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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 

接続政策委員会（第 27回）議事概要 

 

日 時 平成 27年５月 26日（火）16：00～17：50 

場 所 総務省 11階 第３特別会議室 

参加者 接続政策委員会  東海主査、酒井主査代理、池田委員、佐藤委員、関口委員、 

森川委員、山下委員 

    事 務 局    吉良総合通信基盤局長、吉田電気通信事業部長、 

（総 務 省）   高橋総務課長、吉田事業政策課長、 

竹村料金サービス課長、片桐料金サービス課企画官 

大澤料金サービス課課長補佐、 

清重料金サービス課課長補佐 

 

【議事要旨】 

 

「加入光ファイバに係る接続制度の在り方」について、 

（１） 関係事業者等ヒアリング 

① 非公開ヒアリング 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本から資料２について説明を行った後、質疑応答を

実施した。 

② 公開ヒアリング 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本から資料２について説明を行った後、質疑応答を

実施した。 

（２） 論点整理 

・ 事務局から資料３、４及び５について説明を行った後、意見交換を実施した。 

 

【主な発言等】 

 

（１）関係事業者等ヒアリング 

① 非公開ヒアリング 

 

＜接続料の算定方法の在り方（接続料原価の算定の在り方）について＞ 

○山下委員 

資料２の５ページの今後の見通しによると、接続料が2,808円から2,929円に一旦上が

った後、ずっと下がっていくという見通しを示しているが、これは定率法から定額法に

見直すことが主な要因なのか。つまり、それ以外の要素は入っていないのか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

いわゆる事業運営上の集約、合理化、効率化や、調達単価を下げていく努力といった

ものは盛り込んでいる。これに定率法から定額法への見直しも合わせて、このように推

移するだろうと予測している。 
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○山下委員 

今回、2,808円から2,929円に上がるのは、いわゆる公正報酬率というか、自己資本利

益率の上乗せというか、それが上がっていくことが要因であり、今後もその率は上がっ

ていくと聞いている。その上昇分も見込んだ上で、さらに低廉化すると見込んでいるの

か。 

 

○ＮＴＴ東日本 

御指摘のとおり。資料２の６ページの下に表があるが、定額法への見直しなかりせば

料金の下に、定額法への見直し影響額と、乖離額調整の影響額がある。基本的には報酬

率の影響を乖離額として調整していくと、こういったものが上乗せされていくわけだが、

そういったものを吸収して、それでも下げていくことができると試算をしている。 

 

○森川委員 

非常にインパクトのあるデータの提供に感謝。そもそもＩＦＲＳで会計基準を変更す

ることが一番のスターティングポイントだが、ＮＴＴ東西から見ると会計基準の変更だ

けでは会社としてはあまり関係ないが、接続料というものが入ると、その分売上げが減

るという認識で良いかというのが１点目。２点目は、先ほどの山下委員の質問と同じだ

が、接続料が下がっていくということは、今後も光ファイバはある程度の設備投資がな

されていくので、設備投資額それ自体が減っていくことが原因という理解で良いか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

設備投資に関しては、概ね95％以上、エリア拡大を進めており、ここ数年のアクセス

部分の投資の状況を見ると、完全にピークアウトしているため、少しずつ下がっていく

ということになっている。色々な投資の効率化の策も織り込みながら、接続料がもう一

度上昇に転じていくということは、あまり想定する必要はないのではないかと考え、こ

のような見通しを立てた。 

また、定額法に見直すことにより、接続料金にそれを反映させて接続料収入が下がる

のではないかという点については、管理部門からすればそのようになるが、一方で、定

額法に見直すことで財務会計上の費用計上というものとそこで完全にマッチするので、

財務会計的に計上している費用をきちんと接続料で回収できていれば、それはそれで適

切だろうと思う。財務会計がそうでないのに、接続料金だけがそうなり、そこでギャッ

プができて、それをＮＴＴ東西が負担するという構図は困ると思う。 

 

