し、日本が海外の事例と比べて電気通信政策の「公共性の確保」におい

て、どの程度の違いがあるかを検討する。本稿では、先進諸外国における聴覚障害者の電

話通信政策を事例として、その政策の背景や成立過程についての整理を行う。 

最近、日本では電話サービス運営としての電話リレーサービスの動向が注目されている。

2001年からスタートした独立行政法人情報通信研究機構（以下、NICT）の情報バリアフリ

ー補助金を契機とする民間の台頭といった好材料にも注目している。しかしながら、電話

リレーサービスの研究は、まだ物理的、空間的蓄積が尐ないところが多く存在する。つま

り、電話通信サービスが聴覚障害者誰に対して、機能的に開かれていないことに対する構

造を明らかにし、聴覚障害者も電話サービスの利用についての議論が必要だと考える。 

本稿で構想しているユニバーサルサービスは、「公共性の確保」のもとに、聴覚障害者に

対しても本来的なサービスを機能的に開かれるという筋道を立てるものである。 

その作業を通じて、第一段階として、電話通信サービスにおいて社会的不利な状況にお

かれている聴覚障害者に、日本における公共性の高い電気通信サービスの「公共性の確保」

により、電話利用の普及ができる方策を探ることと、ユニバーサルサービス制度による聴

覚障害者電話通信の構築にも焦点にあてて考察する。 

 

２ 問題意識と研究目的 

本研究の意義は、公共性の観点から聴覚障害者に対する電気通信政策の構築を研究する

点にある。そのために、日本の電気通信政策の主要な課題を読み解くことはユニバーサル

サービス研究にとっても大きな意義があると考えられる。これまでの多くの通信政策の研

究では見過ごされてきた視点から、筆者はこの研究を日本の聴覚障害者の電気通信政策の

動向と展望を考察することを目的とする。 

ユニバーサルサービスの議論は、日本の電気通信政策の構築にとってきわめて大きな意

味を持っており、日本においても、丸山真弘（2000）、西田達昭（2000）、福家秀紀（2002） 

など多数の先行研究が存在する。しかし、前述のように聴覚障害者を対象とした電話サー

ビス運営を公共性の観点からとらえたら研究が制度的、料金的政策などに比べ、非常に尐

ない。そればかりでなく、聴覚障害者の電話サービスという視点を見過されてしまう危険

性もみられる。 

先進諸外国のなか、アメリカの電気通信政策に関する研究では、リハビリーテーション

                                                   
1 日本の聴覚障害者の数は、厚生労働省によれば、聴覚障害者の 343千人である。 

（平成１８年７月１日現在）http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/shintai/06/dl/01_0001.pdf 
2 アメリカ電話事業における消費者保護政策の一考察 経済科学通信 1992 pp62 



法3と障害をもつアメリカ人法（以下、ADA法4）の成立過程やユニバーサルサービスの議論

に関するものなど、多数の理論的あるいは実証的な研究が蓄積されている。 

そこで本稿は、ユニバーサルサービスとは、「公共性の確保」をもとに、聴覚障害者に対

しての電話サービスに着目し、機能的に開かれるという、電気通信政策の構築の方法を導

こうというところに特徴がある。 

 

２－１ ユニバーサルサービスとは 

ユニバーサルサービスについては、1991年のOECDのレポートでは、固定電話市場におけ

るユニバーサルサービスの定義を、全国どこに住んでいても電話を利用できること

（universal geographical Availability）、誰でも経済的に電話を利用できること

（Affordability）、均質サービスが受けられること、料金の差別的な取り扱いがないこと

（Nondiscrimination access）のようになっている。 

ここでは、「経済的、身体的、地理的な条件に左右されることなく、国民のだれもが負

担可能な料金で優れた通信・情報サービスにアクセスできる」とする。このように、電話

は、誰でもが一定の品質のサービスを利用しやすい料金で提供しなければならないことで

あり、聴覚障害者の通信利用という観点からも考える必要がある。筆者は以前、NPOに身を

置き、電話通信サービスに対する推進の一つとして、携帯電話のTVコールという通信仕様

で電話リレーサービスを世界で初めて実施した。また、聴覚障害者のニーズに答えていく

ためには、公衆電話に対する電気通信政策に関する議論も求められている。従来、公衆電

話は社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から設置されている。

しかし、この第一種公衆電話は、聴覚障害者の間では使えないという制約に触れていない

ことは、これまでにも指摘されてきた。でも、この公衆電話は聴覚障害者の通信利用を促

進する源泉であり、ユニバーサルサービス制度を担う重要な基盤である。考察の順序とし

ては、まずこの章において、電気通信事業法（以下、事業法）および日本電信電話株式会

社等に関する法律（以下、NTT法）に規定されたユニバーサルサービス概念について検討す

る。第3章に日本の電気通信政策の仕組みと実態を概観する。次に、聴覚障害者の電気通信

政策との関連などの見地から、海外の事例と併せて問題を取り上げていく。最後に日本の

ユニバーサルサービスの新たな確保策と今後の課題について述べる。 

 