○佐藤委員 

資料２の５，６ページについて、ＮＴＴ東西で接続料の下がり方に差があり、ＮＴＴ

西日本の方が下がっているが、これはコスト構造によるものか、乖離額によるものか、

どのような違いにより差ができるのかというのが１点目。２点目は、償却方法を変えて

も償却費の取り漏れが発生するわけではなく、取り方が劇的に変わるだけであるので、

光ファイバの投資が、例えば今後５％、10％ずつ下がっていくと仮定してシミレーショ

ンした場合、接続料は何年くらいで上昇に転じるのか、概ねの時期がわかれば教えてほ

しい。 
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○ＮＴＴ西日本 

ＮＴＴ西日本の数字がＮＴＴ東日本よりも下がり方が大きいという点については、架

空ケーブルの設備量が、ＮＴＴ西日本の方が若干多いということが要因の１つとしてあ

る。さらに、ＮＴＴ西日本の方がＮＴＴ東日本よりも需要が少ないため、分母が小さく、

その分下がり方も大きくなる。また、２点目については、確かに下がって、定額法、定

率法というものが交差することになるが、先ほど中川も指摘したように、この先３年あ

るいは中長期的な展望の中で、ＮＴＴ東西でコストを3,000億円、設備投資についても

2,000億円落とすということを、今、検討し始めている。それを見込んで、今後接続料を

低廉化させていかなければならないと考えている。 

 

○ＮＴＴ東日本 

一点補足すると、償却費だけを見れば、確かに今回定額法に見直したことによって、

対前年で一旦大きく下がるが、下がった後の償却費そのものは少しずつ上がる傾向にあ

ることは事実。その差が資料２の６ページで、毎年、①の償却なかりせば料金と③の見

直し後料金の差が、少しずつ縮まっていることは、効果が下がってきているということ。

その部分は、過去に投資したものは一旦全て償却してしまっているので、一旦償却して

しまったものと、これから新しく投資するものとの入替えが発生し、入替え全体が終了

すると一定となる。今後は、投資を効率化させることによって、上がり幅を抑えようと

しているので、一般的に考えて、この交差が逆転することがないように取り組んでいき

たいと考えている。 

 

○佐藤委員 

コストを絞って接続料を下げていくということについては理解。ただし、直近のシミ

ュレーションしか記載されていないので、過去の何年間かのトレンドから、何％くらい

の効率化がこれから10年進むとすれば、どの辺で逆転するというのは、シミュレーショ

ンが可能であると思うので教えてほしい。追加のデータがあれば、私が一緒にシミュレ

ーションを作る。 

 

○ＮＴＴ東日本 

このデータは持っているので、これを更に伸ばすということは、できると思う。 

 

○酒井主査代理 

投資が効率化していくと、主端末回線の利用率も上がってくる。現在の利用率は50％

くらいだったと思うが、年数が経ってくると、この50％が上がってくると仮定して考え

ているのか、または、あまりその数値は変わらないという仮定になっているのか、その

辺を教えてほしい。 

 

○ＮＴＴ東日本 

理論上、利用率は上がっていくという前提で考えている。投資額は下がり、純増数は

ＮＴＴ東日本のフレッツでいうと、毎年50万ずつ増えていくという前提で考えているの

で、芯線の利用率は上がっていくという前提で考えている。 
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○関口委員 

乖離額調整は、確定値である2014年、2015年について、資料２の６ページの④で調整

されているが、2016年以降も乖離額調整は生じるので、それはここでは推定値だから反

映していないという理解でよいか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

御指摘のとおり。 

 

○関口委員 

資料２の１ページ目の５番目の○について、利用者単位への見直しは不公正な利用を

誘発することで、非効率な設備構築を助長してしまうという指摘があるが、これはシン

グルスター方式のユーザがシェアドアクセス方式に流れてしまい、１／８しか使ってく

れないというようなケースが相当大きいと思う。シェアドアクセス方式から光卸に移っ

たときの逆流を阻止するような規定があるように聞いているが、これは本当か。また、

契約によってシングルスター方式からシェアドアクセス方式にそのような不公正な利用

が認められる場合の流入阻止のような規定を織り込むようなことは制度としては可能か

どうか、検討の余地があるかお伺いしたい。 

 

○ＮＴＴ東日本 

前回も申し上げたが、他事業者が実際に接続で使っている回線の使用用途をずっと追

っていくということ自体は難しいと思っており、規定に織り込んでも実効性がないとい

うことにしかならならず、難しいのではないかと思っている。 

 

○東海主査 

資料２の４ページで、今後の取組について色々とまとめているが、特に減価償却の方

法の変更は大きな影響を与えるだろうと思うので確認するが、ここでは「予定である」

というような書き方をしているが、現実にはいつから実施するのか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

非常に答えにくい質問であるが、ＮＴＴグループとして現在はっきり表明しているの

は、ＩＦＲＳを2018年度から導入するということであり、償却費の見直しについては、

それに先だって実行するということに言及している。そのため、現実的には、2016年度

ないし2017年度ということになると思う。これについて、どのようなタイミングで実施

するのかということを現在検討している最中であり、何年何月の第何四半期からという

ことを申し上げるところまではまだ詰まっていない。グループ全体として議論を進めな

ければならないのではないかと思っている。 

 

○東海主査 

どこまでを対象資産とするのか。つまり、過去の投資分を含めるのか、あるいは新規

投資を対象とするのか。 
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○ＮＴＴ東日本 

全ての資産であるので、過去の投資分についても、今まで定率法で償却していたもの

を、一旦正味資産分をその時の取得資産と見立て、これをこの時点から定額法に見直す

ということを考えている。 

 

○東海主査 

過去の投資分も含まれるとすると、定額法に変更することの効果は、非常に小さいと

いうことか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

非常に古いものであれば、確かに御指摘のとおりだと思う。 

 

○東海主査 

取得資産と見立てても、償却対象額が小さいためか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

資料２の７ページで、2016年度時点における建設年度別の償却費の内訳の試算を記載

しているが、真ん中の定率法の欄に記載の数値は、現行の定率法で算出した場合の減価

償却費である。これを定額法に見直すと、⑥に書いてある減価償却費となる。過去の分

は御指摘のとおり、その効果額としてはやはり試算値が小さくなっているので、直近年

度になればなるほど大きくなってくるということになる。 

 

○東海主査 

実際上、接続料に影響させるために、算定方法の見直しを思い切ってやることによっ

て、効果的なものとなっているとは思うが、過去の投資分と新規投資分が混在すること

や、あるいは、これからもう少し長い目で見ていくと、定額法が接続料におそらく逆の

影響を与えることになるのではないか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

今までどおりの投資額をずっと続けていくと確かに大きくなると思うが、投資額を

年々減らしていきたいと思っているので、そのような効果で償却費が引き下がるという

ことはあるのではないかと思っている。 

 

○東海主査 

そのため、償却方法というよりも、むしろこちらに重点を置く方が、コストが効率的

に下がっていくだろうということの確認をした。 

 

○佐藤委員 

償却方法が変わることにより、加入光ファイバだけでなく、他のサービスや他のコス

ティングにも影響してくるのであれば、競争全般に大きな影響を与えることになるが、

償却方法の見直しは加入光ファイバのみに影響があるのか、他の接続料や色々な料金も
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含めて、色々なサービスや競争条件に影響を与えそうであるのか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

他の設備でも定率法を採用しているものがあるため、今回見直す際には、全体が対象

になると思っている。それは定率法から定額法に変わることによって、ここに書いてい

るようなことと、設備によってどの程度償却しているのかによるため、同じ傾向になる

かどうかわからないが、他の接続料にも影響を与えることにはなると思う。 

 

 

 

 

  



7 
 

② 公開ヒアリング 

 

＜接続料の算定方法の在り方（接続料原価の算定の在り方）について＞ 

○酒井主査代理 

 資料２の20ページに、メタル回線と光ファイバのコストの配賦方法の記載があるが、

この経緯を知らなかったので質問したい。これは、要するに契約者数比になっていると

いうことは、極端な話をすると、メタルの利用者が０になった場合であっても、メタル

を維持するコストは全て光ファイバが負担するということで、メタルを撤去する必要が

ないという話になってしまうが、これはやはり撤去する計画にはなっているのか。メタ

ルと光の回線が別々であるとしたら、メタルの撤去に費用がかかるが、メタルの利用者

が０であれば全て光ファイバが負担することになるので、撤去する必要は全くなくなる

が、やはりＮＴＴ東西は撤去する予定にはなっているのか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

 設備を持っていることでかかるコストがあると思うので、０になれば撤去するという

方向となると思うが、１ユーザでも入っていると撤去できないという現実がメタルの特

殊性というところではないかと思っており、それを、どのような形であればより利用実

態に即した分け方になるのかという議論が色々とあったと認識している。 

 