２－２ NTT法第3条5（責務）の規定 

固定電話におけるユニバーサルサービスが、日本電信電話株式会社（以下、NTT）もしく

                                                   
3 1973年制定 障害者を含むアメリカ国民に対してリハビリテーションサービスを提供すつための基本的な法律 
4 1990年制定 障害者に対する差別的な取り扱いを包括的に禁止することを目的 
5第３条 会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たっては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配

意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な供給の確保に寄与するとと

もに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及び

その成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めな

ければならない。 



はNTT東日本・西日本（以下、NTT東西）の責務であると定められている。固定電話におけ

るユニバーサルサービスが法律で課されている理由は、条文にもあるとおり、電話が「国

民生活に不可欠」なサービスだからである。ナショナルミニマムとして固定電話サービス

は、あまねく公平に提供されなければならない。特定の消費者にのみ提供することではな

く、あらゆる地域で電話に加入でき、全ての消費者が加入できるような価格で提供されな

ければならないということである。 

 

２－３ 事業法第7条6（基礎的電気通信役務）の規定 

電話に関するユニバーサルサービスとは、事業法第7条において「国民生活に不可欠であ

るため、あまねく日本全国における提供が確保されるべき」と定められているサービスと

している。具体的なサービスは以下のとおり述べている。 

総務省令（電気通信事業法施行規則第14条）において、加入電話のうちの加入者回線（基

本料）、特例料金が適用される離島特例通話及び緊急通報（警察110番・海上保安庁118番・

消防119番）、公衆電話のうちの社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保す

る観点から設置される第一種公衆電話について、当該公衆電話から利用可能な市内通話、

特例料金が適用される離島特例通話及び緊急通報の各サービス（警察110番・海上保安庁118

番・消防119番）のが指定されている。なお、平成23年4月の改正により、加入電話に相当

する光IP電話が新たにユニバーサルサービスの対象として追加された。 

 

３ 日本の聴覚障害者に対する電気通信政策の現状 

本稿は、日本における電気通信政策の実態の経過説明をしなければならないと考えるの

は、ユニバーサルサービスの確保および公共の有効利用としての公衆電話の取り扱いであ

り、必要な範囲で簡単に示しておく。 

 