○池田委員 

 コスト把握の精緻化について考えていきたいということであるが、具体的にどのよう

な見直しを考えているのか。また、精緻化により、どの程度接続料が下がりそうなのか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

金額の目安は、非公開ヒアリングの場で申し上げたとおりであると思っている。主端

末回線の接続料は、今の水準から言うと１割程度の値下げとなる。電柱というのが、分

岐端末回線を乗せている電柱なのか、主端末回線を乗せている電柱なのか、あるいは、

土木設備というのは基本的には主端末回線というか、局出しの部分が大半であると思う

が、最後に立ち上げるところはユーザ単位というか、分岐の部分と認識することができ

るのではないかとか、あるいは故障はどこで起きているのかという議論をして、どのよ

うなつかみ方ができるのか、ちゃんとつかむことで、本来生じるコストを直課していく

という仕組みとして、配賦よりも適切であると思っている。現在も、色々な方法により

工夫しており、より適切なものに近づけるような努力をしてきているが、更に、主端末

回線と分岐端末回線の間では改善の余地があるのではないか思っているので、その辺に

ついてきちんと把握して、よりコストに忠実な接続料になるようにできないものかと考

えている。 

 

○池田委員 

 その具体的な提案はいつ頃示せるのか。 
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○ＮＴＴ東日本 

 全て調べると大変時間がかかってしまうため、サンプルデータを採り始めているとこ

ろであり、それが整えば示すことができるのはないかと思う。概ねこの程度ではないか

という金額の目途を言う以上は、いくつかの例をサンプルとして、なるべく早く提示す

るように努力する。 

 

○池田委員 

今回の委員会で議論できるタイミングで提出できるのか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

それは可能だと思う。 

 

＜接続料の算定方法の在り方（主端末回線に係る接続料の算定方法の在り方）について＞ 

○山下委員 

「不公正な利用を誘発する」という言葉が資料２の１ページにも16ページにも出てく

るが、説明の中では、これは「不経済な」と発言していたように記憶している。どこが

不公正と考えているのかを教えてほしい。不経済なということであれば、モラルハザー

ドが生じて、ＮＴＴ東西にとっては経済的ではないという意味にとることができるので

理解できるが、不公正ということになると、誰が誰に対して不公正なのかという点をも

う一度確認したい。 

 

○ＮＴＴ東日本 

 ここで書いた不公正という意味は、次のページに書いてあるが、モラルハザード的な

利用を誘発するということと同義だと考えている。結局、適正なコストでシングルスタ

ー方式を使う、あるいはシェアドアクセス方式を使うということであれば、当社として

は構わないと思っている。しかし、どちらかにコストのバイアスがいくことによって、

ここで言うと、シェアドアクセス方式側で低収容のユーザの方が有利となり、１芯１ユ

ーザ利用の場合には、シングルスター方式で使うよりも安いということになってしまう

と、シェアドアクセス方式の方が設備的には局外スプリッタ等が追加で必要になるにも

関わらず、そういったものを助長してしまう、安いからそちらを選んでしまうというケ

ースが出てくるのではないかと思っている。そうなると不効率な設備構築を強いられる

ことになり、ここではモラルハザードと不効率をセットで話をしているが、そのような

趣旨で発言したものである。 

 

○山下委員 

資料２の１ページに書いている不公正なというのは、ニュアンスとしてＮＴＴ東西と

競争事業者との間での不公正と考えて書かれたのではないかと読める。16ページの場合

は、すぐ下にシングルスター方式とシェアドアクセス方式の対比が載っているので、シ

ングルスター方式に対して不公正になると確かに読めるが、そのような意味では１ペー

ジと16ページでは使い方が違うのではないかと思いながら説明を聞いていたところ。 
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＜接続料の算定方法の在り方（接続料原価の算定の在り方）について＞ 

○佐藤委員 

今日のヒアリングは、会計基準、償却の方法が変わると、接続を含めて色々なところ

に影響があるので、ぜひ説明する機会をということであったと思う。議論を委員の間で

詰めてきた中で、各事業者は今の議論の色々な項目について意見があると思う。ＮＴＴ

東西だけ償却方法以外の部分についても随分発言しており、資料にも入っていることに

多少違和感はある。 

償却に関して、全体的にＮＴＴ東西の償却方法が変わると、加入光ファイバ以外の接

続料について、どの程度、どのようなところに影響がありそうなのか、大きく見込める

ところはあるのか。要するに、全てのものが１回下がってその後上がり始めるのか、投

資の仕方によって違うパターンがあるのかも含めて、他の接続料金に却方法の変更がど

のような影響があるのか、想定される大きいものはあるのか。あるいはほとんど影響が

ないと考えても構わないのか。あるいはユーザ料金の方にも償却方法を変えると影響が

出そうなのか。 

コストの精緻化は、料金が上がろうが下がろうがやるべきこと。今回接続料が一時的

に下がるかもしれないが、コストの精緻化、それに合わせて料金をどう作るかは、淡々

とやるべきことであると思っているが、それでよろしいか。 

 

○ＮＴＴ東日本 

１点目については、御指摘のとおり、他の接続料にも償却方法の見直しによる影響が

あると思う。影響が多少であるのか多少ではないのかはわからないが。それ以外のもの

については、まだ試算をしていないので、どれがどのように影響を与えてくるかという

点について、現時点で申し上げることはできない。多岐にわたるところがあるので、す

ぐに出すことができるかどうかも含めて、少し難しいと思う。 

２点目の精緻化については、基本的に当然やっていくべきであろうというのは御指摘

のとおりであると思う。しっかりやっていこうとは思うが、申し上げたかったのは、今

回のコスト負担方法の見直しで検討されているものは、色々と問題があると思うので、

やるべきことをしっかりやったほうが良いのではないかということで、ここで記載した

もの。 

 

○佐藤委員 

基本的にはそのような答えだと思う。全体にも影響があるので、総務省側も、あるい

はＮＴＴ東西側も、償却の変更がどのように競争条件に影響を与えるか、急いでレビュ

ーする必要があると思う。ＮＴＴ東西の意見に対して、他の事業者等も呼んで欲しかっ

たが、時間的な制約があることから、議論の内容に関してコメントをいただくような機

会が得られればと思う。また、ＮＴＴ東西の資料のうちデータが必要なところについて、

追加で質問した場合には回答してほしい。 

 

○関口委員 

資料２の20ページについては、メタル検討会でコストの配賦の適正性を巡り、ＰＳＴ

Ｎの契約者が概ね半分になってしまったというので、契約者数が大きく減ってきたにも
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関わらず、メタルの撤去が全く進んでいないという状況で、メタルの方に配賦が行き過