３－１ 電気通信政策の推移 

かつて1984年の事業法の成立と、1985年の電電公社の民営化、NTTの発足、同年にはDDI、

日本テレコム、日本高速通信が長距離通信市場に参入した。そして、1989年には国際通信

市場への参入が始まった。この長距離通信や国際通信市場は、1990 年代を通して競争が促

進されていった。次に移動体通信事業が1992年に分離し、その後自由化が90 年代中頃に始

まった。最後に、NTT本体が、1997年にNTT東西とNTTコミュニケーションズ（以下、NTTCOM）

に分離され、日本で始めての持ち株会社方式によるNTTが誕生した。また、2000年以降、急

速にインターネットが普及し、各ISP 間で競争がなされている。こういった競争が当たり

前の電気通信市場において、最後まで市場が開放されてこなかったのが地域通信市場であ

る。前述の電電公社が民営化になるまでは、電電公社が地域通信・長距離通信、KDDが国際

                                                   
6第７条 （国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める

電気通信役務をいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければなら

ない。 



通信といった、それぞれが法的独占の下で、独占的に供給しており、特に電電公社におい

てはユニバーサルサービスを旗印に、日本全国に電話線を引き続けていた。ナショナルミ

ニマムであるサービスを供給するのは必然的なこととされ、誰がどのように供給するかを

議論する理由にならなかったため、ユニバーサルサービスが大きな問題になることはなか

った。また、独占的にサービスを供給していたために、採算性のよい地域から不採算地域

への内部相互補助という仕組みに支えられ、サービスが不安定になることはなかった。民

営化以後も、地域通信市場での競争は進まずNTTは、安定的にユニバーサルサービスを供給

することができたのである。NTT東西は、このユニバーサルサービスによって、採算地域か

ら不採算地域に地域間の補填を行うことで、その提供が確保されてきたことがわかる。 

競争事業者の参入により、都市部等の採算地域を中心に競争が進展し、NTT東西の自助努

力だけでは、ユニバーサルサービスの提供を維持することが困難になり、不採算地域にお

いては、利用者の利便性を確保する課題が生じた。その結果、ユニバーサルサービス基金

制度が2002年に導入された。これは内部相互補助に基づく制度であり、ユニバーサルサー

ビスの提供の確保に必要なコストの一部を、NTT東西以外の事業者も負担する。具体的には、

NTT東西に接続する接続電気通信事業者等が負担金を拠出し、負担の徴収・交付金の交付等

を業務とする基礎的電気通信役務支援機関を通じて、NTT東西に交付金として交付すること

となっている。 

 

３－２ ユニバーサルサービス基金制度の経緯 

2000年12月に発表された「IT 革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在

り方について」の第一次答申において、ユニバーサルサービス基金制度に関して初めて言

及された。その後の審議を経て、2002年6月に省令等が改正されて「ユニバーサルサービス

基金制度」が実施された。この答申では、「今後の更なる競争促進について視野にいれつ

つ、競争政策とユニバーサルサービス政策の在り方について一体として検討する必要があ

るとの観点から、ユニバーサルサービスの提供を確保するための新たな枠組みを早急に整

備する必要がある」と提言された。これらの審議の結果、2002年2月に「第二次答申」が出

され、ユニバーサルサービス基金制度の骨格がまとめられた。 

この制度に対する法的な規定は、NTT 法第3条であり、NTT もしくはNTT東西に「基礎的電

気通信役務」の「あまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保」が義務

づけられている。しかしながら、この制度は2005年度まで一度も基金が実行されたことは

なく、下記で述べる「ユニバーサルサービス制度」に変更された。 

それは、2001 年のマイライン制度の導入、長期増分費用方式導入によるアクセスチャー

ジの見直し、2003 年のドライカッパの開放に伴う直収電話サービスへの新規参入、IP 電

話の普及によって、固定電話市場での競争が活発化した。これに伴いNTT の収益が年々減

尐し、今後ユニバーサルサービス基金制度で内部相互補助によるユニバーサルサービスが

困難になる危険性を鑑み、2007年1月よりベンチマーク方式を採用する「ユニバーサルサー



ビス制度」が施行され、１電話番号あたり７円が基本使用料に加算されることとなった。 

 

３－３ ユニバーサルサービス制度の経緯 

ユニバーサルサービス制度は、2005年10月に答申がまとめられ、2006年4月には省令改正

によって誕生した。「ユニバーサルサービス基金制度」からの変更点は補填対象から市内

通話サービスが除外、固定電話における競争の進展で、NTT の収益に関係なくユニバーサ

ルサービス維持の為の費用を該当する各社で負担となっていた。また、音声サービス全体

における競争の進展も加えた。このように、ユニバーサルサービス基金制度の見直しの根

拠は、地域通信サービスのなかには、ユニバーサルサービスを提供することが望ましい基

礎的な役務が存在する為、独占を許す一方で安定的なサービスの供給を義務付けてきた。 

しかし、2000年の『IT 革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方に

ついて』の中で地域通信市場の競争導入が発表され、それに伴う市場開放がなされた。ユ

ニバーサルサービスが供給されないリスクが高まり、ユニバーサルサービス基金制度やユ

ニバーサルサービス制度という、基金制度が導入されることとなった。NTT東西が加入電話

などのユニバーサルサービスの提供を確保するために必要な費用をNTT東西だけでなくNTT

東西のユニバーサルサービス提供設備と接続等することによって受益する電話会社全体で

応分に負担する仕組みとなっている。つまり、ユニバーサルサービスの提供の確保はNTT東

西の法律上の責務とされ、これまでは、NTT東西自身の負担で維持されてきたが、最近の携

帯電話やIP電話の普及および新サービスの登場、電話サービスの競争の進展等により、山

間地をはじめ採算がとれない地域では、今後、NTT東西の負担だけではユニバーサルサービ

スの提供を確保することが難しくなるおそれがあるとしている。 

昨今、携帯電話を一人2台もつ時代を迎えているといわれており、移動体通信市場では、

1990年代後半から爆発的に普及している。表１をみてわかるように、2012年3月の集計では、

すでに携帯電話の契約者数が固定電話の契約者数を上回っている。 

 