ぎていたということの改善のために、契約者数比を導入した。これはこれで完結した議

論であった。それを光ファイバと比較した時に契約者数で配賦された費用を、今後は芯

線数比で割ってしまうという不整合が生じてしまうというコメントを私はした。20ペー

ジは、契約者数比で配賦された費用は、光の方でも契約者数比でやるべきではないとい

う論調だが、ＮＴＴ東西は本来このような特殊事情で代替措置として契約者数比をメタ

ルの配賦に使ったのであれば、見直すべきはこちらであるという整理をしている。これ

はひとつの解であると思う。その意味で、光ファイバの方は芯線数比が本来の配賦基準

であろうと思うので、その意味で言うと、契約者数比に変えてメタルの特殊性を反映し

た利用設備量に応じたコスト把握への見直しがふさわしいという指摘は１つの判断かな

と感じた。 

また、１ページと16ページの不公正について、山下委員の指摘については、18ページ

で、シェアドアクセス方式を利用する事業者間、及び他の設備構築事業者との間の負担

の方法と、２つのことを意味するように書いてある。シングルスター方式とシェアドア

クセス方式の問題については、先ほど契約に縛られないのかと質問をしたわけだが、そ

こは一転、シングルスター方式とシェアドアクセス方式との間の公平の問題。それから

他の設備構築事業との間の負担の公平という点で言うと、ＮＴＴ東西だけが１／８利用

をかなり安くしてしまうと、他の設備構築事業者にとって、１／８利用が高くなってし

まうから、ＮＴＴ東西に有利になってしまうという意味で、公平性の担保が難しくなる

のではないか。このような意味で、２つの不公正と言ったのではないかと思う。 
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（２）論点整理 

 

＜接続料の算定方法の在り方（接続料原価の算定の在り方）について＞ 

○酒井主査代理 

接続料のコストがどのくらいかという点と、負担が問題という点が一緒になっている

と思う。コストがどうかかるかという議論であれば、例えば光ファイバはその中に100

多重であっても１万多重であっても1人しか使っていなくても、目方も何も変わらないの

で、あきらかにコストは芯線単位である。電柱に100本のせられると言ったら、どんなも

のでも100本のせられるわけで、あきらかにどの電柱であっても、あるいは未利用芯線で

あっても、芯線単位ということは間違いないと思う。ただし、それだと色々と課題があ

るということであれば、それは負担ということになるので、コストと負担を分けて考え

なければ、負担を変えることが絶対に悪いとは思わないが、コスト比例が一番素直な気

はするが、どうしても競争政策上まずいということであれば、コストはこうだが負担は

こうするとしておかないと、メタルのところでもそう思うが、あれは明らかにコストか

らしたらおかしな方法だが、今回はこうしたと。そうすると、その次に、そのおかしな

方法を光でもやったらどうかという議論が出てしまうので、正しいことは正しい、ただ

しこうすると言っておかないと、本来電柱は利用者単位にお金がかかるということを言

ってしまうと、物理の法則と反するので、そこは分けて議論し、結果を出した方が良い

のではないかと思った。相田委員の資料はまだよく読んでいないが、コストについてと

いうよりは、直接的にいくらにすれば適正かという資料で、そのような意味ではあまり

物理の法則を変えていないという点では、こちらの方が素直かとすら思った。 

 

○佐藤委員 

コストはわかるが、何をドライバにするか、つまりコストを人、距離等、何で割って

平均費用を作るのかというのが非常に難しい。ただし、全てが芯線なのか、ユーザに依

存する部分も大きく見るとあるのではないかという点を含めて、議論を深めていくのが

我々の仕事だと思っている。 

 

＜総論（サービス卸との関係）について＞ 

○佐藤委員 

卸を利用したときに、接続への移行に条件がつくという点について、相対契約ではあ

るが、競争に影響があるような状況が見られた場合に、競争政策という目的のために、

総務省は相対契約の中身を見ることができるとか、聞くことができるとか、そのような

権限なり、可能性はあるのか。相対契約の場合はそのようなことは全くないのか。 

 

○事務局 

前々回紹介した電気通信事業法の改正案が先週成立したが、その中で、事後的な届出

をすることになっているので、適正性や公平性を担保していくということにはなってい

る。 
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○佐藤委員 

相対契約であれば、適正であるか否か気づくことがないかもしれないが、契約締結者

が、適正ではないと自分で契約を結んで思ったときに、訴え出ることができるのか、ど

のようなときに適正でないと、誰がどう判断できるのか。 

 

○事務局 

資料３の50ページの赤枠の部分の、接続との併用について、卸から接続への移行とい

うケースで、例えば、契約の解除なり、違約金の適用ということについて、もし何か問

題があると認識した事業者がいた場合に、どのようにそれを見ていくのかという話か。 

 