表１ 電気通信サービスの加入契約数の推移           (万加人) 

 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

固定電話 5808 5515 5123 4732 4334 3957 3595 

移動電話 9648 10170 10734 11205 11630 12329 13276 

OABJ型電話 1145 1448 1754 2022 2317 2580 2848 

出所：総務省「電気通信サービスの加入契約数等の状況（平成24年3月末）」から抜粋の上、

筆者作成 

 

また、表２の通信回数においても先述の携帯電話の契約者数の増加により携帯電話の回

数の増加がみられた。現在においても携帯電話が市場の中心を占めているため、固定電話



のほか、公衆電話の台数7も減尐しており、かなり厳しいものに陥る状況に鑑み、この枠組

み、有効活用の維持も必要であろう。 

 

表２ 通信利用回数の推移                        （億回） 

 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

固定系 637.3 596.2 546.4 481.7 432.3 385.4 350.9 

移動系 539.3 544.9 551.8 569.8 580.9 608.7 611.2 

IP電話 34.7 58 72.9 85.8 99.2 112.4 121.8 

出所：総務省「トラフィックからみた我が国の通信利用状況（年度）」から抜粋の上、筆

者作成 

 

３－４ わが国の聴覚障害者に対する電話通信政策とその動向 

ユニバーサルサービスは、前述のとおり、根源的には、誰でもが一定の品質のサービス

を利用しやすい環境で提供しなければならないことであるにもかかわらず、聴覚障害者の

通信の利用にはまだ社会的不利な状況におかれている。電話の利用ができること自体が大

切なことであるが、わが国の電気通信事業者の動きを見渡したところ、聴覚障害者に対す

るユニバーサルサービスを大きく取り上げるなることはなかった。まず、NTT東西の事業展

開をみてみると、NTT東西は、CSR活動の一環として、音声通話の相手と連絡をとるための

コミュニケーションツール「電話お願い手帳（以下、本手帳）」の発行をNTT東西の各支店

をはじめ地方自治体や福祉団体等を通じて、毎年続けている。これは、電話の相手とのや

りとりのお手伝いを可視化するようなものである。この事業展開は30年も続けているとい

う。CSR活動の一環としてすっかり定着した感すらある。しかし、この聴覚障害者にも電話

を使ってもらえる事業展開という観点は、公衆電話のうち、音声電話のほかに、聴覚障害

者用電話を加えるにも考えられる。ユニバーサルサービス制度は、電話リレーサービスの

ほかに、どこでも聴覚障害者用電話があることが重要となってくる。聴覚障害者に対して

ユニバーサルサービスとして取りくまなければならない課題に比べれば、本手帳の配布は、

格段に簡便だといわざるをえない。 

 NTT東西によれば、2013年度は本手帳が約19万部発行しているという。NTT東西は、本手

帳のことを以下のように案内している。 

①発行の目的等について 

本手帳は耳や言葉の不自由な方が、外出先で電話連絡等を行う必要が生じた際に、用件や

連絡先等を書いて近くの方に協力をお願いするためのコミュニケーションツールです。昭

和58年に千葉県の流山電報電話局（当時）に寄せられたお客様のご要望をヒントに発行し

て以来、毎年内容を充実させながら継続して発行し、今年で31年目となります。本手帳に

は、電話に関するお問い合わせ、ご注文をファクスで承る「ＮＴＴふれあいファクス」の

                                                   
7平成 12年は 707,233台だが、平成 23年は 231,038台 （平成 24年度情報通信白書） 



案内や、災害・緊急時に役立つ「災害用伝言ダイヤル（１７１）」「災害用伝言板（ｗｅ

ｂ１７１）」の情報等も掲載しています。 

②配布方法について 

ＮＴＴ東西の各支店等をはじめ地方自治体や福祉団体等を通じて本手帳を配布するほか、

昨年に引き続き、ダイエー様、イトーヨーカドー様、イオングループ様などにご協力いた

だき、各店舗にて配布します。 また、より多くの方々に本手帳についてお知らせするた

め、リーフレットやポスターも作成・配布します。特に、リーフレットには、耳や言葉の

不自由な方々へのご理解を深めていただくことを目的に、耳や言葉の不自由な方々が日常

感じている不便さやコミュニケーション方法、留意点などを記載しています。 

本手帳は地球環境に配慮し、手帳カバーには、燃やしてもダイオキシンが発生しない素

材（ポリオレフィン）を、手帳本体にはリサイクルペーパーを使用しています。 また、

昨年に引き続き、耳や言葉の不自由な方のコミュニケーション手段として、ファクスを簡

単にご利用いただくためのファクス送信用紙「ふれあい速達便」も本手帳と同時に発行し

ます。とアピールしている。 

ファクスに関しては、1980年代中から、聴覚障害者の家庭に設置し、大幅に普及したと

いう点においてはわが国の象徴的な通信手段と言える。現在、携帯電話のメールがライフ

ラインとしての通信確保となっているが、当時ではファクスが聴覚障害者の生活を大きく

向上し、社会参加が飛躍的に促進したようにみえたが、音声電話の相手との通話は不可能

といった制約がある。現時点で存在する中間サービスは、大まかに分類すると、表３のよ

うになる。M社が1987年よりファクスで中継を行うサービスを提供しはじめ、利用者間では

好評であったが、事前利用登録するという会員制をとっており、現在、ファクス以外、メ

ールの受付も行っている。また、P社はテレビ電話を利用したビデオリレーサービスや、チ

ャット、メールなど列挙している代理電話サービスを提供しており、これも会員制である。

また、P社は、A社という航空会社からの受託事業も行っている。受託理由は、A社によれば、

自社内では対応しきれないため任せているという。この場合、電話リレーサービスとユニ

バーサルサービスが示す意味との関係がわかにくくなってしまう恐れがあり、ユニバーサ

ルサービスの確保と、公共性の観点からみれば、やはり論究が必要であろう。 

表３ 中間サービスへの通信手段 

回線 サービス 会話手段 通信方法 同期性 

有線（銅線） FAX  文字 音声と同一 なし 

有線（光ファイバー、

ADSLなど高速回線） 

TV電話 手話 パケット交換 あり 

無線（携帯） TV電話 手話 パケット交換 あり 

有線、無線 チャット 文字 パケット交換 あり（一部） 

有線、無線 メール 文字 パケット交換 なし 

有線、無線 ビデオチャット 手話 パケット交換 あり（一部） 



携帯電話のテレビコールは、発信のほかに、自分への着信も可能で自由度が高い。また、

固定電話へのコールも可能で、電話リレーサービスとしての機能も果たすことができる。

近年、スマートフォンの普及などで電話のテレビコール機能がついてない携帯が広まって

いるため、将来、サービスが終了するなど、読めなくなる部分がある。日本において、通

信機能の制度や仕組みはどうなっているのか、それに関してどういう議論があるか分から

ない状況にある。また、TV電話の電話料金に関しては、音声より割高であり、聴覚障害者

の通信コストの負担が大きいこともあり、やや乱立している状況にある。 

 

４ 聴覚障害者へのユニバーサルサービス先進諸外国の事例研究 

本章の先進国外国の事例は、電気通信政策の「公共性の確保」において、どのような聴

覚障害者の電気通信サービス運営の保護が行われているのか、日本および先進国海外のユ

ニバーサルサービスにおいてどのような展開されているのか、その比較をしながら、今後

検討すべき事項を提示したい。 

 