○池田委員 

資料３の49ページのサービス卸の利用状況について、大変多くの事業者に卸が活用さ

れているとあり、光コラボの申込み数は、新規でもＮＴＴ東日本では8万、ＮＴＴ西日本

では4万ということで、新規の契約も万を超えて、多くのユーザを獲得していこうとして

いるとある。その中で、50ページの赤枠の部分に、コラボモデルについてのＮＴＴ東西

発出の公表文書に記載されている制限事項として、コラボモデルを利用した場合に、相

互接続との併用について、制限をかけているのではないかと思われる事項があるので、

卸のユーザがこのまま増えてしまうと、接続のユーザがなかなかとれない状況になるの

ではないかということを大変強く懸念している。具体的な契約の中身について、委員限

りで構わないので提供してほしい。 

 

○事務局 

事務局から依頼したい。 

 

＜光配線区画に係る課題への対処の在り方（「８収容」の原則）について＞ 

○池田委員 

資料３の30ページについて、８収容の原則はどのように運用されているのか。原則は、

８収容に至るまで１本で収容していくということで聞いているが、接続事業者が知らな

い間にではないと思うが、同じ光配線区画の中で、２本目、３本目の主端末回線の接続

料を支払っているケースが326件あるとのこと。これは、かなり多い数字だと思う。必要

に応じて２本目３本目にならざるを得ないということであればやむを得ないのかもしれ

ないが、スプリッタの確認漏れ等、人為的なミスで不必要な接続料を支払わなければな

らなくなったという問題があるのであれば、接続事業者のコストを上げることになるの

で、この運用は厳格に行うべきである。そのため、運用のルールをしっかり作り、かつ、

不必要に発生した接続料については、返金する等のルールを作った方が良いのではない

かと考えている。社内ルールとして運用するのも良いが、この設備は第一種指定電気通

信設備であり、接続事業者にとって円滑な接続に必要なものであるので、接続約款で規

定するのが良いのではないかと考える。 

資料３の35ページの私からの質問への回答は、多様性の確保の観点から、一律にルー

ル化するのはなじまないというものであるが、ＮＴＴ東西としてどのように８収容の原

則を運用するのかという原則を記載し、接続事業者の要望がない限り、そのような原則
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で運用するという構成にすれば問題ないのではないかと考える。 

 

＜接続料の算定方法の在り方（主端末回線に係る接続料の算定方法の在り方）について＞ 

○池田委員 

相田委員提出資料の、加入光ファイバの接続料の算定方法の見直しの考え方として、

接続事業者向けの接続料を試算し、サンプルのデータを基に、仮に第二次答申で示され

た接続事業者向けの光配線区画の新設がうまくいけば、このような接続事業者向けの接

続料になったであろうという試算について、今回の見直しに当たって、私の考え方とし

ては、自己設置と、卸と、接続がバランスよく機能することが大切だと考えており、そ

のバランスを崩さないための指針として、一つの参考になるのではないかと考える。 

 

○森川委員 

酒井委員のコメントに近いが、そもそも、８分岐というのが良くなく、全てスター型

としていれば問題ない。ただし、今は８分岐にしてしまっているという前提で考えなけ

ればならないが、将来、８分岐ではなく、技術が進展し、もっと分岐数が増えたらどう

するのかということを考えると、やはり芯線単位がきれいだと思う。８分岐であったと

しても、１区画当たり１ユーザのみというのは非効率で、光ファイバの設備のトータル

コストが上がらざるを得ないので、極力、２ユーザ以上又はたくさんのユーザを収容し

て頂きたいというのが、コスト的にもおそらくそうではないかと思っている。 

池田委員から発言があった８収容の原則については、現在、ＮＴＴ東西で調査してい

るとのことなので、それを踏まえて考えたい。 

 