４－１ アメリカの電気通信政策 

ユニバーサルサービスという概念は、20世紀初頭のアメリカで考えられたものであり、

当初はAT&Tの独占を擁護するために用いられていたといわれている。19 世紀末から20 世

紀初頭にかけ、ベル系と独立系が互換性のない電気通信サービスを展開しており熾烈な加

入者獲得競争が行われていた。この中で、AT&Tが利用者を獲得するためのスローガンとし

て用いられたのがユニバーサルサービスであった。20 世紀半ばから地域通信ネットワーク

費用を、地域通信収入だけでなく長距離通信収入からも補填する「内部相互補助」が行わ

れ、ユニバーサルサービスとしての地域通信サービスの維持が図られていた。しかし、1960 

年代から70 年代にかけて新規事業者参入が認められる構造変化が起こり、内部相互補助体

制が崩れていった。1974 年に電気通信産業が本格的な競争の時代を迎えた。AT&Tの長距離

通信市場における法的独占が否定され、新規参入者にも地域通信ネットワーク費用を負担

するべきだという考えのもと、アクセスチャージによる相互補助制度が生まれた。さらに

1990 年代に入り、競争の浸透により、内部相互補助体制の限界が見えてきた為、競争市場

下でのユニバーサルサービスとして発展させることが必要となった。そのあと、60年ぶり

にインターネット普及とともに改正された1996年電気通信法（以下、96年通信法）によっ

て、劇的に変化を遂げた。この96年通信法は、電話会社とケーブル会社の相互所有規制の

撤廃など、規制緩和と競争促進に重点を置く一方で、新たに高度情報通信をユニバーサル

サービスの内容として取り込み、貧困層と過疎地域居住者に加え、聴覚障害者向けの電話

リレーサービス、学校や図書館といった数多くの公共機関が新たにユニバーサルサービス

の便益受益者となっている。従来の研究では、政策領域の特殊性から、通信政策をめぐる

政治過程は大手電話会社のAT&T や業界団体に独占されており、非営利団体や公共利益団体

の政治参加は限定的であると考えられてきたが、このように限定的ではないという、新し



い役割を果たしている。 

 

１）アメリカの聴覚障害者8間のユニバーサルサービス 

アメリカの聴覚障害者間の通信手段および公衆電話、ユニバーサルサービスで電話リレ

ーサービスが成立するための要件を検討する。前述のとおり、わが国は1980年代にFAXとい

う通信機器が聴覚障害者の間で広まったが、アメリカは1960年代にFAXではなく、TDD9とい

うものが普及していった。TDDは同期で、タイプで入力できるものであるが、音声での会話

と同じ内容で話をする場合、音声よりも多尐の時間が求められる。そのために、通話者間

の距離、たとえば州際間長距離通話だと、同じ会話をするのにTDDによる通話は非常に費用

がかさむことになった。そのために、1977年、FCCに対し、電話通信サービス利用の機会均

等化を目指す動きがあった。そして、聴覚障害者の電話通信に対するニーズに関する調査

を求めた。1981年にAT&Tは、FCCに対して聴覚障害者がTDDで州間長距離通話する場合、州

際間長距離通話の低額を請願した。同年にFCCはこの請願に認可し、TDD利用者に対して料

金を低額にするといった改定を行った。 

以上のように、1960年代から1980年代におけるアメリカにおける聴覚障害者の電気通信

政策についての制度、料金に対して適切なアプローチを決定する経緯がある。 

 また、TDD利用の普及に伴い、音声電話に対して通話をとりたい聴覚障害者が増え、その

ために地域のボランティアプログラムとしての中継が始まった。 この中継サービスはコミ

ュニケーションアシスタント（以下、CA）とよび、電話で通信する人と聴覚障害者と接続

し、CAは、音声とテキストへ、テキストから音声通信を変換する作業を行う。 テキストは、

聴覚障害者のTDD機器に表示される。 この電気通信リレーサービス10で、家族との連絡やピ

ザをオーダーするなどの連絡をスムーズに行うことができるようになり、 1987年に、カリ

フォルニア州がこのためのサービスとして電気通信リレープログラム11を義務化した。他の

州も、独自の州内リレーサービスの設立をはじめた。1990年には、ADA法のタイトルIVで、

すべての州や地域で公衆電話網の通話料やインターネットへの接続料など通信料金以外の

自己負担は一切なく、24時間・365日いつでも利用できるようになっている。州際間通信サ

ービスを行うすべての通信会社がユニバーサルサービス基金への拠出義務を負い、表４か

                                                   
8国勢調査局、NCHSなどいくつかの全国調査機関があるが、ここでは、（SIPP）が定期的に損失や難聴を聞いた人のアメ

リカの人口を識別するデータを調査し、概数では、普通の会話の難しさ約 10,000,000人が難聴であり、近くに 1,000,000

と機能的に耳が聞こえないとしている。 
9 1960年代にテレタイプ（TTY）を開発したロバートバイトプレヒトは聴覚に障害をもつ科学者。 電話の音響カプラを

使っての発明で、受話器レシーバをつかって電話だけで直接お互いを呼び出すことができる。 1970年代後半と1980年代

を通じて、TTYのはるかに小さく、コンパクトになってきた。 
10電話リレーサービスとは、人間のオペレーターが介在して即時双方向の会話を文字やテキストや手話などで中継支援す

るシステム。 
11聴覚障害者と障害者テレコミュニケーションプログラム（DDTP）は、カリフォルニア州議会で義務付けとカリフォルニ

ア公益事業委員会によって管理公共プログラムです。州のマンデーテレオールエンドユーザーサーチャージから運営し

ている。DDTPはカリフォルニアリレーサービス（CRS）と、補助電気通信機器を提供するカリフォルニアの電話アクセ

スプログラム（CTAP）2つのコンポーネントがある。 

 