○佐藤委員 

なぜ８分岐にしてしまったのだろうというところはあるが、ＡＤＳＬではないが、シ

ングルスター方式であれば、芯線の数とユーザの数が一致して、どちらも一緒というこ

とになったとは思う。そのような意味で、将来どうなるかはわからないが、今は８分岐

で議論すると、たしかに１収容程度で参入しても効率的ではないので、二部料金、多部

料金というように、２収容、３収容とした方が有利になるというような料金体系はそれ

なりに意味があるので、どのような料金を作るかというところだと思う。費用を配賦す

るとか、確定するということ以上に、収容数によって、どうすれば経済性が発揮される

のかとか、企業性が発揮されるのかとか、そのようなところが最後は難しい。相田委員

提出資料について、第二次答申の際の目標があり、政策を打ったが実現されていないと

すれば、その結果を実現するのに、今回の料金体系でいうと、どのような形態があるの

かという仮説というか、フレームワークで議論するのも一つの考え方だと思う。 

今日の全体の料金理論の話でいうと、以前の公開ヒアリングで質問したときにもそう

だが、価格には絶対的な価格と相対的な価格があり、絶対的な価格というのは、マーケ

ットの絶対的な価格なので、上がれば競争条件以上にマーケットがシュリンクし、高く

なれば同じコスト構造で高くなるため、マーケット全体に影響を与えるという意味でつ

らい。今回、下がるということであれば、これが下がって上がるのではなく、永遠に下

がってくれればよいが、絶対価格は下がるため、マーケットに対しては良い信号にはな

ると思う。 



14 
 

ただし、もう一つ、相対価格、マーケットの競争事業者がいる中での価格、これが今

言った１人目、２人目含めてどのような料金体系にするかという議論だと思うので、こ

ちら側はもう一つ大事なテーマとして残っており、最後に決めなければならない問題で

あると認識している。 

 

＜接続料の算定方法の在り方（接続料原価の算定の在り方）について＞ 

○東海主査 

経済学的に言うと、価格の変動制ということと、コストはどうか。先ほど酒井委員か

らは、コストは一つと発言があったようだが。 

 

○酒井主査代理 

コストにはおそらく真実があって、それ以外をどうするかということは、それは経済

学者の話であるという主旨である。 

 

○佐藤委員 

理解していないのだが、コストは一つという点はわかるが、料金にのせるとどのよう

な理解をすればよいか。 

 

○酒井主査代理 

加入光ファイバはいくら加重しても重さは変わらないので、電柱に100本しか入らない

のであれば、１つのコストは100分の1であると考える。ただし、ここに経済学的に見て

どのように料金を設定するかというのは、競争政策等があるところだが、そこで、電柱

は芯線単位ではなく、利用者単位であるとしてしまうと、永遠にそうなるわけであり、

そうすると、事実を曲げた話となるため、後に影響が非常に大きい。今回はこうしたと

いうのであれば、別の機会に変えればよいので、間違いのないことはあまり変えない方

がよいのではないか。それを理由にするとおかしなことになってしまうので。 

 

○佐藤委員 

まだ理解できていないのだが、電車で言うと、ユーザが増えてくると、駅舎を増やし

たり、ターミナルを大きくしたり、電車の車両を多くする。コストの概念で言うと、そ

れは車両当たりで100人ずつ増え、ターミナルに増えると。おそらく、コストの概念は、

設備に非常に近いところで説明できると思う。ただし、最後に料金にのせるとなると、

距離単位なのか、人当たりなのかも含めて、我々はユーザの料金というか、負担として、

そこに落とすことになると思う。その中に、ターミナルコストというものが運賃には入

っており、それには距離単位コストが加算される等して、それが料金になる。コスト単

位でいうと、設備の発生に従ってコストが生まれるため、設備という概念が強くなると

思うが、料金の概念になると、使用やユーザということで、料金をとることになるので、

そのようなもので割り振るということになる。 

設備とユーザの人数が全く関係ないのではなく、もう一つのリンクとして、ユーザが

増えるから設備が増えるというワンクッションがあるので、コストの発生ではなく料金

で言うと、ユーザとは関係ないという話でもないとは思う。 
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○酒井主査代理 

どのケーブルであっても同じであるということを前提としているわけではない。料金

をどうするかという話はあるのかもしれないが、例えば電柱、未利用芯線でも構わない

が、それは芯線単位ではないと言われると、それは事実と異なることを根拠としている

ので、その次にも、その話を永遠に持ってこなければならなくなる。例えば今の加入光

ファイバと同じ太さで、100倍速い光ファイバができたとしても、どちらの光ファイバも

コストは利用者単位で同じであれば、それを導入する理由がない。やはり、コストのと

ころは事実のとおりとして、ただし導入時だから料金はこうしなければならないという

方がわかるような気がする。その辺り、分けて考えないと変ではないかと思った。 

 

 