 



らわかるように電話リレーサービス事業者にサービスの種類によりレート率を設定し実績

時間と計算して、補助するものである。 

 

表４ アメリカ電話リレーサービス利用実績時間              （分） 

種類 2010年1月分 2011年１月分 2012年1月分 2013年1月分 

Interstate TRS ６１４，７１６ ５２１，８２１ ４２３，６３５ ３４８，２７３ 

Interstate CTS 

VCO 

８３３，４２４ １，０８２，３２５ ８９４，４７６ ８５６，１３２ 

IP ４，１８３，１１７ ４，５８９，４５６ ２，６５０，８３７ １，８４４，８５６ 

Interstate STS １３，０２８ １３，８１６ １４，７９９ １６，９０６ 

IP CTS ５１５，８９８ １，５７５，８９４ ２，６５０，８３７ ９，９１２，７５９ 

VRS ８，９８９，７９４ ８，８５２，０１７ ９，１４１，３５１ １０，００３、６４２ 

出所：Rolka Loube Saltzer Associates, LLC (RLSA)から抜粋の上、筆者作成 

 

今日では、従来のようなTDDリレーサービスのほか、テレビ電話を用いたVideo Relay 

Service（以下、VRS）やインターネットを用いたＩＰリレーサービスなど、様々なタイプ

のサービスが提供されている。特に、アメリカ手話によりコミュニケーションしている聴

覚障害者の間では表４をみて分かる通り、VRSの普及が急速に進んでいる。 

①Interstate TRS、IP 

送信も受信もテキストのみで、中継の人が音声変換を行うでコミュニケーションである

（図１）。 IPの場合では、インターネット・プロトコルによるリレーでサービスを行うテ

キストを使用して通信するものであり、コンピュータやその他のWeb対応デバイスを持つ

人々のためのインターネットベースのシステムである。基本的にTRSと同様となっている。 

図1 

 

出典：Sprint Hawaii Telecommunications Relay Service 

 

②Interstate CTS VCO、IP CTS 

話すことができる聴覚障害者が自分の音声をベースにした通信手段である。受信だけTRS

のようにテキストで相手からの話をキャプション電話で表示されたテキスト通して内容を



読み取るようになっている（図２）。IP CTSは前述のIPと同じインターネット・プロトコ

ル・リレーで通信するものである。 

 図２ 

 

出典：Sprint Hawaii Telecommunications Relay Service 

 

③Interstate STS 

音声障害を持つ人々が、電話を使って聞くことができる人々のためのサービスである 

（図３）。 

図３  

出典：Sprint Hawaii Telecommunications Relay Service 

 

④VRS 

アメリカ手話でコミュニケーションビデオ会議機器やテレビ電話を持つ人々のためのイ

ンターネットベースのシステムである（図４）。 

図４  

出典：university of north taxes 

自分の障害の種類、度合いによって、様々なリレーサービスを選択することができるの



である。また、このリレーサービスは、すべての中継サービスを聴覚障害者に無償で提供

している。 また、そのための機器についても、通信法のセクション255のもとに、電気通

信製品やサービスが、障害を持つ人々にアクセス可能として使用することが必要になって

いる。そのために、メーカーは自社製品を適応機器と互換性がとれるように製品を設計し

なければならない。また、公共な場所にも、平等なアクセスと機会均等を確保するために、

公衆電話に音声電話のほかに、TDDを加えている必要がある。 

このように、ユニバーサルサービス基金は、どこにでも電話リレーサービスと、TDDがあ

るということがユニバーサルサービスの形成、発展をみたといってよい。 

 

４－２ タイの電気通信政策12 

2012年に、タイの電話リレーサービスが始まった。上記のアメリカと同じように聴覚障

害者は無料で使うことができる。電話リレーサービスにかかるコストも、アメリカと同じ

く電話会社が徴収して負担する仕組みをとっており、現在は大学、ろう学校、病院、警察

などにビデオユニットが設置されている。その運営は、国家電気通信委員会をはじめ、国

立電子・コンピュータ技術センターからの協力などで聴覚障害者の電話リレーサービスを

提供している。 

また、ヨーロッパでは、国境を越えた交流が、EU諸国で実施されているリレーサービス

の整合を取るために、ETSI13という組織で、EU圏内における電話リレーサービスの標準化作

業が進められている。イギリス・北欧諸国など十数カ国で文字電話によるリレーサービス

が実施されており、ほぼ例外なく、24時間365日で実施しており、国からの支援により聴覚

障害者の自己負担なしで利用可能となっている。前述のタイや、オセアニアなどにも同じ

く提供している。今回、アメリカおよびタイにおけるユニバーサルサービスとしての電話

リレーサービスを中心に考察してきた。そこから明らかになった点は、両国ともユニバー

サルサービスは、「公共性の確保」のもとで、聴覚障害者に対しての電話サービスが機能的

に開かれていることである。また、アメリカの電話サービスのカテゴリーに関しては、表

３にあるように日本が実施している通信手法はまったく含まれていないことがわかる。 

 

５ 日本のユニバーサルサービスの新たな確保策 

本稿の問題意識は、ユニバーサルサービスのもとで、電話事業の固有の概念として、す

べての人がどこに住んでいても、安い料金で、電話の基本サービスを受けられることを指

している。この定義に対して提起される論点の、すべての人というのは、聴覚障害者も含

まれるのかという具体的な検討が遅れている、日本の電気通信政策の多くの場合、インタ

ーネット時代のユニバーサルサービス政策や、料金の争点に比べ、聴覚障害者の電話の関

心を得ることは困難であり、NTT東西の事業展開過程をみてわかるように公衆電話の設置、

                                                   
12 http://www.ttrs.or.th/ 

13 European Telecommunication Standards Institute;欧州電気通信標準化機構 



など電気通信政策の決定過程においてはほとんど見られないので、先進的のアメリカの電

話リレーサービスを、参考にしつつ検討しなければならない。 

さらに、日本の聴覚障害者に対する電気通信政策におけるユニバーサルサービス制度の

確保策について検討する。聴覚障害者を対する電気通信サービス運営を設置する際に、一

般的に２つの重要な問題が生じる。 

①通信方法、サービスのベースをどのように決めるのか。 

技術革新が大きく発展しているにもかかわらず、日本の聴覚障害者に対する電気通信政

策のあり方すら検討できないほど、通信方法、サービスなど社会的攪乱が増している状況

にある。本来、聴覚障害者にとって本当に必要な通信、サービスであれば運営可能だが、

日本の聴覚障害者の間に横たわる言語のカテゴリーという社会福祉的な問題といったハー

ドルがある。このように現実には多くの課題があり、ユニバーサルサービス制度との関係

性にどのような影響を及ぼしているのか、という点はそれほど議論されていなかったとい

う経緯がある。 

② 聴覚障害者用公衆電話および電話リレーサービスについて 

電話リレーサービスの事業だけNICTの補助金で実施されているものの、ユニバーサルサ

ービス制度による聴覚障害者電話通信としての論究を行う必要がある。聴覚障害者用公衆

電話については、先進国海外の事例と日本との比較をした場合、その差は歴然である。ま

ず、アメリカの事例を通じて、公衆電話の活用の利点、さらには限界点などの分析を通じ

て、「公共性の確保」により、電話利用として問題点の指摘、新しい提起などをも行いた

い。 

 

６ 今後の課題 

冒頭に述べたように、聴覚障害者の電話サービス運営におけるユニバーサルサービスの

確保において、日本が先進国外国の２つの事例研究の電話リレーサービスと比較して、公

共性としてかなり構造的な違いが見受けられる。この点に関しては、日本の電気通信政策

の「公共性の確保」において、公の場で活動よび導入する方法が明確ではなく、キヨスク

電話、公衆電話の設置が進まない背景には、NTT東西などの通信事業者をはじめ、責任を感

じながら、電気通信の技術やサービス利活用について真剣に考える傾向が薄く、本手帳の

発行をすることがユニバーサルサービスだという錯覚になっていると考えられる。 

こうした状況を改め、ユニバーサルサービス制度を全体としてより有効に活用すること

が、電気通信政策の喫緊の課題と考えられる。いずれにしても、公衆電話の設置は、究極

的には社会福祉的の問題に行きつくはずである。本稿では、聴覚障害者の間に横たわる言

語の分類に課題があることを明らかにしたが、利用側の聴覚障害者の間の言語的な部分に

ついては未解明である。各関係者がそれぞれのもつ力をあわせ、事例研究と聴覚障害者の

ニーズの変化を汲みながら、ユニバーサルサービス制度の妥当性をさらなる検討を加えた

い。 
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